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有明海漁場環境改善連絡協議会（第23回） 

議  事  録 

１．日 時：平成２９年３月１５日（水） １３：３０～１５：５１ 

２．場 所：ホテルクリオコート博多 ４Ｆ バロックＡ・Ｂ 

３．出席者： 

  福岡有明海漁業協同組合連合会        代表理事会長     西田 晴征 

  佐賀県有明海漁業協同組合          代表理事組合長    德永 重昭 

  長崎県漁業協同組合連合会          指導課長       河田 耕介 

  熊本県漁業協同組合連合会          代表理事会長     上田 浩次 

  福岡県農林水産部水産局           局長         有江 康章 

  佐賀県農林水産部水産課           技術監        中島 則久 

  長崎県水産部漁政課             課長         西  貴史 

  熊本県農林水産部水産局           局長         平岡 政宏 

  （国研）水産研究・教育機構西海区水産研究所 所長         渡部 俊広 

  水産庁増殖推進部漁場資源課         生態系保全室長    高瀬美和子 

  水産庁増殖推進部研究指導課         課長補佐       内海 邦夫 

  水産庁増殖推進部栽培養殖課         課長補佐       加藤 英雄 

  水産庁漁港漁場整備部計画課         課長補佐       高原 裕一 

  水産庁九州漁業調整事務所          所長         廣山 久志 

  農村振興局整備部農地資源課         調査官        豊  輝久 

  九州農政局                 局長         金丸 康夫 

  九州農政局                 局次長        山田 耕士 

  九州農政局農村振興部            部長         堀畑 正純 

  九州農政局                 地方参事官      塩澤 賢一 
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４．議 事 

（会長（九州農政局長）） 

 それでは、よろしくお願い致します。本日は限られた時間ではございますが、活発な意見

交換が行われ、実のある会議となりますよう、皆様の御協力をお願い致します。 

 それでは、議事次第に沿って進めさせていただきます。 

 本日は、議事次第にある(1)規約改正についてから(4)平成29年度予算概算決定について御

審議いただきます。 

 まず、資料１から資料８までを通して説明させていただき、その後まとめて御意見を頂戴

したいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 それでは、議事の(1)規約改正について及び(2)の４県が協調した二枚貝類等の再生に向け

た取組のうち、二枚貝類の浮遊幼生及び着底稚貝調査並びに海底地形測量について、九州農

政局から説明をお願い致します。 

（九州農政局） 

 それでは説明をさせていただきます。 

 まず、資料１でございます。協議会の規約改正についてでございます。 

 これにつきましては、今年度、機構改革、または担当者等の見直しが各県、それから研究

所の方でございます。 

 ４ページを見ていただきますと、佐賀県が生産振興部から農林水産部に変わっておられる。

それから、研究所の名前が若干変わっておられる。 

 それからあと、５ページを見ていただきますと、これは赤文字で、やはり同じく部の名称

ですとか、それから、研究所の名前が若干変更になっているといったことで、単純改正でご

ざいますので、一つよろしくお願いしたいということでございます。 

 以上が資料１の説明でございます。 

 続きまして、資料２に移らせていただきます。 

 資料２の二枚貝類の浮遊幼生及び着底稚貝調査についてでございます。 

 この調査については、既に御案内のとおり、平成27年度から29年度の３カ年にかけて、二

枚貝類の浮遊幼生を調べていこうということでございますけれども、１ページを見ていただ

きますと、調査の目的と致しましては、やはり有明海においては母貝集団の減少によります
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ところの浮遊幼生の発生の低下、それに伴って稚貝の加入量が減少しているといったことが

二枚貝類資源の減少に拍車をかけているのではないかというような基本的な認識があるもの

ですから、そうした浮遊幼生の実態をしっかり押さえていこうと、まずは現況調査をしっか

りやっていこうというのが１つ。 

 それから、この現況調査、どうしても調査地点を設けて観測をするものですから、全体と

してどうなっているのだろうという点を面に広げていくといったことをすると。そのために

は、コンピューターを使ってシミュレーションをしてございます。 

 ということで、この調査につきましては現況の実態調査と、それからもう一つはコン

ピューターによるシミュレーションで全体像を把握するといった２本立てになっているとこ

ろでございます。 

 それで、浮遊幼生と着底稚貝調査のスキームでございますけれども、昨年度から御案内し

ておりますとおり、アサリ、タイラギ、サルボウ、ハマグリの４種について行っていってい

るところでございます。 

 昨年度からの主な変更点を申し上げますと、例えばアサリについては、昨年度、平成27年

度はアサリの浮遊幼生は、産卵が春・秋とある訳ですけれども、秋調査しか平成27年度はで

きませんでしたので、平成28年度は春と秋の２回行ってございます。それから、タイラギ、

サルボウ、ハマグリについては夏に産卵期がありますので、夏調査をそれぞれやっていくと。

浮遊幼生については月３回、着底稚貝調査については月１回、これも22地点を基本として、

有明海全域で行ってございます。 

 この辺は変わってはいませんが、調査方法の変更点も平成27年度から平成28年度に関して

は若干ございます。例えば、浮遊幼生は、どういうふうな塩分が好きか、そういう塩分の嗜

好性をよりよく把握するために、27年度は中層の２分の１の水深で把握していたんですけれ

ども、それを塩分躍層の下で採ってみるとか、採水量も採捕効率を上げるために200リット

ルを400リットルにするとか、いろんな点の調査方法を変えてございます。そうしたことで、

全体として平成27年度よりは平成28年度の方がより多くの浮遊幼生を観測できているといっ

たような状況がございます。 

 具体的には、資料等は掲げている訳ですけれども、アサリについてはその調査結果のまと

めと致しましては、13ページをちょっと御覧いただければと思います。 

 13ページに、平成27年度秋、それから平成28年度の春、秋の出現傾向といったものをまと
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めてございます。 

 下の図を見ていただきますと、左から平成27年の秋のグラフが３つ並んでいます。アサ

リ・Ｄ型、アサリ・アンボ期、アサリ・フルグロウン期と３つ並んでいます。左から順に、

小さいもの、真ん中のもの、それから大きく成長したものという３つがどの辺にいるかと

いったもので、黄色が表層、緑色が中層、それから、青が底層といったふうに分かれていま

す。一目見て分かりますように、大きくなるにしたがって底層の方に移動していっていると

いう状況が分かります。 

 これと同時に、水質も測っております。水質を測りますと、表面の方がどちらかといえば

塩分が低くて、底層の方の塩分が濃いというような状況でございまして、大きくなるにした

がって塩分の濃い方にどんどん移動していっているのだろうといったようなことが分かるよ

うになった訳でございます。 

 こういったことも表層、中層、底層で流れも若干違いますので、そういったことでシミュ

レーションをするときにも、こういったデータを反映させてやっているところでございます。 

 当然、平成28年度の春、秋にも同様の傾向が見られているといったものでございます。 

 アサリにつきましては、どれぐらい観測されたのかというところはグラフを見ていただけ

れば分かるのですが、オーダーとしては、何千とか、１万とかというオーダーで観測されて

いるので、シミュレーションをするにも十分な量が観測されているという状況でございます。 

 一方、タイラギにつきましては、例えば、16ページあたりのグラフを見ていただいても分

かるんですが、３ｍ3当たり10、20という値でございまして、昨年から比べると調査位置を

若干ずらしたりして、多く観測はされておりますが、まだまだ観測数としては傾向を見るに

は少ない数ではあります。しかし、18ページにそのまとめを掲げてございますけれども、ア

サリと同様に、表層、中層、底層といった塩分に関する反応などは似たような傾向が出てい

るといったものが分かってきているところでございます。 

 以下、同様にと言いますか、サルボウについては、アサリと同様オーダーとしては5,000

とか、多いものは何万という浮遊幼生が20ページなどを見ると分かる訳でございますけれど

も、十分な量が観測されている。着底稚貝については、確認されておりませんが、観測はさ

れておりますので、アサリと同様のまとめを、22ページにしているところでございます。 

 ハマグリについては、これも観測の数が少ないですが、ある程度観測されているといった

ことでございまして、傾向としては、観測の数も少ないものですから、26ページにまとめが
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あるのですが、アサリ、サルボウなどとは違うような結果ですが、これは観測の数が少ない

ことにもよるのかなというふうなことでございます。 

 こうした実測を重ねた結果、今度は、このコンピューターの方でこれを点のデータを面の

データに展開していく訳でございます。その結果だけを28ページに掲げているところでござ

います。 

 このシミュレーションについて、どのように行っているかということでございますけれど

も、浮遊幼生を実際22地点で観測している訳ですけれども、その観測時期を横に並べますと、

一番多い時期というのがございます。その大きさを測りますと、大体、何日前に産卵したも

のなのかというのを既存の研究データ等から推定できますので、３日前とか、４日前とかと

いうデータが出るんですけれども、では、３日間その流れを遡らしたならば、一体これはど

こで生まれたものなのだろうというのをコンピューター上でシミュレーションします。 

 実際には、それをシミュレーションで前に戻すというよりは、そこに当たるものを探して

いく訳ですけれども、まず、産卵した場所を探し当てるということを一回やり、今度はその

探し当てた産卵場から、着底するまでの期間というのをコンピューターで回してみたらどう

いうふうなところで着底するだろうと。着底する条件とかも、既存の資料等いろいろござい

ますので、そういったものを活かしながらシミュレーションをしてございます。 

 その結果でございますが、28ページにございます。この28ページの図の見方なんですけれ

ども、例えば、グループ５、島原半島の地先を見ていただきますと、青い枠で囲んでありま

すが、その中に赤い点とか緑の点とかというのが一杯ございます。例えば、赤い点というの

は、これは福岡県の地先で生まれたものがこのグループ５に来たのだと。こう見ていただき

ます。ここのグループ５の中の緑の点というのは、緑はグループ４ですから、熊本県の地先

で生まれたものがこの５のところに来たのだと。こういうふうに見ていただきます。そうす

ると、これを纏めるとどういうことが言えるかということなのですが、右の表にありますよ

うに、福岡県の地先で生まれた浮遊幼生が着底するのは、福岡県の地先であれば全てのグ

ループに行きますと。佐賀県の地先も全てのグループに行きますと。諫早湾の地先は、グ

ループ５にしか行きません。熊本県の地先は全てのグループに行きます。島原半島の地先は、

自分のところへは帰ってくるのですが、他のグループへの供給はありませんと。こういう結

果が出ております。 

 逆に、今度は他のグループからの供給という意味で見ると、グループ５は、全てのグルー
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プから来るのですが、他のグループへは行っていない。そういう傾向が分かったところでご

