
- 1 - 

有明海漁場環境改善連絡協議会（第24回） 

議  事  録 

１．日 時：平成２９年１０月２３日（月） １３：２５～１５：２１ 

２．場 所：ホテルレガロ福岡 ３Ｆ レガロＢ 

３．出席者：別紙のとおり 

【議事内容等】 

（九州農政局） 

 早いのですが、皆様方、お揃いになりましたので、只今から、第24回有明海漁場環境改善

連絡会を開催させていただきます。 

 本日は、皆様方におかれましては、御多忙の中お集まりいただき、誠にありがとうござい

ます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 会議に入る前に、マスコミの皆様にお知らせがございます。本連絡協議会では、第１回目

の会議において、委員の皆様方に会議の公開の是非についてお諮りしました。会議の冒頭の

会長挨拶まで公開することとしております。このため、マスコミの皆様方におかれましては、

会議冒頭の会長挨拶が終わりましたら、退室していただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 また、会議終了後、当ホテル３階、当会場隣のローズにおきまして、本連絡協議会の事務

局であります九州農政局から記者説明を行いますので、15時40分にはお集まりいただきます

ようよろしくお願いいたします。 

 なお、記者説明会会場ローズには、15時30分から入室可能になっております。 

 それでは、開会にあたりまして、本連絡協議会の会長であります九州農政局長から御挨拶

を申し上げます。 

（会長（九州農政局長）） 

 私、10月１日付で農政局に異動してきた者でございます。 

 本日は御多忙の中、有明海漁場環境改善連絡会に御出席いただきまして、誠にありがとう
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ございます。幹事会委員並びに関係者の皆様方におかれましては、有明海における二枚貝等

の資源回復に向けた４県協調の取組の推進に御尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 本年７月に発生いたしました九州北部豪雨の際には、流木等が有明海に大量に流れ込み、

各県の漁場への影響が懸念されたところでしたが、皆様の御尽力により撤去作業も完了され、

また、ノリの種付けにも、先週20日から、各県において開始されたと聞いており、安心して

いるところでございます。 

 さて、本連絡協議会は、有明海再生に向け、その道筋を明らかにすることを目的として、

九州農政局や水産庁が関係４県と協調して実施する、有明海の環境変化の原因究明の調査、

漁場環境の改善に資する調査及び現地実証の効果的な実施等について、意見交換を行ってま

いりました。 

 また、平成27年度から実施しております二枚貝類等の再生に向けた４県協調の取組として

は、今年が最終年となることから、その成果を取りまとめ、平成30年度からは、これまでの

成果を踏まえて、より効率的かつ効果的な取組につなげていく必要があると考えております。 

 本日の協議会では、平成27年度から実施した各種取組の、本年度、これまでの成果につい

て、国及び各県から説明していただき、意見交換をしていきたいと考えております。 

 九州農政局といたしましては、本日の御意見等を踏まえ、引き続き努力してまいりたいと

考えておりますので、関係者の皆様方におかれましても、さらなる御尽力と御協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 本日は限られた時間でございますが、有意義な会議となるよう御協力をお願い申し上げ、

大変簡単ではございますが、開会の御挨拶とさせていただきます。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

（九州農政局） 

 それでは、マスコミの皆様の御退室よろしくお願いいたします。 

    〔マスコミ退室〕 

 お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。 

 まず、議事次第でございます。それから出席者名簿、座席表がございます。そして資料１

「規約の改正」、資料２「二枚貝類の浮遊幼生及び着底稚貝調査について」、資料３「海底

地形測量について」、資料４「アサリ、タイラギ等対象種毎の取組について」、資料５「現
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地実証等の取組について」、資料６「国営干拓環境対策調査について」、資料７「４県協調

の取組のデータベース化について」、資料８「平成30年度予算概算要求について」、以上11

の資料になります。資料は全てお揃いでしょうか。足りないようでしたらお申し出ください。

よろしいでしょうか。 

 本日の連絡協議会は15時30分までを目途としておりますので、御協力のほどよろしくお願

いいたします。 

 それでは議事に入りますが、規約第５条に基づき、第１回連絡協議会におきまして、九州

農政局長が会長に選任されておりますので、これからの議事進行は局長にお願いいたします。 

 それでは、局長よろしくお願いいたします。 

（会長） 

 それでは本日は限られた時間でございますが、活発な意見交換が行われ、実りのある会議

となりますよう、皆様方の御協力をお願いいたします。 

 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)規約改正から(4)平成30年度概算要求についてまで説明させて