ざいます。 

 従いまして、今年、シミュレーションから分かったこととしては、グループ５の辺り、余

りアサリの生産等が盛んではなかったのかもしれませんけれども浮遊幼生はいっぱい来てい

たのだ、あちこちから供給されているのだと。逆に、今度グループ１、２、４というのは、

有明海中に浮遊幼生が供給されていたのだというようなことが分かってきた訳でございます。 

 今年は中間年でございますので、来年度の取りまとめも、もう少し精度を上げて、更に再

現性の向上を図っていきたいというふうに考えているところでございます。 

 次のページは、平成29年度の調査計画案でございますけれども、ここに書いてありますよ

うに、若干、更にうまく浮遊幼生が捕捉できるように、調査地点を新たに追加したり、移動

させたりして検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上の検討につきましては、浮遊幼生のワーキンググループを西海区水産研究所の御協力

のもと作っており、昨年度も今年度もそうだったんですが、年３回ほど議論を重ねて結果を

出していっているところでございます。御協力の方に大変感謝申し上げるところでございま

す。 

 以上が資料２の説明でございまして、次に資料３の方でございます。海底地形測量につい

てということでございます。 

 海底地形測量につきましては、１ページを見ていただきますと、今、御説明したような浮

遊幼生の移動経路を推定するシミュレーションのモデル構築の基礎データですとか、それか

ら漁場環境の改善のためのいろんな取組の干潟域というのは、地形が分かりますと、その適

地を検討していくといった材料にも使えるということで取り組んでいる訳でございます。 

 平成28年度、今年度実施したところは、２ページにお示ししておりますように、１、２、

３のそれぞれの福岡、佐賀、熊本の地先で実施させていただいているところでございます。 

 海底地形測量でございますので、その次のページを見ていただきますと、有明海全体の図

の中にはめ込みますと、こういったところの観測結果が得られております。ちょっと具体的

に申しますと、４、５、６ページのような地形測量の結果が得られてきておりまして、基本

20ｍメッシュで測量してございますので、かなり詳細な凹凸の状況が見てとれるかと思いま

す。 

 平成29年度につきましては、最後の７ページを見ていただきますと、福岡、佐賀、熊本県
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沖でそれぞれ測量させていただくと。これ、九州農政局によるもの、それから熊本県が県独

自に地先を測量すると。それと、５番の諫早湾ということで、国の環境モニタリング調査、

３年から４年に一回実施しておりますけど、そのモニタリング調査の中で測量を実施させて

いただくというような予定にしているところでございます。 

 以上が１から３の説明でございます。 

 以上です。 

（会長） 

 それでは続きまして、アサリ、タイラギ等対象種毎の取組について、資料４により各県の

皆様方から平成28年度の調査状況及び平成29年度の調査計画案につきまして御説明をお願い

致したいと思います。 

 説明につきましては、１県当たり５分程度で、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の順で続

けて御説明をお願い致します。 

 それでは、福岡県からお願い致します。 

（福岡県） 

 資料４の１ページを御覧ください。福岡県です。 

 まず、アサリ増殖の重点化・事業化についてということで、平成28年度の取組の成果とし

ましては、干潟域に覆砂を実施、それから母貝の確保を目的としまして保護区を３カ所設定、

天然採苗用網袋及び着底基質の設置、高密度発生域の移殖放流実施ということになります。 

 結果ですけれども、平成26年度施工の覆砂漁場におきまして、平成27年秋に稚貝の高密度

の発生を確認しております。その稚貝につきましては、平成27年11月から平成28年６月にか

けまして移殖放流を行うなどして、アサリの資源管理によりまして育成をしております。そ

の結果、平成28年秋の推定資源量は、平成27年春の10倍を超える3,200トン余りの資源量が

推定されております。 

 保護区につきましては、漁獲サイズに達した一部の保護区につきまして漁獲を行いまして、

共販により管理的な漁獲を行っております。 

 それから、平成28年度母貝確保を目的にした天然採苗用網袋を7,200袋設置しております。 

 こういった状況を踏まえまして、平成29年度の取組としまして、まず、産卵用母貝の確保
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ということで、保護区の設定によりまして、保護区内の状況の把握、それから天然採苗の実

施を行います。また、現在発生している稚貝につきましては、漁業者によるアサリの管理を

行います。サイズや密度に応じた移殖放流や漁場の管理を実施致します。３番目、計画的な

アサリの漁獲ということで、この春以降、かなり多くの量が漁獲サイズまで成長する見込み

となっております。これらのアサリの再生産を確保しつつ、共販などによりまして漁獲をし

ていくというような予定をしております。 

 次、２ページお願い致します。 

 タイラギ増殖の重点化・事業化につきましてであります。 

 平成28年度は、産卵用母貝保護、確保のために干潟域に３カ所保護区を設定しております。

これはアサリと同様でございます。 

 それから、斃死対策、産卵母貝の育成を目的にしまして、沖合域で海中育成ネット、これ

は左下の写真にありますけれども、こういった育成ネットにタイラギを入れることで斃死を

抑制して、育成することができることが明らかになっておりますので、この育成試験を継続

して実施しております。 

 成果、結果ですけれども、この海中育成ネットに収容した貝で、７月から８月に育成した

タイラギの成熟、産卵を確認しております。 

 これまでに母貝育成用として4,000個以上のタイラギを移植保護しております。 

 それから、西海区水産研究所から提供していただきました人工稚貝を用いまして、垂下カ

ゴに収容して中間育成を行っております。このうち1,500個につきましては、沖合の覆砂区

に移植しまして、被覆網で食害からの保護を行っているところであります。 

 また、春から夏に被覆網やカゴで保護することによりまして、斃死が抑制されるというこ

とが明らかになりましたので、この春から夏にかけての斃死要因は食害ではなかろうかとい

うことが明らかになっております。 

 こういった成果を踏まえまして、まず産卵母貝の保護・育成場の造成ということで、母貝

集団の造成を行っていきたいと考えております。これは主に海中育成ネットを使いまして、

漁業者の方と一緒になりまして、その拡大を図っていくということを予定しております。 

 それから、稚貝の保護ということで、今、言いました海中育成ネット、あるいは被覆網に

よる稚貝の保護を図っていく、これを予定しております。 

 それから、食害状況調査と致しまして、海底に直植えしたタイラギの連続的な写真を撮り
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まして、食害の原因についての確証を得たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

（会長） 

 佐賀県の方お願い致します。 

（佐賀県） 

 よろしくお願いします。 

 佐賀県の資料が３ページ、４ページ、３ページがアサリの取組、４ページがタイラギの取

組となっております。 

 まず３ページのアサリの取組を御覧下さい。この資料の左側が平成27年及び平成28年の取

組の成果、右側の図がその成果を踏まえた29年度の取組となっております。 

 まず左側の平成27、28年の取組の成果ですけれども、目的のところです。佐賀県の佐賀市

地先、左下の図、実施位置図の赤い点と青い点になりますけれども、こちらが佐賀県有数の

アサリの漁場でありましたが、近年非常に漁獲が少ないという状況が続いていました。そこ

で、これらの漁場の機能回復を目的に２つの取組、ここに①、②と示しています。２つの取

組を実施しております。 

 まずは①として、稚貝を大量に確保するということを目的に補捉器を設置しております。

それから、その捕捉した稚貝、その後の順調な生残、成長を目的として、生残を高める方法

というのを②で行っております。これは被覆網等を設置しまして食害防止というものを行っ

ているというものです。これらの成果ですけれども、①の成果としましては、最高で１袋当

たり1,800個の稚貝を確認しております。得られた稚貝を用いて、その生残を高める取組に

関しては②、その後、大きな減耗もなくて順調に生育するということで、対照区と比べて非

常に高い生残が見られております。 

 このような成果を踏まえて、平成29年度の取組、右側ですけれども、基本的に取組概要と

致しましては、平成27、28年の取組を継続して行うということとしておりますけれども、具

体的な取組内容の方は太良町地先、位置図の青色の点ですけれども、補捉器を新たに1,000

個設置するということと、②引き続き被覆網による食害防止の効果というものを把握するこ

と。 
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 それから、追加で③ですけれども、夏季に非常に減耗等が見られるというものがあります