いただき、その後、まとめて御意見等を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、議事の(1)規約改正及び(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

説明をお願いいたします。 

（九州農政局） 

 それでは、資料の１から３にかけまして御説明をいたします。 

 資料の１、１ページをご覧ください。 

 協議会の規約改正につきまして、案でございます。現行が右側、改正案が左側に記載され

ています。本規約につきましては、全部で13条からなりますが、今回第１条から第13条にか

けて変更はございません。 

 ４ページの別表－１の連絡協議会の構成を開いていただきたいと思います。 

 赤字で記載しています、現行の佐賀県の農林水産部理事が、改正案として農林水産部長と
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しているところでございます。 

 以上が規約の改正案でございます。 

 資料の２に移ります。資料の２、二枚貝類の浮遊幼生及び着底稚貝調査について御説明い

たします。 

 １ページをご覧ください。 

 調査の目的が記載されています。この浮遊幼生の調査につきましては、有明海ではアサリ

やタイラギ等の二枚貝類資源が減少しているというようなことで開始されております。 

 このために、母貝の産卵場における資源保護等の取組や、浮遊幼生が着底し生育する漁場

における底質改善環境の取組をより効果的に進めることができるよう、西海区水産研究所の

協力を得て、この４県と九州農政局が協調して取り組んでいるところでございます。 

 ２番です。浮遊幼生及び着底稚貝調査のスキームでございます。 

 本調査は、平成27年から平成29年度の３年間実施しているところでございます。対象種が

記載にありますアサリ、タイラギ、サルボウ、ハマグリの４種を実施しております。４県が

現地調査を実施し、採取した試料から国が分析ということで行っているところでございます。 

 次のページです。２ページをご覧ください。 

 平成29年度の調査概要です。(2)に表を記載しております。浮遊幼生及び着底稚貝調査は、

４月から12月にかけて実施しています。対象種の４種に対して、それぞれの調査項目、調査

時期、調査頻度、調査地点を記載しております。調査地点につきましては、昨年度から若干

の変更がございますが、アサリでいいますと、着底稚貝が昨年は20地点でありましたが、今

年は17地点、タイラギの浮遊幼生が、昨年の22地点から今年は24地点と変更しております。

 また、サルボウ、ハマグリの着底稚貝調査は、今年度は実施しないということとしており

ます。これらの調査時には、水温と塩分等の水質調査、または底質調査を合わせて実施して

いるところでございます。 

 ３ページ、４ページ目でございます。 

 これらの浮遊幼生と着底稚貝の調査の調査地点を記載しているところでございます。 

 ５ページ目に入ります。５ページ目をご覧ください。 

 ５ページ目は、この浮遊幼生と着底稚貝の調査・分析の流れを記載しております。申し上

げましたとおり、浮遊幼生、着底稚貝調査、ともに４県が現地調査した上で、国が分析を行

うと、この協力のもとで実施しているところでございます。 
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 ６ページ目から今後の３カ年の調査結果になります。 