ので、高頻度に調査を行って、その実態を把握するということを行うこととしております。 

 それから、赤い点の佐賀市地先に関しては、平成28年度から補捉器を設置して取組を行っ

ておりますので、平成29年度に関しては、その後の成長等を確認するということとしており

ます。 

 次に、４ページ目のタイラギに関する取組です。 

 左側の平成27、28年の取組の成果というところを御覧ください。 

 目的と致しましては、タイラギに関して非常に厳しい状況、５年連続休漁となるなど、産

卵する貝も非常に少ないというような厳しい状況が続いております。そこで、タイラギの母

貝を確保するということを目的に、他海域、大分県の海域のタイラギですけれども、これを

移植することを実施しております。平成26年度から取り組んで、今のところ約４万個の母貝

を移植しているという状況です。 

 この成果ですけれども、移植した母貝が非常に高い生残率で残っているというものを確認

しております。７割以上です。これらの母貝は順調に成熟して、その後、抱卵・放精してい

るということも確認しており、産卵母貝としての役割を果たしていると考えております。 

 これらの成果を踏まえた平成29年度の取組概要ですけれども、基本的にはこれまでの取組

を継続して実施するということとしており、具体的には取組内容のところにありますけれど

も、これまでの移植漁場において、新たに１万個の母貝の移植を実施するということで規模

の拡大を図るというようにしております。 

 それから、その後の移植したタイラギの成熟の状況の確認というものは継続して実施しま

す。 

 それから、３番目に浮遊幼生の発生状況を確認するということで、移植した母貝集団、こ

れらの評価ということで、母貝集団から発生した、産卵された浮遊幼生がどのように動いて、

どこに着底してというようなところを、先ほどの４県協調で浮遊幼生調査というものを行い

ますけれども、それと並行してこれらの事業の中でも確認をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

（会長） 

 それでは、次に長崎県お願い致します。 
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（長崎県） 

 長崎県の重点的取組を資料の５ページ、６ページに従って説明をさせていただきます。 

 まず、資料５ページを御覧下さい。こちらがアサリの増養殖に関する重点的な取組の事例

でございます。左半分が平成27、28年の取組の成果でございますが、大きく２つの成果を報

告させていただきます。 

 まず１点目ですが、アサリの稚貝の採苗試験ということで、地盤高を0.5ｍから２ｍの４

区に分けて、それぞれに採苗用の網袋、下の写真がございますが、網袋に砂を入れたもの及

びケアシェルといいまして、貝殻の粉末から作製した粒ですけれども、こういったものを混

ぜ込んだ砂及び何も袋を置かない区をそれぞれ設定しまして、その採苗効率を確認しました

ところ、御覧のとおり、地盤高0.5ｍという最低水面からやや高いぐらいのところが最も採

苗効率が高く、網袋内がその周辺と比べて、およそ60倍の採苗効率があるということが確認

されました。 

 それからもう一点ですが、採苗した網袋のその後の経過を観察しましたところ、網袋内と

いうのは採苗効率が良いだけではなくて、成長も非常に早いということで、周辺に比べて25

0日程度で、商品サイズである30㎜レベルにも達するというようなことが確認されました。 

 これを踏まえまして、右側の平成29年の取組でございますが、まず１点目ですけれども、

引き続き地盤高0.5ｍ、これが非常に効率いいということですが、この近辺に網袋を設置し

まして、採苗適地というのを検討していくというのが１つ。 

 それから、今度は網袋式養殖につきまして、0.5ｍからそれより深いエリア、マイナス２

ｍまでの範囲で、養殖適地の選定というのを取り組んでいこうということで考えております。

調査位置としましては御覧のとおり、諫早湾を挟みます北側の小長井と南側の瑞穂、この２

エリアで取組をしていこうということで考えております。 

 続きまして、６ページのタイラギの取組でございます。 

 左側が平成27、28年の成果でございますけれども、大きく３つのテーマで取り組んでおり

ます。 

 まず１つ目ですが、タイラギの種苗生産技術の開発ということで、本県の水産試験場及び

民間の種苗生産機関におきまして、種苗生産に取り組んでおり、平成27年は両機関合わせて、

およそ１万2,000個の稚貝の生産をするに至っております。 

 ちなみに、平成28年はちょっと調子が悪く、数千個しか生産ができておりませんが、これ
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ぐらいのレベルの生産ができるようになったということです。 

 さらに、これを漁場へ移植試験をしましたところ、８月から12月にかけて移植した訳です

が、その移植時期が早いもの、およそ８から10月に移植したものについては生き残ったとい

うことで、平成27年に移植したものが平成29年の１月には200㎜を超えるまでの成長が確認

されております。 

 続きまして、同じくこの移植放流技術開発ということで、今度は漁業者によります実践的

な移植試験ということに取り組んでおりまして、先ほど御説明した種苗生産した42㎜程度の

種苗、こちらの下の図にあります小長井と瑞穂、両地区でそれぞれ御覧のようなポットに入

れた状態で、何カ所かで移植試験を実施しました。 

 その結果ですが、小長井の方に移植しましたものにつきましては、およそ１年ちょっと、

平成28年12月末には185㎜に成長し、成熟・産卵まで確認されております。 

 一方、瑞穂の方に移植したものにつきましては、波浪の影響が大きくポットごと波で持っ

ていかれたといったような課題も残されております。 

 それから３つ目ですが、種苗増殖技術開発ということで、天然漁場において稚貝の着底を

促進する技術の開発として、海底耕耘しつつの作澪を実施し、これは小長井地域を中心に、

現在、作澪した後の状況調査をしているところでございます。 

 これを踏まえまして、右側の平成29年の取組ですが、基本的に左のこれまでの取組を継続

し、種苗生産技術の開発、それから２番目の放流技術については人工稚貝群落の形成を図る

など、３つ目の増殖技術開発については澪筋を造って底質の改良に取り組むということを検

討しております。 

 以上です。 

（会長） 

 それでは、次に熊本県お願い致します。 

（熊本県） 

 よろしくお願いします。 

 資料は７ページと８ページになります。 

 まず７ページですけれども、アサリ、ハマグリについて資源保護対策の重点化・事業化に
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ついてという取組になります。 

 この取組につきましては、アサリ、ハマグリの資源保護を目的とするという取組になって

おります。 

 まず、資料の左側の上段のアサリの取組になりますけれども、この取組はアサリの母貝を

保護するための取組ということになります。 

 取組の概要につきましては、アサリが高密度に発生している漁場を保護区化します。そこ

に食害生物の駆除、それから底質改良を目的とした耕耘、被覆網の設置を行った後に、モリ

タリング調査を行っていくという内容になります。 

 成果及び結果等についてですけれども、今年の１月に秋季発生群について移植を行ってお

ります。現在、被覆網を被せて母貝集団として保護を行っているところですけれども、その

後の成長、生残状況等は現在調査を続けているところでございます。 

 続きまして、資料の左側、下段のハマグリの取組になります。この取組につきましては、

アサリと違いまして、着底を促進して生産に繋げるという取組になっております。 本県の

ハマグリの生産におきましては、なかなか稚貝は発生するけれども、生産に繋がらないと

いった問題を抱えていることから、この取組を行っております。 

 概要につきましてですが、緑川、地図に示していますけれども、河口域で密度の高い場所

を調べまして、アサリと同様に耕耘、それから被覆網、それから周りを合成支柱で囲みまし

て保護区を設けます。その後、アサリと同様、モニタリング調査を行っていくというもので

す。 

 ハマグリにつきましては、10月に着底状況調査を行っておりまして、周辺に比べまして２

倍程度、１㎡当たり42個という数字になりますけれども、新規の加入を確認しているところ

であります。 

 続きまして、右側の次年度の取組につきましては、アサリでは引き続き追跡調査を行って

いくということと、母貝集団の保護手法の検討を行っていくということになります。 

 続きまして、ハマグリですけれども、ハマグリも同様、着底稚貝の保護管理、それから手

法の検討を行っていくという内容にしております。 

 続きまして、資料の８ページをお願いします。 

 漁場環境改善のための海底耕耘の重点化・事業化についてという取組になります。この取

組につきましては、耕耘器具を開発し、そして、効果的な海底耕耘の方法を検討するという
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ことを内容としております。 

 資料の左側、平成28年度の取組の概要についてですけれども、今年度は昨年度の試験、昨

年度も同様の試験を行っておりまして、比較的効果のあった器具、下に３つ写真を並べてい

る一番左のＡという器具になりますけれども、これは従来から使用している貝桁になります。

 これが非常に昨年度は効果が見られたということで、今年もこれを使っております。その

ほかに２種類作製しておりますけれども、昨年使った上のＣという器具を改良して、下のＤ

とＥという２種類を新たに作製しております。結果につきましては、場所によって効果が見

られたり見られなかったりというような状況がありますけれども、底生生物の個体数の増加

という観点では、従来の貝桁、器具Ａになりますけれども、変化が見られたという結果に

なっております。 

 資料の右側になりますけれども、次年度の取組についてです。 

 今年の取組から、より効果の見られた器具を選定しますけれども、おそらく従来の貝桁を

選定するのではないかと考えておりますけれども、その他、新たに器具２種を作製致しまし

て、同様の試験を行って、さらに効果のある器具の開発、検討を行っていくということにし

ております。 

 以上です。 

（会長） 

 各県の皆様どうもありがとうございました。 

 続きまして、資料５の現地実証等の取組について、水産庁から御説明をお願い致します。 

（水産庁） 

 右上に資料５と書いてございまして、有明海漁業振興技術開発事業の概要という資料がご

ざいます。こちらで説明させていただきたいと思います。 

 資料を開いていただきますと、１ページ目に全体に青いページがございます。有明海漁業

振興技術開発事業でございまして、これは事業内容に書いてございますように、有明海特産

の魚介類の増養殖技術の開発ということで、平成21年度から有明海の４県に対する定額補助

の事業ということで実施しているところでございます。予算総額は４億円ということで、主

に試験研究機関が中心になって行う技術開発に対して支援するというものでございます。 
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 その下に写真がございますが、主な対象魚種と実施県というふうにございますが、21年度

から始まっているということで、当初からやっているもの、あるいは途中から始まったもの

というものがございますが、今年度、平成28年度につきましては、甲殻類としては写真にご

ざいますクルマエビ、ガザミの２種類、それから貝類としましては、タイラギ、アゲマキ、

アサリ、それからハマグリとカキ、この５種類、それから魚類につきましては、写真にござ

いますエツの他に、ホシガレイ、マコガレイ、ヒラメ、トラフグ、オニオコゼという６種を

実施しておりまして、合計13種の増養殖の技術開発を実施しているというものでございます。 

 次の２ページには、実際に放流をしているような位置図等を掲載させていただいておりま

す。 

 ちょっと時間の関係もございますので、若干、主な魚種ということで説明させていただき

ますが、次に３ページを御覧いただきますと、クルマエビがございます。クルマエビ、これ

は平成15年から４県共同で放流事業ということも実施しておりますが、クルマエビ、その次

のガザミもそうですが、どうしても甲殻類ですと脱皮をするということで、ここの図にござ

いますように、なかなか外部標識をつけることが難しいということがございましたので、１

つはＤＮＡの標識技術というものを開発したということでございます。これによって放流効

果の推定が可能になってきたというところでございます。現在の成果としては、今、申し上

げたことの他に、放流サイズが大型のものが良いということと、時期としては早期放流する

ものがいいということが分かってきたところでございます。４県共同で種苗放流もしてござ

いますし、この順位においても熊本県が放流サイズということで放流を実施しているという

ものでございます。 

 続きまして、ガザミでございますが、ガザミも同じようにＤＮＡの標識技術というものを

開発しているものでございます。これまでの成果としましては、真ん中に表がございますが、

主にＣ３と言われる10㎜サイズの種苗、これを放流するのが最も有効ではないかというふう

になってきておりまして、このＤＮＡの標識技術というものを使って、現在、放流に適した

時期ですとか場所、こういったものの検証を進めているということでございます。この他に、

長崎県ではワムシを使わない低コストな生産方法の開発というものに取り組んでいるところ

でございます。 

 続きまして、めくっていただきまして、今度は５ページでございます。ここから貝類がご

ざいます。 
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 冒頭申し上げましたように、各県への補助事業ということでございますので、先ほど４県