 まず、その調査結果を見ていただくにあたりまして、浮遊幼生について、成長ステージ区

分で定義をしております。 

 ６ページ、７ページになりますが、この浮遊幼生、アサリの生活史を見ていただきますと、

Ｄ状期、アンボ期、フルグロウン期という時期につきまして調査をしているわけでございま

す。その調査におきましては、７ページにおきます大きさですね、殻長区分に従って分類整

理をして進めているところでございます。 

 次の８ページにおきましては、着底稚貝の成長ステージ区分として、着底稚貝ということ

を定義しているわけでございます。着底後２カ月までの殻長サイズを着底稚貝としておりま

す。 

 ９ページ目以降につきましては、平成27年度から現時点までの浮遊幼生と着底稚貝の調査

結果と、また、そのまとめと考察を記載しております。 

 ９ページは、アサリの浮遊幼生と着底稚貝の調査結果として、アサリの出現傾向をまとめ

ておりますが、11ページから14ページの調査結果をまとめた資料ですので、11ページをご覧

いただけたらと思います。 

 11ページは、平成27年度と平成28年度の秋季の浮遊幼生・着底稚貝の調査結果であります。

左側の図１と図４がございますが、平成27年度、平成28年度ともにＤ型幼生は有明海全域確

認されております。しかし、この中央に行きますフルグロウン期幼生、図２と図５になりま

すが、大幅に減耗しているところでございます。その結果として、一番右端になりますが、

着底稚貝の密度が低くなっているという状況です。このフルグロウン期幼生の減耗の理由に

つきましては、秋季ですので、浮遊期間中に徐々に水温が低下していくと。そういう中で、

成長が遅くなっていくことなどが考えられております。 

 続いて、春季の結果を記載した13ページをご覧ください。 

 13ページには、平成28年度、平成29年度のＤ型幼生からフルグロウン期幼生まで順調に成

長しているということが見ていただけると思います。また、この平成28年度の春季は、有明

海東部と諫早湾を中心に主要な漁場での着底を確認しております。右上の図になります。一

方で、平成29年度、今年の春季になりますが、これが右下の平成29年度の着底稚貝の図でご

ざいますが、諫早湾及び熊本県沖の一部で着底稚貝の確認に留まっています。非常に上と比

べて少ないわけでございます。この理由としては、今年の４月から５月にかけて有明海の水
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温が低かったということがございます。このため、浮遊幼生の出現ピークが遅れて、６月の

調査時点では着底していなかったと推定しているところでございます。 

 以上がアサリの浮遊幼生と着底稚貝の調査結果であります。 

 10ページに戻りたいと思います。10ページをご覧ください。 

 10ページには、ここまで御説明した内容をまとめております。また、下に考察を記載して

おります。この考察の一番下の丸のところを見ていただけたらと思います。アサリの着底稚

貝は有明海東側、諫早湾の主要な漁場に着底しているということが確認されております。こ

れは春季の時に確認されております。今後、資源量を増大、維持させるためには、効率的に

浮遊幼生を着底させるための採苗器の設置、高密度生息域からの移植、着底後の稚貝の減耗

を抑制するための食害対策等による広域的な母貝集団ネットワークの形成が重要としている

ところでございます。 

 続きまして、15ページをご覧ください。 

 15ページは、アサリの浮遊幼生が嗜好する水温・塩分の特性を記載しております。水温の

嗜好性としまして、浮遊幼生が多く出現する水温は20℃前後、塩分の嗜好性として、浮遊幼

生が多く出現する塩分は27～33ということを確認してきたところでございます。 

 また、参考②になりますが、浮遊幼生の産卵頻度として、春季、秋季ともに１週間前後と

推定しているところでございます。 

 16ページに行きます。 

 16ページと17ページ、これはアサリの浮遊幼生と着底稚貝の調査結果を用いて、シミュ

レーションモデルで有明海のアサリの産卵場と着底場を推定した結果です。このシミュレー

ションモデルを用いた有明海のアサリの浮遊幼生の挙動については、昨年度までに、例えば、

アサリの浮遊幼生が福岡県海域から佐賀県海域、またはその逆、熊本県海域から長崎県海域

など、広域的な供給ネットワークがあることをこれまで確認しております。 

16ページは、これまで３カ年の浮遊幼生の調査結果と、このシミュレーションモデルを

用いて、有明海全域でのアサリの浮遊幼生の供給ネットワークの推定を行っています。そし

て、推定される有明海のアサリの産卵場を求めております。シミュレーションで求めた推定

産卵場を赤色で、実際のアサリの漁場を緑色で記載しています。見ていただくと分かります

とおりに、各年度の調査、平成27年度から平成29年度の調査において、地域によって、推定

産卵場の密度の違いがあります。 
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 一方で、アサリの実際の漁場とシミュレーションモデルで推定した推定産卵場は、ほぼ一