から御説明にあったところと重複するところがございますが、タイラギに関しましては長崎

県で人工種苗生産ということに取り組んでいます。特に、最初の着底期の前の浮遊期、ここ

で固まって減耗してしまうという特徴があるものですから、いろんな、実際、生産するに当

たってのかん水装置ですとか、初期餌料というものを開発致しまして、今年度は4,000個程

度ということで、ちょっと少なかったんですが、平成27年度、昨年は１万2,000個というこ

とで、ある程度の生産はできるようになってきているということと、これとは別ではござい

ますが、西海区水産研究の方でも人工種苗生産ということに取り組んでございまして、こち

らの方でも、今年度、24万個ということで、着底稚貝の生産ができるようになって来ており

ますので、技術はでき始めておりますので、その安定化が大事ではないかという状況である

と考えております。 

 それから、この人工種苗で作った稚貝、これを干潟移植するということに関しましても、

移植するのは早い方がいいというような傾向でございますとか、あとは、先ほどございまし

たが、６ページの③、④、こちらの方でございますと、海中育成という点でも、そこから離

した方が生育がいいと、生残がいいというような結果が出てきているところでございます。 

 続きまして、７ページでございます。 

 アゲマキでございます。これは佐賀県が単県で取り組んでいるものでございます。アゲマ

キにつきましては、現在、200万個というのを一つの種苗生産の量の目標ということで実施

しているところでございます。平成26年に122万個ということで、100万個を超える生産がで

きるようになったということでございまして、今年度が２月末時点で187万個という放流が

できておりまして、今年度は目標を達成できるのではないかというふうに考えております。 

 下の成果のところに書いてございますが、こういった種苗を生産する技術というものは大

体移転可能なレベルまで来ているのではないかと見られております。ただ、放流後の生残率、

これに関しましては、被覆網を施すことによって向上するということはわかってきてはおり

ますが、まだばらつきが見られるということですので、この辺をさらに進めていかなければ

ならないというふうに考えております。 

 アゲマキについては、平成28年、今年から採捕禁止ということも全面的にやられていると

いうことで、こういった管理措置と相まって、資源回復というものに期待しているところで

ございます。 
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 それから、８ページにハマグリ、それから、９ページにアサリ、10ページにカキというふ

うにございますが、ちょっと時間の関係もございますので、省略させていただきたいと思い

ます。 

 11ページにエツがございます。ここから魚類ということでございます。魚類に関しては、

単県での取組というものが多いんですが、エツに関しては福岡県、佐賀県、２県で取り組ん

でいらっしゃいます。福岡県では人工種苗生産技術と放流する技術、佐賀県の方で生態特性

ということをやっていただいているところでございます。人工種苗生産の方に関しましては、

特に実際に漁協の種苗生産の現場で、アルテミアを与える際に栄養強化するということで、

それまでは10％だった生残率、これが平成26年度以降は30％以上ということを続けておりま

すので、ある程度生残率の向上、安定化というのが検証されてきているというふうに考えて

おります。 

 12ページにトラフグ、13ページにホシガレイ、14ページにヒラメ、それから、15ページに

オニオコゼ、これは長崎県が取り組んでおりまして、あと、マコガレイを熊本県ということ

で取り組んでいるところでございます。 

 以上、駆け足でございましたが、有明海の漁業振興技術開発事業の実施状況というものに

ついて説明させていただきました。 

 続きまして、16ページ以降を御説明します。 

（水産庁） 

 16ページを御覧ください。 

 各地域の特性に応じた有明海の漁場環境改善実証事業ということでございます。この事業

自体は、国からの委託で行っておりますけれども、将来的に漁業者の方々が漁船や漁具を活

用して、漁場環境改善をできるというような手法を開発しているというものでございます。 

 事業実施期間は平成25年度から平成29年度ということで、平成28年度は４年目でございま

す。平成28年度の事業結果については、１月に各地域の協議会というところで成果を御報告

しているということとともに、今後、実証ニュースというものを関係漁連、漁協、支所の方

に概要が分かるようなものをお届けする予定ということでございます。平成28年度の実施内

容と場所については、16ページの図に示しております。 

 １ページめくって下さい。 
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 ここは福岡県の柳川地先から大牟田地先で行っている技術開発でございますけれども、周

辺の地盤より高い場を作って、そこに覆砂することによって、成貝とか稚貝の保護に役立て

ようとするような技術開発でございます。 

 これまで高地盤の覆砂域においては、泥土の堆積が抑制されるという効果、これは流れが

早くなるのでそういう効果があるんですけれど、それと同時に、逆に母貝も流れてしまうと

いうような問題点もあったので、今年度はそれに被覆網をして、その状況を見たということ

です。それで、被覆網の10㎜角、それと15㎜角で優位に残存個体数が多いということを確認

しております。

 また、泥土の多い漁場において、カグヤ方式を使用した、大きな籠とか、こういうものを

設置して、その生存率を見たという実験もしておりますけれども、大和高田地区、あるいは

大牟田地区でそれぞれ10㎝から30㎝高くして設置すると、80％の母貝が生き残ったという結

果が得られております。 

 また、その高地盤覆砂域に、クラムマットで着生した稚貝、これを持っていって、成長率

なんかも見ているところでございます。 

 18ページを御覧ください。 

 これは、佐賀県鹿島市地先で行っている貧酸素水塊の対策と、あとは、漁場耕耘による堆

積泥除去の技術開発という二本立てで行っております。 

 貧酸素水塊の方は、カキ礁を今、行っている訳ですけれども、その着生材の設置によって、

カキの付着ですとか生物ですね、それが増加する、あるいは流況変化を確認ということを

やっております。 

 また、漁場耕耘の方は、出水時前に耕耘をし、出水時の大潮の時にどのような成果がある

かということを確認しておりまして、実際行ったところ、地盤高が低下することを確認して

いるというものでございます。 

 次のページを御覧ください。 

 これは長崎県の小長井地先で行っているものです。アサリ漁場で漁場耕耘ですとか漁場清

掃等を行って、漁場機能を維持回復するという手法の開発ということです。 

 これまでの蓄積から作業手引きの案というものを作っておりますけれども、それに基づい

て、従来型の耕耘機あるいは小型の耕耘機を使って漁場耕耘を行ったところです。小型の耕

耘機でも、ホトトギスガイ、シルト、粘土分の除去が可能であり、アサリの増加も確認され
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ているところでございます。 

 また、同地区ではアサリの着生や移植に適した方法、場所の検討も行っておりまして、こ

れは釜と長里での比較でございますけれども、アサリの着生は地盤高1.0ｍから1.5ｍで行う

と効果的であるとか、あるいは移植は釜周辺で被服網を用いてやると効果的であるというよ

うな成果が得られております。 

 次のページを御覧ください。 

 これも長崎県の小長井地先で行っているものですけれども、無人小型ヘリコプターという

ことで、いわゆるドローンですけれども、これを使いまして、広範囲に広がるホトトギスガ

イの分布を短時間かつ簡便に把握する調査を開発するということでやっております。 

 これは平成27年度から始めておりまして、昨年は高度20メートル以下での写真判別をやっ

て、それが可能であるということが分かっておりまして、今年度はさらに高い40メートルの

高度から写真撮影、画像解析によって、このホトトギスガイの判読が可能であるということ

がわかっております。 

 次のページをお願いします。 

 これは熊本の荒尾や熊本北部その他の地域で行っておりますけれども、紐状素材とクラム

マットを用いたホトトギスガイの防除ですとか、泥土の堆積抑制というものを開発する技術

でございます。 

 それで、初期稚貝の着生を用いて行った場合、例えば、荒尾の方というのは細粒分の堆積

が多い場所でございまして、荒尾においては振り紐とクラムマット両方付けたやり方が良い

だろうと。例えば、河内、小島の方、これは、波浪の影響はありますけれど、潮流の影響は

少ないというような場所なのですが、こういう場所ではクラムマットのみでも有効であった

ということがわかっております。 

 そして、この現状の使用資材で費用対効果というものを、今年度、分析してみたところで

す。このクラムマット内のアサリを全回収して費用対効果を見たところ、投資分の漁獲とい

うのが70.3％だったということもあって、今後、使用資材のコストダウンに課題があるので

はないかということになっております。 

 次のページをお願いします。 

 これは熊本県の岱明地先の方で、アサリ漁場の近いところに堆積している良質な砂の有効

活用によって、泥土の堆積した底質の改善技術を行うというものでございます。 
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 それで、これまでこの効果というものは徐々に分かってきているのですが、初期稚貝の着

生時期、この時期に合わせて砂を散布することで、より多くの初期稚貝が着生するというこ

とが確認されました。これは６月の上旬と中旬に２回この砂を用いた覆砂を行っているんで

が、例えば、６月の１日でありますと、対照区では㎡当たり976個の初期稚貝において、こ

の覆砂をすることによって、㎡当たり2,189個と、倍以上の着生稚貝を得ることができてお

ります。 

 また、ここではその後、着生稚貝が流れるというような、まだ、問題点がありますので、

被覆網を使って流出抑制の取組を実施しているところでございます。 

 次、お願いします。 

 熊本県の横島地先です。ここでは礫を散布するということの効果を見ております。 

 礫というのは、５から13㎜ぐらいの大きさのものでございますけれども、これを撒くこと

によって、何もしないところの場所よりも、濁りの改善とともに、底質中のクロロフィルａ

量が夏期に多かったということで、このクロロフィルａ量ということで、アサリの餌料等の

寄与に役立っているのではないかということが確認されております。 

 また、エイの食害抑制の効果もあるのではないかということで、一応、それもやっている

ところですが、現地の海域では、ナルトビエイの食痕というのは未確認だったということ。

また、これについては、室内実験等もやっているところですが、室内実験の方では、この礫

の効果というのは余り見られないのではないかというような結果も得られております。 

 次に、熊本県大浜・住吉地先での取組でございます。 

 ここには、成貝までは着生しないのですが、高密度で着生する場所がありまして、あるい

は集積するというんですかね、そういう場所がありまして、そのアサリを回収して移植・放

流すると。それによって漁獲まで結びつけるような技術開発をするということを行っており

ます。 

 場所によって、アサリの初期稚貝、稚貝、成貝の着生というのは全く異なっております。

高密度で着生する場所というのは、地形と流れが関係しているのではないかということ 

がこの場所では分かっております。 

 そして、放流適地の条件としては、大浜地区では地盤高によって、また、住吉地区では、

この澪筋を挟んだ陸側と沖側で成長に差がありますので、そういうことを検討していく必要

があろうと。そして、実際、アサリの移植放流試験をこの場所でやった結果、住吉地区の方
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なんですけれども、この左側の下の方に住吉地区の図があるんですが、高密度着生期からS