致しております。緑と赤がほぼ重なっているという状況でございます。 

 また、17ページにつきましては、同じようにシミュレーションモデルで求めたアサリの浮

遊幼生の推定着底場が赤色で記載されております。この17ページの赤色の推定着底場と16

ページの赤色の産卵場の位置を比較しますと、ほぼ一致していることが分かると思います。 

 この推定着底場の赤色の部分、分布があるところはアサリの着底が多いことを示していま

すので、例えば、このようなところに採苗を推進することも、今後検討していくことが大切

かと考えているところでございます。 

 続きまして、18ページのタイラギに行きます。 

 タイラギの出現傾向を記載しておりますが、こちらも調査結果が19ページと20ページに記

載していますので、そちらをご覧ください。こちらで御説明いたします。 

 19ページですが、平成27年度から20ページにかけての平成29年度、今年度にかけてＤ型幼

生を確認しております。ただし、フルグロウン期幼生、真ん中に行きますと、平成27年度、

平成28年度、平成29年度ともに確認ができていません。着底稚貝におきましては、平成27年

度、平成28年度、福岡県や熊本県沖の一部で確認しておりますが、非常に出現密度が低いと

いう状況です。 

 このタイラギにつきまして、このような状況なのですが、Ｄ型幼生の出現個体数を過去３

カ年見てみますと、平成27年度、平成28年度、そして20ページの平成29年度と、毎年Ｄ型幼

生の出現の個体数が増えていることが分かります。また、佐賀県が有明海の55地点で実施し

ている調査では、広域でタイラギの着底稚貝を確認しているということも聞いております。

これらを踏まえて、18ページに戻っていただくと、考察のところに記載しております。この

考察で２つ記載しておりますが、平成27年度から平成29年度ともに出現密度が低いため、主

要な産卵場の推定には至っていないが、有明海の東側を主体に浮遊幼生が分布していること

から、有明海東側に親貝の生息場が存在しているものと推測できるのではないかと。また、

タイラギの資源量を増大させるためには、浮遊幼生、着底稚貝の増加が必要であり、人工種

苗生産の安定化、生息適地への効果的な移植・育成、人工母貝団地の創出等が必要ではない

かと考えているところでございます。 

 続きまして、22ページのサルボウの出現傾向の方に入らせていただきたいと思います。 

 同じように、22ページの出現傾向につきましては、23ページ、24ページの調査結果で御説
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明をいたします。 

 ご覧いただくとわかりますが、平成27年度、平成28年度、平成29年度ともにＤ型幼生、フ

ルグロウン期ともに有明海全域で確認をしているところでございます。しかしながら、着底

稚貝調査におきましては、平成27年度に有明海の湾奥部の一部で着底の確認に留まっている

ところでございます。 

 平成27年度の着底稚貝の調査を見ていただきますと、非常に限られているところでござい

ます。ここの平成27年度のみに限られている。これはサルボウの浮遊幼生は何らかの基質に

着底付着し、その後、殻長５㎜以上になると泥の中へ移動し成長を続けることが分かってい

ますが、この浮遊幼生が多く確認されている調査地点におきましては、この基質が少ないた

めに生息密度が低いと考えています。実際、これも佐賀県さんが実施している採苗器による

着底稚貝の調査では、広域に着底稚貝の分布を確認できていると聞いております。 

 これらを踏まえまして、22ページの考察をご覧ください。同じく２つ記載があります。 

 有明海湾奥部、諫早湾で産卵直後のＤ型幼生が多数分布していることから、産卵可能な親

貝の生息場が存在しているものと推測しています。 

 また、サルボウの資源量を増大、維持させるためには、適切に移植等の管理を行うことが

必要ということと考えているところでございます。着底を進めることが必要だということだ

と思います。 

 26ページでございます。ハマグリでございます。 

 同じく27、28ページに調査結果をまとめております。 

 Ｄ型幼生につきましては、過去３カ年、出現密度が低いのですが、Ｄ型幼生は確認できて

いるという状況です。 

 一方、フルグロウン期幼生につきましては、平成27年度、平成29年度で熊本県沖の一部の

みで確認しているところです。 

 また、着底稚貝につきましては、平成27年度については熊本県沖の一部で確認できており

ますが、平成28年度は確認できておりません。この調査結果を踏まえて、26ページの考察の

ところを見ていただきますと、本調査では、有明海全域での出現密度は低い傾向を示したも

のの、熊本県の緑川河口域では、採苗放流により親貝の生息を確認しているということ。ま

た、ハマグリの資源量を増大、維持させるためには、主要な産卵場を特定するとともに、ハ

マグリ稚貝が高密度に発生している漁場を保護区にする等、着底稚貝の保護や資源管理が必
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要だと考えております。 

 以上が資料２でございます。 

 この資料２の後に参考資料を２つ付けております。また時間のある時に見ていただけたら

と思います。 

 資料３です。海底地形測量についてでございます。 

 １ページをご覧ください。 

 この海底地形測量、２つの目的があります。漁場造成適地の検討材料としての活用、そし

てまた、シミュレーションモデル構築の基礎データとしての活用、これを目的に記載してお

ります。 

 そして、３のその他に記載しておりますが、本年度までに有明海の浅海域全体の海底地形

測量を終了するということとしております。そして、海底地形図の作成と４県協調データ

ベースへの格納を行うということとしております。 

 ２ページ目には、平成29年度の実施概要がありますが、この図のところに、これまで実施

してきた海底地形測量の場所が記載されております。 

 ３ページでございます。 

 この海底地形測量データを用いた地形図でございますが、今後、重ね合わせ図を作成して

いくということを記載しております。 

 また、この海底地形測量データは、ＧＩＳ化して、４県協調の取組の一環であるデータ

ベース上に搭載して、地形条件に応じた母貝団地の適地選定等に活用することが可能という

ことで、このようなことで活用していきたいと考えております。後でデータベースについて

は御説明をいたします。 

 ４ページ以降を見ていただきたいと思います。 

 ４ページには、これまでの従前の海底地形測量の結果と、今回、４県協調の取組による海

底地形測量図を記載しております。４ページ目、５ページ目、見ていただきますとおり、今

回の取組により、浅海域を中心とした海底地形の精度が大幅に向上したところでございます。 

 ５ページ目、福岡県沿岸域、熊本県沿岸域でございます。 

 また、６ページ、７ページ、それから８ページ、９ページと、福岡県、長崎県、熊本県の

海底地形測量図を記載しているところでございます。非常に分かり易くなってきたのではな

いかと考えているところでございます。 
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 この会議室の左右、右側と左側に海底地形測量図の拡大したものを掲載しております。こ

れは、この海底地形測量の成果として、また、出来上がりましたら各県の皆様にお配りをす

ることとしております。また、今年度の後半になると思いますが、その旨も御承知ください。 

 以上が資料１から資料３の説明です。 

 以上です。 

（会長） 

 続きまして、アサリ、タイラギ対象種毎の取組について、資料４によりまして、各県の皆

様方から平成28年度までの調査結果及び平成29年度の調査状況について御説明をお願いした

いと思います。 

 恐縮ですが、説明につきましては、１県あたり５分程度で、福岡県、佐賀県、長崎県、熊

本県の順で続けて説明をお願いいたします。 

 それでは、福岡県からお願いいたします。 

（福岡県） 

 よろしくお願いいたします。 

 最初に、アサリ増殖の重点化・事業化について御説明いたします。 

 本県では、これまで覆砂による漁場環境改善、着底基質設置による稚貝着底場の環境の改

善、保護区設定による保護母貝育成場の確保、密度管理を目的とした稚貝の移植放流に取り

組んでおります。 

 稚貝着底環境改善では、二重底プレートの上に網袋を設置する方法などにより、泥への埋

没防止が図られまして、通常の設置方法に比べ、稚貝着底量が増えるということが確認され

ております。 

 現在、覆砂漁場を中心に稚貝が大規模に発生しておりまして、平成29年３月には平成27年

３月の18倍を超える5,583トンまで資源回復が図られております。このうち、高密度発生漁

場におきまして、その密度管理のために、平成27年、平成28年の２カ年で326トンの稚貝を

他漁場に移植し、移植後は、その管理を実施しております。平成29年度は、これらの成果を

踏まえ、引き続き、網袋の埋没対策等による効果的な天然採苗試験や移植放流に取り組んで

おり、このうち、移植放流では、過去２年の量を上回る475トンの移植をいたしております。 
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 また、保護区の一部で漁獲サイズに達したアサリを漁獲する共販事業では、昨年の18トン