ｔ.４とSｔ.６というところに持っていっております。それで、５月から８月の時点で高密

度の着生期での成長というのは30㎡で1.2㎏でしたけれども、Sｔ.４のところに持っていっ

たものは、30㎡当たり13.0㎏というような、非常に効果が表れております。逆にSｔ.６とい

うところは、ここには書いていないのですが、数字で言うと30㎡当たり0.1kgという非常に

悪い成果になるということで、移植する場所というのが非常に重要ではないかということに

なります。 

 最後のページでございますけれども、平成29年度、最終年度でございますので、これまで

の事業成果を踏まえて手引き書等を作成していこうということでございます。内容について

は、地区協議会ですとか、評価委員会の助言を踏まえて実施していきたいと思っております。 

 以上です。 

（水産庁） 

 続きまして、27ページをお開きいただきたいと思います。 

 沖合タイラギ漁場における覆砂の効果実証等について御説明を差し上げます。 

 本事業は福岡県大牟田沖に造成してございます凹凸覆砂畝型工において、タイラギの着底

状況の確認、それから、標本船調査、タイラギの斃死原因の究明等を行っているところでご

ざいます。 

 １点目の覆砂区のタイラギの着底状況でございますけれども、結果と致しましては、平成

21年と22年にかけて造成致しました覆砂区において、新規着底が多く確認をされたというこ

とになっておりまして、それが27ページ下の表の青い点線部分でございます。 

 残念ながら、秋以降、生残が悪化してしまいましたけれども、タイラギの着底という観点

から覆砂の有効性は認められているというふうに考えておりますけれども、この生残の悪化

については、その要因の解明につきまして、引き続き詳細な観察が必要であるというふうに

考えております。 

 続いて28ページをめくっていただきたいと思います。 

 標本船調査の実施をしてございます。これは覆砂によってタイラギ以外の漁業への効果を

把握することを目的として実施してございます。 

 具体的には、漁業者の方々に操業場所や漁獲量の日誌を付けていただく調査を実施してお
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ります。 

 結果と致しましては、図の４、グラフが少し見づらいのですが、イイダコ、コチ類などの

漁業に効率性が上がっているといいますか、漁業に何らかの効果をもたらしているというこ

とが示唆されてございます。これらの結果をもとに、この効果の持続性だとか、そういった

ものも含めまして、総合的な評価に向けて引き続き取り組むこととしております。 

 続きまして、28ページ下段でございます。 

 覆砂に着底したタイラギについて、その斃死の原因が餌不足による体力低下が原因である

というような仮説のもと、タイラギの生理的状態を示すのに有用な指標となるグリコーゲン

量、それから、餌の質や量に着目して調査を実施してございます。 

 平成27年度に着底したタイラギの生殖腺体指数、それから、グリコーゲン量、個体数、そ

れが次のページにグラフ化してございますけれども、平成27年度に発生し着底した級群につ

きましては、グリコーゲン量が低い状態で生殖腺を発達させたため、体力不足により５月か

ら７月に多く斃死してしまったという、そういった可能性が示唆されているところでござい

ます。 

 これにつきましても、１年の調査ではなかなかはっきりしたことは申し上げられませんの

で、引き続き生息環境、それから、餌料環境が生存に与える影響等につきまして、調査検討

をしてまいると。そういったものについての把握に取り組んでいくということにしてござい

ます。 

 以上でございます。 

（会長） 

 続きまして、その他の取組と致しまして、国営干拓環境対策調査及び４県協調の取組の

データベース化につきまして、九州農政局から御説明をお願い致します。 

（九州農政局） 

 それでは、資料６に基づきまして説明させていただきます。 

 国営干拓環境対策調査でございますけれども、まず１ページ目を見ていただきまして、ま

ず貧酸素現象調査でございます。 

 昨年度までの取りまとめの仕方ですと、今年の観測結果はこうでしたというようなことを
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御説明させていただいたと思うのですが、本年度は、これまでの、もう十数年やっておりま

す。そういった調査結果を活かしまして、これまでの調査から何が言えるのかといったこと、

それから、どういうふうにそれを活かしているのかといったことを中心に取りまとめている

ところでございます。 

 貧酸素現象調査でございますけれども、１ページにありますように、西海区水産研究所の

観測部位、それから、諫早湾内の私どもの観測等でこういったデータを連続的に測っている

訳でございますけれども、こうして連続的に測ることによりまして、２ページにあるような

酸素飽和度というのは、小潮期の潮流速の低下とか、降雨後の河川流量の増大による塩分躍

層とか、晴天が続く時ときの水温躍層の形成と、こういったことで貧酸素水塊が発生してき

ているというのが徐々に分かってきている訳でございます。 

 こういった長年のデータの蓄積というのを重ねてまいりますと、例えば次の３ページ目を

見ていただきますと、これも過去何回か発表させていただいたのかもしれませんが、貧酸素、

この青で示したところが貧酸素、右下の図ですけれども、こういったものがそれぞれ諫早湾

の真ん中あたりと、それから湾奥の方で同時に発生して、それが広がっていっているという

状況が分かってきたといったことでございます。 

 そのほかに、今年度は更にということで、４ページに示してございます調査結果の活用方

法でございます。貧酸素水塊の発生のメカニズムというのが徐々に分かってきたということ

もございます。こういった水質のデータに加えまして、さらに天気予報ですとか、予報潮位

ですとか、そういった情報を加えますと、ある程度の予報ができるといったようなことでご

ざいますので、これは既に行われている取組でございますが、４ページの下側の左側で、字

が小さいのですが、西海区水産研究所の方で、その小さい文字で書いてありますけれども、

「今後、溶存酸素飽和濃度が低い状態が続くことが予想されます。」といったような予報を

配信しておりまして、漁業関係者の皆様へ注意情報として配信しているといった利用がなさ

れております。こうしたものも観測データの結果によるといったことでございます。 

 ５ページには本年度の調査計画ですが、引き続き観測を行っていくということです。 

 赤潮調査でございます。６ページに書いてございますように、赤潮調査についても定期的

な水質調査ですとか、それから、先ほどの自動昇降装置という櫓のデータですとか、それか

ら、赤潮発生時には農政局と長崎県と連携して発生状況の調査を行っていると。その他にも

衛星データの画像解析を行っていますということが書いてございます。こういったものの
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データを活かしてということで、７ページを見ていただきますと、海況調査ということで、

降雨に伴う栄養塩の流入とか晴天の継続に伴う高水温により、赤潮の状態というのが見られ

たということで、こういうようなデータの整理を行っているということでございまして、こ

ういった観測結果につきましても、最終的には右側の８ページの下の方に書いてありますけ

れども、九州の赤潮、海域の赤潮と、こういったようなデータに最終的には年々歳々、取り

まとめられていくといったような状況です。 

 今年のトピックスということでございますけれども、９ページの方をちょっと御覧いただ

ければと思います。 

 ９ページの下側にありますけれども、シャトネラの赤潮につきまして、こういった観測櫓

の結果を分析致しますと、一番下の図にありますように、赤い線、これがシャトネラ赤潮の

最大濃度、クロロフィル濃度が一番高いところがどこかというのを結んでいったものです。

そうすると、赤潮が発生して、最後、終息する前になると、これが浮いたり沈んだりという

のを繰り返しながら、最後、下に着底すると赤潮が終わるというパターンが連続観測の結果

から見えてきたということですので、こういう状態が発生すると、あと何日間かで赤潮が終

わるという、そういう終息の予測を立てられるのではないかと、予報が出せるのではないか

といったようなことが見えてきたということを土木学会の論文集にも発表したところでござ

います。こういったことも連続観測の結果から得られた成果の一つではないかということで

ございます。 

 ですので、10ページにありますように、引き続き、連続観測等を平成29年度も続けていき

ますということです。 

 それから次、11ページ、底質環境調査でございます。この調査結果につきましても、例年

行っている訳でございますけれども、例年、12ページに掲げてございますような、こういっ

た図を補足する形で取りまとめている訳ですけれども、今年は少し違った観点から分析する

ということで、ちょっと13ページを見ていただければと思います。 

 13ページ、そうした底質攪拌を行って攪拌直後と、それから３カ月後にデータをとってい

る訳ですけれども、その中の強熱減量の指標を見てみますと、攪拌直後では全体の57％に強

熱減量の減少が見られていると。ところが、今度は３カ月すると、さらに70.3％で攪拌効果

があったという結果が出てございまして、要は有機物の分解というのが、時間を追うごとに

増えていくといったことが分かってきました。データを構築すると、こういうことが分かり
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ますということです。 

 それから、14ページでは、硫化物についても同様の分析をしている訳ですけれども、攪拌

効果、硫化物の減少率というのをみますと、攪拌直後では全体の55％で攪拌効果が見られる、

攪拌３カ月後もその硫化物濃度、これが増える訳ではなく、やはり３カ月経っても、55％で

攪拌効果が見られているということから、長期間にわたって嫌気化が抑えられているといっ

たことが言えるのかなということが分かりました。 

 それから、15ページの分析結果ですけれども、これはどういう底質のところで効果が高い

んだろうというのを見たものでございまして、上側の表を見ていただきますと、赤く塗った

ところで大きな数字が上がってございます。砂質よりも泥質の方が強熱減量の減少効果が高

いといったようなことも分かってきたということでございます。 

 それから16ページでございますけれども、これも何回か出しているような図でございます

けれども、これの見方を少し今年度は変えているところでございます。 

 平成24年というのは九州北部豪雨があって特別な年ですけれども、25、26、27、28年とい

うのをちょっと見ていただきますと、これを見ると、河川流量の多い８月、９月に、ここに

浮泥がたまる傾向があって、11月ぐらいになると薄くなる傾向があるようだと。そういうよ

うな年周期が、ある程度あるのではないかと。特別な24年度みたいな大きな豪雨があると、

ここは長く浮泥が厚く堆積している期間というのがあるのかなというような、そういった変

動を繰り返しているのではないかというようなことが分かってきましたということでござい

ます。 

 こういったものをどういうのに活かしていくかということですけれども、17ページにござ

いますように、今、強熱減量とか硫化物について御説明したところですが、やはりそれを底

生生物との関係をもっと把握していかないと、最終的なところに結びついていかないので、

もう少し底生生物についてもしっかり把握していく必要があるというような話ですとか、今、

申し上げたようなことが、例えば、タイラギの母貝団地を造るに当たって、こういうところ

では生息適地だというのを指標からゾーニングしていくと、ある程度、どこに母貝団地を

造っていけばいいのかというようなゾーニングができていくのではないのかと。これは活用

結果が出ましたというよりは、こういう方法で検討したいといったようなことが書いてある

ところでございます。このため、引き続き底質攪拌調査についてもやっていきたいというこ

とです。 
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 それから、19ページがナルトビエイの調査でございます。今までのものを総括しているも