を上回る240トンを採捕しております。 

 続きまして、タイラギの増殖の重点化・事業化について説明いたします。 

 ２ページ目をお願いいたします。 

 本県では、産卵母貝を保護することで浮遊幼生量を増やす試みといたしまして、海中育成

ネットに稚貝を収容し、海底に浮かせる方法で母貝育成を実施しております。稚貝を海底に

直植えした場合、産卵期であります夏までに、ほぼ斃死してしまうのに対し、この方法では

１年間で６割から８割が生存し、また、夏には成熟、産卵したことも確認されております。 

 また、直植えした幼貝を被服網や籠により保護した結果、夏までの生残率が高くなったと

いうことから、その時期の斃死要因は食害であるということが判明しております。 

 平成29年度は、引き続き海中育成ネット等による母貝育成場の造成と漁業者による育成場

管理に取り組んでおります。 

 また、カキの斃死要因が食害によるものであったことから、カメラによる連続撮影を実施

して食害種の特定を実施中でございます。 

 次に、ガザミ増殖の重点化・事業化について御説明を申し上げます。 

 ３ページ目をお願いいたします。 

 ガザミは、４県が共同してＤＮＡ標識による放流効果調査を実施しております。これまで

の結果、夏期に放流した種苗は早いものでは、その年の10月に漁獲され始めること。また、

放流翌年に主に漁獲されていることがわかっております。抱卵雌やヤワラへの標識放流調査

により放流したカニが湾央、湾口、橘湾まで移動していることや、また、カニに取り付けた

水温・水深センサーの解析結果から、冬に湾口に南下したカニのうち、翌春に再び北上する

ものがいるなど、ガザミは４県共通の資源であることが明確になるとともに、成長に伴い、

湾奥から南下するだけではないという生態も分かってきております。 

 これらの成果を踏まえまして、平成29年度も引き続き４県共同でＤＮＡ標識を用いた放流

試験により、放流時期や放流場所別の放流効果の解明、詳細な移動生態の解明に取り組んで

おります。 

 最後に、エツについて御説明申し上げます。 

 ４ページ目をお願いいたします。 

 本県では、種苗生産時の生残、成長等を向上させる給餌方法の開発と適正な放流条件を把
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握するために、卵や稚魚の生息環境調査に取り組んでおります。 

 種苗生産におきましては、これまで稚魚に栄養添加した生物餌料を給餌することで、生残

率が向上すること、また、その適正な添加頻度は７日間に１回であるということが分かって

きております。さらに、30日齢の稚魚への配合餌料の餌付けに初めて成功し、さらに種苗生

産時の効率化が図られる可能性が見えてきております。 

 生息環境調査からは、適正な放流時期が７月中旬以降であること、放流場所が河口の上流

16㎞地点であるということが判明しております。 

 これらの成果を踏まえまして、平成29年度は配合飼料の導入時期の検証を行い、種苗生産

の省力化を図っていくとともに、適正放流条件や回遊履歴の把握に取り組んでおります。 

 以上でございます。 

（佐賀県） 

 ５ページ目をご覧ください。 

 佐賀県におけるアサリ資源増殖について説明いたします。 

 平成28年までの取組といたしまして、アサリ漁場の機能回復を目的とし、アサリ稚貝の着

底促進のため、捕捉器を設置し、捕捉器の中の基質について異なる基質による試験をしてお

ります。その結果、基質についてはコスト面を考慮いたしますと、現地の貝殻及び小石・礫

を使用することが最適であることを確認しております。また、捕捉器の設置や被服網を設け

ることで対照区よりも大幅に生残することが判明しております。 

 それを踏まえまして、平成29年の取組でございますが、佐賀県のアサリの中心であります

太良町地先の方で、青の地点で示した場所に、捕捉器を新たに1,000個設置いたしまして、

着底状況の把握及び生息状況調査をしてまいります。また、太良町地先以外、赤の地点で示

した部分ですけれども、平成28年に設置いたしました捕捉器の着底状況及びその後の成長に

ついて確認をしていきます。 

 次の６ページ目をご覧ください。 

 タイラギ移植の重点化・取組について報告します。 

 タイラギは、重要な漁獲対象種でございますが、平成24年から５年連続休漁と厳しい状況

でございます。 

 そのため、タイラギ母貝の確保、浮遊幼生数の増大を目的といたしまして、佐賀県では約
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４万個体の他海域産のタイラギを移植し母貝数の拡大を図っております。 