のでございまして、これまでナルトビエイに関してどんな調査をしてきたのかというのを、

とりあえず丸印で書いています。分布調査以外にも、例えば、利用の調査ですとか、冬場ど

こにいるのかとか、そういったのも検討した年がございましたといったことが書いてござい

ます。 

 今年の成果についてなんですが、20ページにございますように、今年は福岡県が４月から

駆除に取り組んでいただきまして、４月から６月までが多く採捕されていると。他の県につ

いては、大体、同様な傾向であるといったことが得られてございます。 

 21、22ページ、これは先生方にもいろいろ御検討いただきながら、どういうような生態生

なのかというのが書いてあるところで、ここは過年度にもいろいろ報告をさせていただいた

ところでございます。餌につきましても、22ページに書いてあるように、幼魚は小型の二枚

貝とか巻き貝を食べていますが、ある程度大きくなると、アサリ、サルボウ、タイラギなど

の有用二枚貝を食べているのかなというような結果が分かってきています。 

 23ページです。これが例年出ているものでございまして、前は推定来遊量ということで、

昔は4万個体前後ぐらいのナルトビエイが来ていたけれども、駆除の成果もあって、最近は2

万個体前後ぐらいで推移しているのかなということです。

 それから、23ページの下の図が有明海・八代海総合評価委員会にもよく出ていた表でござ

いまして、漁獲量の60％ぐらい食べられているのではないかというようなこともあった訳で

ございますけれども、これは委員会の委員の先生方からは、あくまでもそれは最大値だと。

全てこの有用二枚貝で、それを食べ尽くしたとすれば、これぐらいになるんだけれど、実際

にはここまでは食べていないのではないかというような御意見なんかも出たところでござい

ます。 

 あと、今年シミュレーションも少しやっておりまして、24ページですけれども、どんなと

ころで何時獲れば駆除の効率が上がるのだろうかということです。24ページの下のグラフを

見ていただいて、一番効率がいいのは赤だというのが分かる訳ですけれども、やはり産卵期

の前に、湾全体で獲るよりは湾奥に集中させた方が減る割合が大きいのだというようなこと

がシミュレーションとして分かってきたということでございます。 

 平成29年度の調査でございますが、25ページにございます。例年の生息分布調査もやって

いく訳ですけれども、今年度は４月から11月まで毎月、日を決めまして、定点調査を導入し
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ようと。獲れていないだけなのか、いないのかというのがよく分からないものですから、毎

月こういう定点で獲ってみて、いるのかいないのかをチェックしていこうという調査を導入

しようということにしているところでございます。 

 以上が資料６でございます。 

 続いて、資料７、データベース化についてでございます。 

 データベース化については、昨年度からも説明致しましたように、これまでの４県協調の

成果というのは膨大なものがございますので、それをやはり地図上に載せていくと。一覧性

と一目で把握できる全体像が把握できるようになるのではないかと。それから、各県どこで

どういう事業を取り組んでいけば良いのかというものの助けになるだろうということで、

データベース化をしていったらどうだろうかといったことで始めているものでございます。 

 本年度は、担当者間で１回ウェブ上にサイトを設けまして、そこにデータを入れてみて、

実際見てみようといったこともやっているところでございますけれども、まだまだちょっと

公開するには決めていない事項も結構多くございますので、今後、誰がどんなデータまでア

クセスできるのかとか、どういうデータを具体的に載せていくのかというのを県の皆様方と

検討しながら、その後の管理の仕方も含めて来年度にかけて検討していきたいというふうに

考えているところでございまして、実際の活用例ということでございますが、７ページあた

りをちょっと見ていただきますと、イメージとしてはこのような図がインターネット上に載

るということでございまして、片や浮遊幼生調査の結果などを８ページにあるようなものを

載せてみるということになりますと、９ページにあるように母貝団地の造成事業というのを、

ここでいくと福岡県の地先で行うと、その効果というのは当該県だけではなく、向かい側の

県にも及ぶものなのだから、そういうところまでも効果としてカウントして良いのではない

かとか、逆に今度は他県の事業が分かると。それを見ながら、事業の計画の立案に調整がお

のずと図られていくのではないかといったような効果があるといったことを、ここに掲げて

いるところでございます。 

 説明としては以上でございます。 

（会長） 

 次に、議事(4)の平成29年度予算概算決定について、農村振興局から御説明お願いします。 
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（農村振興局） 

 資料８でございます。平成29年度の予算の概算決定につきましては、既に御承知のことと

思いますが、資料８の表にございますとおり、平成29年度につきましては、28年度と同額と

いうことで、トータル17億9,500万円ということになっております。 

 参考に関連対策と致しまして、水産庁所管の水産基盤整備事業がございますが、こちらの

方が、若干、28年度よりは３億円程度減っているという状況でございますけれども、こう

いった形で29年度はやっていきたいと思っております。もう既に衆議院を通過致しておりま

すので、３月の末には予算は通るということになっておりますので、来年度に向けてしっか

りと予算の執行に努めてまいりたいと、このように考えているところでございます。 

 以上でございます。 

（会長） 

 説明ありがとうございました。 

 それでは、ここで一旦休憩を入れたいと思います。現在15時過ぎてございますので、10分

程度休憩し、15時12分から議事を再開したいと思います。よろしくお願い致します。 

＜ 休 憩 ＞ 

（会長代理（九州農政局次長）） 

 全員御着席でございましょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事を再開させていただきます。 

 大変恐縮ですが、これからの議事につきましては、私、九州農政局の次長の方で会長代理

ということで進めさせていただきます。よろしくお願い致します。 

 先ほどまで本日説明を予定しております議事の説明は一通り終了したところでございます

ので、議事(5)意見交換に入りたいと存じます。 

 これまでの説明を通しまして、包括的に御意見をいただければというふうに思っておりま

す。どうかよろしくお願い致します。 

 まず、冒頭、特によろしいでしょうか。では大変恐縮でございますが、順次、御意見を

賜って参りたいと思いますが、再々、大変恐縮でございますが、よろしいでしょうか。お願
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い致します。 

（委員） 

 今日はお話ししないように考えていたのですが、御指名されましたので、長年の御礼も兼

ねてと思うのですが、今日も福岡県の方から説明がありましたように、平成27年度に発生し

たアサリが次々に増殖しております。そういうことから、今年のノリの養殖結果がどういう

関係があるのかは我々にも分からない部分もあるのですが、通常ならば、色々な年の要件、

自然条件もある中で、プランクトンが大体１種類、スケレトネマという種類だったんですが、

最初から最後までこれが主流の状況、プランクトンの状況がある。これによって、ノリの品

質の低下があった訳であります。 

 そういうことの中で、本来であれば、もう透明のようになるような色落ちの状態だったの

ですが、何とかそれを維持するとともに、平均の単価が２円近く例年よりも高くなり、ノリ

の生産量としては昨年を超すぐらいの生産量を維持するような状態です。そういうことから、

まだ今のところ何がそうなったのか分からないのですが。 

 それともう一つは、御存じのように温暖化の影響でしょうか、降雨量が沢山あって、筑後

川からの水量も平年の倍近くなったと思います。主流であります矢部川もその如くでありま

した。そういうふうな環境の要件もそうですが、やはりアサリとプランクトンとノリという

ような、前からそういう関係は確かにあるとは思っていたのですが、やはり二枚貝の増殖に

よって、幾らかプランクトンを食べていたのではないだろうかと、抑制されていたのではな

いだろうかということも考えられるのではと思う訳です。そういうふうな、全く今までに無

いような状況の中で今年度のノリ養殖が推移した。それともう一つ、アサリが次々に、おか

げさまで覆砂の影響、また、母貝団地の保護によって、毎回、春と秋に必ず発生していると。

放流を早くやらないといけないというような、うれしい状況であります。確かにだんだん分

布は広がっていると思います。そういうふうなところで、漁業環境としては例年に比べては

相当良くなったのではないだろうかと。 

 ただ一つ、先ほども話がありましたタイラギですね、タイラギが本当に期待していたとこ

ろですが、間際になっていなくなってしまったというような状況の中で、さっきも話があり

ましたように、私もやはり餌が無いから体力も無いのではないかというふうなことも考えら

れるのではないだろうかと、先だっての自民党のＰＴの中でも申し上げました。 
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 そういうことに対してですね、今後は是非、解明を図っていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

（会長代理） 

 どうもありがとうございます。二枚貝によるプランクトンの抑制効果、それからのタイラ

ギの餌不足の問題についてのさらなる解明についての御要請というふうにお伺いしたいと存

じます。 

 よろしくお願い致します。 

（委員） 

 それでは、私の方から。一応、今日の会議の内容、それから前回、一応、幹事会あたりで

相当議論されたのだろうと思います。そういった意味で１点だけ、ちょっと資料の中を踏ま

えて、先程、タイラギがという風なことも別委員の方からありましたけれども、実は我々は

食害、いわゆるナルトビエイの食害が非常に大きいのではなかろうかというのが盛んに言わ

れますけれども、これは現場に行っている漁業者の方達に色々と聞きますと、ちょうど今の

時期から、春先から５月位まで、クロダイ、それからマダイの、ちょうど来遊時期になって

大量に有明海の湾奥で産卵のために来ます。そういった中、やはり、刺し網漁業者が、獲れ

たマダイ、クロダイ等を生け簀の中に入れておくと、生け簀の底が、このタイラギの稚貝の

殻でいっぱいになる。いっぱいとは大袈裟ですが、結構吐き出すと。大体クロダイそのもの

は結構、いわゆるカラスガイとか、そういったものを以前から食べていたのは、私も漁業者

として分かりますけれども、そういうことを聞きますと、ちょっと最近いろんな新聞紙上、

またニュース等でアサリがいなくなったというようなことで、県の名前はちょっと忘れまし

たけれども、「犯人はクロダイだった」というような報道もされていましたので、ナルトビ

エイばかり追っかけていても、やっぱりそういった魚類による食害も非常にあるのではない

かと。 

 特に、タイラギの小さい貝は柔らかいものですから、そういったことで捕食されやすい。

そして、沖合がそういった形でなくなるということになれば、そういった影響も一つの原因

としてあるのではないかということをちょっと感じましたので、この場で報告をさせていた

だきますけれども、やはりいろんな角度から見えてくる部分がありますので、そういったと
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ころも含めて、先ほど別委員が言われるように、せっかく去年のある程度の稚貝が立ってい

たのが、今年は生産できるのではないかという時点で、12月の少し前に調査したところ、ゼ

ロになっていたというような報告がありましたので、そういったことを漁業者の方からも

ちょっと聞きますので、そういったことも含めて調査とか何かできればいいかなと思います。 

 以上です。 

（会長代理） 

 今、委員からタイラギの餌不足の問題でありますとか、タイラギの食害としてクロダイ、

マダイ等の食害というふうなコメントが出されましたけど、水産庁の方から何かこの関係で

コメントは特にございますか。 

（委員） 

 全部食べている訳ではないのでしょうが、内容物を見ればちゃんとそういったことが入っ

ているということは確実なようですので。 

（委員） 

 チヌではないか。 

（委員） 

 チヌですね。チヌとマダイですね。 

（委員） 

 魚が増えているのは事実だろう。 

（会長代理） 

 あと九州農政局の方の関係では何か少し、来年度に向けて何か検討するべき今の話の中で

ございますか。 
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（九州農政局） 

 タイの食害ということでは、やはり昨年度、島原半島の漁業者の方にもいろいろ意見を御

伺いしていたところですけれども、やはり同じようにタイの食害というのがあるのではない

かというようなお話もお伺いしました。今すぐ来年度の調査の中でこれができるというのは

申し上げられない訳ですけれども、今後のメニュー作りに各県と一緒に作っていきたいと思

います。 

（会長代理） 

 引き続き検討をさせていただくということでどうかよろしくお願い致します。 

（委員） 

 ５月ごろのサクラダイのころになると、結構、タイは獲れるんですよね。そういった、や

はり多いときは五、六十匹とれたとかなんとか話を聞きますので、結構、生け簀の下の方に、

よく見たらタイラギの小さい殻が多いと。 

（委員） 

 なら沖合が・・・・。 

（委員） 

 沖合でしょうね。 

（委員） 

 タイも増えているのではないか。この頃。 

（委員） 

 増えていますよ。 

（委員） 

 増えているのだろう。 
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（委員） 

 はい。 

（委員） 

 やっぱりアサリの影響だろうと私も思う。アサリがやっぱり発生しているから、魚が増え

ているんですよ、確かに。 

（会長代理） 

 いい方向に向かえば良いのですが。 

 よろしいですか。では、よろしくお願い致します。 

（委員） 

 ちょっと２点ほど。今、福岡、佐賀あたりが言われた中で、アサリも福岡も相当立つよう

になったということで、熊本の方も覆砂した部分が結構アサリが獲れ始めて、うちの漁協も

今度の潮から荒尾地区と熊本北部の方、福岡県寄りの方が、また、今年度でやり始めた、今

からやり始めたという状況の中で、覆砂をやればアサリの稚貝は着生するというのは、今の

有明海の状態では効果的なことは、覆砂が一番ではないかという中で、しかし、もう何年か、

３年ぐらい採貝ができるような状態の中で、採貝を少しでもやらなければ、ヘドロが被って

しまいます。そういうときは、アサリができるので、中々耕耘もできないというような状況

の中で、そういう対策の中で、フルボ酸鉄というか、うちの漁協でちょっと試験をして、ヘ

ドロの除去ということで、漁場にも、今年度からちょっとアサリの漁場にそういう事態がで

きないようにやってみようかなというところで、予算的に、多面的、水産庁の予算、そちら

の方でも各浜で試験をやっていただいて、本当に効果が出ればというところで考えておりま

す。 

 それと、今日は委員の方が来ておられるという中で、先ほど稚魚云々の放流等をする中で、

この４県の試みというか、ガザミの採取あたりは熊本と長崎県ではいろいろ期間が違うんで

すよね。熊本の場合は、一応タモすくいが、ちょうど雌のガザミが卵を、甲羅を持ったとき

に浮いて、タモすくいということを１匹狙いで何十万尾も稚魚を出すということで、ですか

ら、そこのところを調整ができれば、同じ有明海の器の中で、そういう漁期あたりを調整が
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できないかなと。うちの熊本県の調整委員会の方にはその旨で話を進めたいと思っていると

ころですが、そういうところの資源管理といいますか、そういったところを、是非、考えて

いただきたいとは思っております。 

 それと、ネットのケアシェルとかは、そのまま放置しておいても稚貝の着生がしっかりで

きているのは、もう各県、おそらく実証済みであろうと。だから、ケアシェルあたりはこの

部分的に置いた中で、そこの場所には、そこにしか稚貝が着生できない訳です。その近辺に

稚貝の着生が本当はできないといけないのに、ネットの中では育つのは何故かなというとこ

ろが疑問に思っている訳です。そしてまた、ケアシェルの中から自然の場所に撒くんですよ

ね。それがだから、しかし、中々、着生というか、それが、母貝までに育たないんですよね。

何度も、もう毎年そういう実験はやっているんですよ。だから、場所的にそこにケアシェル

の中では育つんですけど、そこの場所に稚貝を選別してケアシェルの中から稚貝をとって、

そこに耕耘して撒く訳ですけど、何故だろうかと疑問に常々、ずっと毎年、いろんな場所に

しても育ちきれない訳ですよね。 

 それと、うちがちょっと県の方で一応人工稚貝というような形で、今、試験をしているん

ですよ。それも陸（おか）で１㎝サイズぐらいに育てたアサリを地（じ）の方に撒くような

形を、それが母貝を獲るような試みの中で、母貝がいないことには稚貝もできないという今

調査をしている中で、それも同じなんですよね。 

 だから、人工稚貝であれば陸で育ったから、その地に馴染まないのかなというところもあ

るんですけど、そういうところを研究機関あたりがしっかり調べていただければ、私や県の

方など、調査班はいろいろと頑張ってやっていますけれど、まだ形としてできないもので、

それが実現できれば、人工稚貝をその場所に持って行って、稚貝獲り等ができるのではない

かなというところで、研究班の方でできれば、是非やっていただきたいと思います。 

 以上です。 

（会長代理） 

 どうもありがとうございました。 

 まず、水産庁の方の多面的機能の予算の御要望がございましたら、また、水産庁で御検討

いただきたいと思います。 

 それから、ガザミの漁獲時期等の御調整の話が出ておりましたので、これは県の方ですか
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ね、いろいろ御検討いただくのは。水産ですか。では、九州漁業調整事務所の方で、また、

いろいろ御検討お願いします。 

（委員） 

 ガザミの最後あたりはもう、長崎はほとんど年中ですよね。うちの場合は、もう５月15日

から10月15日までと期間を決めているんですね。だから、資源管理のために何かそういう調

整ができれば、４県で話し合いをするというような形で、いろんなところで、４県合同の調

整委員会で、そういう提案をしてということで進めればいいですかね。 

（委員） 

 ガザミについては、九州漁業調整事務所が事務局をしております広域漁業調整委員会の九

州西部会の方で、ガザミについての資源管理についての関係県の集まりというのを年に数回

会議を開いたりしております。 

 各関係県ですとか、一部漁業者の方にも入って頂いたりしながら、そういう検討をしてい

まして、今、公的な規制として行っているのは６月１日から６月15日までは遊漁者の人も含

めて獲らないで下さいというお願いをして行っています。 

 これ以上の取組をすべきだという声もあるのはよく知っておりますので、関係する漁業者

だとか都道府県なんかとも相談しながら、追加で何ができるのか、やる必要があるのかどう

か等も含めて議論させていただければというふうに思っていますので、今日はそういうお話

があったということを、うちの資源管理の担当に伝えて、どういう意向が現場に本当にある

のかというのを、もう一回確認をさせていただいた上で、次回の集まりなんかでそういう議

論ができればというふうに思っています。 

（委員） 

 よろしくお願いします。 

 その産卵する雌蟹を救えば、もう、この放流をしなくても良い位の量はおそらくできるの

ではないかという感じがあるので、15日を１カ月とか、そういうふうに調整ができれば、是

非、お願いしたいと思います。 
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（水産庁） 

 委員の方からあと２つほどヘドロの除去の取組と、それから、ケアシェル、着底しないの

は何故なのかというふうな原因を究明して欲しいというような御要望がございました。 

 漁業者の皆様が漁場改善のために取り組むことについて、水産庁としても応援ができるよ

うに御要望については持ち帰って、また御相談しながらやっていきたいと思います。 

 それから、ケアシェルの関係につきましては、西海区水産研究所の方とも相談しますけれ

ども、来年以降、これも一つの課題ということで、原因究明できるように取り組んでいきた

いと思います。 

（委員） 

 よろしくお願いしときます。 

（会長代理） 

 よろしゅうございましょうか。皆様の方から何か御発言ありますか。 

（委員） 

 幾つかちょっとお願いと質問とありますけれども、１つは、今回、二枚貝の浮遊幼生着底

の調査ということで、海域全体を通して４県でこれだけの規模で一斉にやるというのは、な

かなか、よその県を見ても、地域を見てもないんですけれども、今、やり始めたばっかりだ

ということで、是非、この調査をしばらく、ある程度継続していただいて、データを蓄積し

ていただきたいという一つ要望がございます。 

 それと、今回のアサリの浮遊幼生の数をグラフで出してある訳ですけれども、３㎥当たり

でやっぱり千のオーダーということになりますと、思った以上にやっぱり少ないなと。安定

的にアサリの漁場を形成していくためには、おそらく浮遊幼生でいけば、10万ぐらいのオー

ダーでないと、着底して、おそらく99．何％ぐらいは、みんな途中で波浪により散るとか、

あと捕食、結構稚貝はカレイの子供とか、それからカニあたりがどんどん食べますので、大

きくなる前に先ほど１㎝の種苗を放流してもなかなか残らないと。おそらく１㎝ぐらいの貝

だと、放流する一番最小限のサイズだというふうには思うのですが、カニとか簡単に割って

食べますし、先程、言われましたクロダイあたりも相当歯が鋭いので、カキとかフジツボと



- 37 - 

かもガリガリ噛み砕きますから、おそらくアサリは漁場として、㎡当たりに数百個とか1,00

0個とか残るためには、相当なオーダーの浮遊幼生がやっぱり要るのではないかというふう

に思っております。 

 ですから、この辺はしばらく継続して、この辺の成り行き、今、母貝が少しずつ残されて

おりますので、これがやはり上がってくれば、母貝の効果がある程度見えてくるという一つ

の指標になるかと思いますので、是非、この調査は続けていただきたいというのが１つ。 

 それと、もう一つちょっと不思議だったのは、サルボウの方が、浮遊幼生はアサリよりも

はるかに大きい数が出ているのに、着底が全くなかったというのが、これは何か不思議な気

がして、その辺も引き続き突き詰めていただきたいと。というのは、サルボウはアサリの裏

作みたいなもので、アサリが大量にいるときには、皆さんアサリを獲りに行って、サルボウ

を獲らないことで、ある程度、資源が維持される。ちょっとアサリの資源が落ちてきたら、

今度はサルボウを獲るという、裏作と表作みたいな関係があるので、このサルボウがひとつ

いることは、アサリの１つの保険みたいな、採貝漁業の保険にもなりますので、この着底が

全くなかったというところ辺を少し突き詰めていただきたいなというのがございます。 

 以上でございます。 

（会長代理） 

 どうもありがとうございます。では、九州農政局。 

（九州農政局） 

 先程、アサリについて、かなりの量がという発言をしてしまったので、それなのかなと思

いますけど、シミュレーションをするにはこのぐらいの量でシミュレーションが可能だとい

う意味で申し上げたところでございます。確かに、資源量に関しては、まだまだこれからと

いうことでございますので、今後、この調査が３カ年というのは決まっている訳ですけれど

も、その後、どうなるのかということについては、また、引き続き検討ということになるの

かなというふうに思います。 

 また、サルボウについては、全く確かに原因がよく分かりませんので、一応、来年度の調

査の仕様は委員会の中では、ワーキングの中では決めましたけれども、ちょっと見直せる点

があるのであれば、まだ、実施までには時間があるので、何か工夫できることがないか、
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ちょっと検討してみたいというふうに思います。 

 以上です。 

（会長代理） 

 他にございますか。 

（委員） 

 二枚貝の浮遊幼生の調査の件、御話がありましたけど、いろんなことが分かってきていて、

そして、それぞれ供給し合っているというお話がありましたので、是非、年変動のない安定

的な供給ということを考えたとき、やはりその、４県連携して効果的な母貝場の造成という

のが必要になってくるだろうと思いますので、是非、この調査結果をそういった取組に結び

つけていただきたいというふうに思います。 

 それと、先ほど海底耕耘の強熱減量とか硫化物量の関係の話がありました。 

 私、この会議で毎年言っているんですけど、熊本県の場合は浮き流し漁場の下にかなり泥

が溜まっていて、硫化物量の多い底質であるということですので、是非、こういう調査結果、

それから実証試験の結果を活用して、泥の抜本的な対策に結び付けていただきたいというこ

とです。 

 以上でございます。 

（会長代理） 

 どうもありがとうございます。よろしいですか、特段。 

（委員） 

 先程から御意見があっているとおり、二枚貝の発生でプランクトンも食べるので、ノリに

も良かったのではないかという発言がありましたが、佐賀県ではプランクトンによるノリの

色落ち被害が、一番酷いところが湾奥の鹿島沖とか白石沖の辺なんですが、そこはやっぱり

泥分が多くて、ちょっとアサリの生息には適していない場所なものですから、そこに適した

二枚貝を佐賀県として、今後も増殖に取り組んでいきたいと思いますので。そして、いずれ

は４県協調の中でも取り組んでいけるようにしたいと考えておりますので、是非、よろしく
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お願いします。 

（会長代理） 

 泥質に合った二枚貝の対応方は御要望ということでよろしかったでしょうか。よろしいで

すか。

（委員） 

 県の取組として先ほど報告致しましたように、アサリとタイラギを中心に取組をしており

まして、あと、カキも非常に重要な魚介類の一つになっております。 

 今日、報告があったそれぞれの取組については、成果が見えつつあるところもございます

ので、その機会を逃さずに成果に結び付けていくためには、常日頃から、国の方々と４県と

情報を共有して取り組む必要があると思いますので、今年度は、色々な事情があって、この

協議会も少し通常の分は開けなかったこともあると思いますけれども、平成29年度について

は、今回の平成28年度までの取組を踏まえて、さらに国と４県と協調して取組を進めていけ

ればと思っておりますので、引き続き、是非、農政局の方にはその辺の調整をしっかりやっ

ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。 

（会長代理） 

 どうもありがとうございます。九州農政局の方で、また連絡協議会の開催等に善処してい

ただくようにお願いします。 

（九州農政局） 

 今年度は中間での開催、通常会の開催ができず、誠に申し訳ございませんでした。来年度

は、やはり対策のまとめ、それから新たな対策の構築ということがございますので、より一

層、４県の皆様方と連携して、新しい対策、具体化していくというのも重要でしょう。それ

からまとめもしていかなければならないということで、来年度はより一層緊密に連携をさせ

ていただければというふうに考えているところです。 

 以上です。 
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（会長代理） 

 何か御意見ございませんか。 

 あと、今まで御意見があった中で、水産庁、あるいは農村振興局の方から包括的な御意見

なり補足的な説明などございますか。では、農村振興局。 

（農村振興局） 

 色々、貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。特に、この浮遊幼生調査、

先ほど九州農政局の方から平成29年度までの予定であるというようなお話がありましたけれ

ども、どこまでデータが蓄積されて、今後、どういったデータが必要なのかというのは少し

吟味をさせていただきまして、平成30年度以降の調査資料というのを作っていかないといけ

ないと思っております。 

 御案内のとおり、今の予算関係、平成29年度で終わってしまうのが、結構多くございます

ので、平成30年度以降の概算要求の内容について、今、我々、ちょっと一生懸命ない知恵を

絞っているところでございます。 

 それに関しましては、やはり水産の御知見であります地元漁業者の方、漁業団体の方、そ

れから、４県の水産部局の方の御協力なしでは、私共はとても対応できませんので、その辺

り、一生懸命、概算要求まで勉強させていただきますので、農政局なり、あるいは私どもお

邪魔していろいろとお尋ねして、平成30年以降の予算、どう作ろうかということで御相談さ

せて頂くことになると思いますので、是非、御協力を賜りたいと存じます。 

 また、アサリ等、そういった形で有明海、少し二枚貝で回復の兆しが出てきているという

ことで、これは皆様の御協力のたまものだと思っています。まだまだわからない点がありま

して、それにつきましては、水産庁、それから、各県の水産試験場、併せて協力できるよう

に、農村振興局としても九州農政局とともに頑張って参りたいと思いますので、今後ともよ

ろしく御指導をお願いしたいと存じます。 

（会長代理） 

 水産庁の方、特にございますか。 
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（水産庁） 

 本日、委員の皆様から大変貴重な御示唆といいますか、御意見をいただきました。今後の

課題を整理する上で、大変参考になりました。これを来年度の取組に活かしていくとともに、

農村振興局と連携して平成30年度以降どういうふうにしていくかということを、また水産庁

としても検討していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願い致します。 

（会長代理） 

 ありがとうございました。一応、一通り御意見賜りましたが、委員お願いします。 

（委員） 

 今もタイが食べるとか、委員の方からもあったのですが、私も最近小魚が増えているとい

うような話を聞く訳ですよ。そういうことから考えれば、少しずつ生態系が戻ってきている

かなというような気がする訳です。そういった中で、今後の調査の中に、そういう魚類の資

源調査なんかも入れてもらえればなと思うのですが。 

（農村振興局） 

 申し訳ございません、魚類等の資源調査というのは、漁業状況調査みたいなのをもっと拡

大した方がよろしいという御提案ということでしょうか。具体的なイメージがあれば是非お

願いします。 

（委員） 

 いわゆる当初から何で二枚貝が必要なのかということからなのですが、やはり二枚貝が発

生することによって漁場の地盤が全く変わってくる訳ですね。それとともに、プランクトン

を食べると。この二枚貝を先程のように魚が食べに来る訳ですよね、小さいときに。そうい

うことから、やっぱり生態系の循環が起こっているのではないだろうかと思うんです。 

 福岡県の方にも専業の漁船漁業とかは少なくなっているのですが、何人からかそういなこ

とをちょっと聞いたことがありました。それで、やっぱり二枚貝の発生によるものかなとい

うような気がする訳です。もしそうであれば、やはり少しずつ回復しているということが数

値で分かるのではないかと思ったものですから、対象に加えてもらえればどうかということ
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なんです。 

（農村振興局） 

 私共、九州農政局の方で平成24年度から漁業状況実態調査というのをさせていただいてい

て、それである年は1,000戸の漁家だったり、ある年は500戸だったり、ちょっと漁家数は違

うのですが、そういったことで、どういった魚種をいつ頃採れた、何㎏採れたということを

一定程度把握しておりますので、その整理もする中で、また、29年度もそういった調査をす

る予定になっておりますので、まずは今の調査でどういうことが見えるかというのを整理さ

せた上で、またそれで分からないことがあったら追加するとか、その辺は委員なり福岡県な

り皆様と御相談させていただいて、そういった解明をまず、調査結果を分析した上でという

ことで。 

（委員） 

 そういう中でする必要があるかなと思いましたので。 

（会長代理） 

 どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、最後まとめをさせていただきたいと思います。 

 本日、御審議いただきました４県が協調した二枚貝類の再生に向けた取組の平成29年度の

調査計画案でございますが、これまで説明させていただきました。これにつきまして、本連

絡協議会として承認するということで異議ございませんでしょうか。よろしゅうございます

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしということで承りました。それでは、平成29年度の調査計画案は承認をされま

した。 

 関係者の皆様方におかれましては、本取組が実のあるものとなるよう引き続き御支援、御

協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、次の議事に移らせていただきます。 

 議事６．その他についてございますが、事務局から何かございますか。 
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（九州農政局） 

 それでは、委員の皆様方に若干御連絡をさせていただきます。 

 本日の議事につきましては、事務局において議事録を作成し、後ほど委員の皆様方に御確

認をさせていただいた上で、九州農政局のホームページに掲載させていただく予定にしてご

ざいます。御協力の程よろしくお願い致します。 

 また、本日、御説明致しました資料についても、議事録と同様、ホームページに掲載させ

ていただきますので、御了承願います。 

 以上でございます。 

（会長代理） 

 ありがとうございます。 

 これで議事を終了させていただきたいと存じますが、最後に何か、特に委員の方々から御

発言ございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで議事を終了させていただきます。ここで進行を事務局にお返しします。 

（九州農政局） 

 それでは、本日は委員の皆様方におかれましては、長時間にわたりまして御審議いただき

まして、ありがとうございます。これをもちまして、第23回有明海漁場環境連絡協議会を終

了させていただきます。本日はありがとうございました。 