 その結果、移植した漁場において、約７割となる高い生残を確認しておりまして、移植し

た母貝が順調に成熟いたしまして、放卵・放精を確認しております。平成29年の取組につき

ましても、引き続き母貝移植を継続して取組、浮遊幼生数の増大を図っていきたいと考えて

おります。また、これまで覆砂した漁場で少し浮泥が被っている部分がございますので、新

たな環境改善の取組といたしまして実施しているところでございます。 

 続きまして、７ページ目をご覧ください。 

 アゲマキに関する取組でございます。 

 アゲマキに関しましては、26年間、漁獲が無い状況でございまして、アゲマキ資源の回復

のため、種苗量産・大量放出技術を開発し、継続して放流事業を行ってまいりました。その

結果、平成28年は337万個の種苗を生産し、放流することができました。近年、その成果が

少しずつ見え始めておりまして、鹿島市の地先では、放流貝から生まれた稚貝の大量発生が

確認され、資源回復の兆しが見られているところでございます。 

 また、浮遊幼生の調査においても、11地点全てにおいて浮遊幼生が確認されるなど、兆し

が見られているところでございます。平成29年につきましても、種苗放流をより継続する一

方で、生残した場所から新たに稚貝移植をするという技術開発を進め、母貝集団の拡大、資

源の回復の加速化を図っていきたいと考えております。 

 最後に、８ページになります。ウミタケ資源の増殖についてです。 

 佐賀県の特産貝類でありますウミタケというのは、平成19年から約10年間、漁獲が無い状

況でございます。そのため、ウミタケ資源の回復を目的といたしまして、平成27年より取組

を開始しております。平成27年、平成28年の取組によって浮遊幼生が確認され、海底地形及

びウミタケの生息する底質環境の把握を行いました。平成28年には、浚渫、盛土による試験

漁場を造成し、今年度４月に、そこの造成した漁場にウミタケが大量に生息していることを

確認しております。成果を踏まえた平成29年の取組といたしまして、生息状況の把握という

ことで、造成区及び周辺海域の生息量調査・生息状況の調査を継続して行っていきたいと考

えております。 

 以上です。 
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（長崎県） 

 資料９ページをお願いいたします。 

 アサリです。平成28年度までは稚貝を採取するため袋網を漁場に設置し、各種調査を実施

しております。 

 結果の概要ですけど、試験区でのアサリ稚貝密度は地盤高0.5ｍで最も高いこと、内部の

基質で大差が無いこと、また、出荷までの期間を短縮できることが確認できております。 

 平成29年度は、こうした成果を踏まえまして、採苗適地の選定、袋網でのアサリ養殖技術

の開発を実施中であり、取組内容については資料記載のとおりでございます。 

 10ページ目をお願いいたします。 

 タイラギです。概要としては、タイラギ人工種苗の大量生産技術及び親貝集団形成技術等

の開発を実施しております。 

 結果の概要ですが、着底稚貝の生産増や中間育成の生残率の向上に取り組みましたけど、

思うような成果にはつながっていないというのが現状でございます。一方、移植試験では、

時期が早い試験区ほど生残や成長が優れているということを確認しております。親貝集団の

形成では、漁獲サイズまでの成長と成熟、産卵を確認しております。 

 平成29年度の生産につきましては、約10万個生産ができましたが、中間育成中の生残率が

低いなどの課題が未だ残っております。こうした課題については、引き続き種苗生産の課題

と合わせまして継続していく必要があると考えております。 

 資料11ページ目をお願いいたします。 

 ガザミについてでございます。ガザミ種苗生産の量産化試験と放流技術開発、放流効果調

査を実施しております。 

 結果といたしましては、平成27年度は他海域にあります漁業公社で同一水槽による14mmま

での一貫生産を行い、この生産した種苗を用いて４万６千尾を放流し、ＤＮＡ分析等を活用

して漁獲サイズまで成長することを確認できております。平成28年度につきましては、有明

海沿海にあります漁協の陸上養殖施設で同様の種苗生産を実施いたしております。平成29年

度につきましても、こうした試験を継続して問題解決に取り組むこととしております。 

 資料12ページをお願いいたします。 

 養殖マガキのシングルシード養殖技術開発に取り組んでおります。 

 結果といたしましては、10mm種苗のバスケット篭を用いて飼育する方法が成長や生残に優
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れるということが判明いたしました。平成29年度は、少しコストの方に目を向けまして、収

益性が高い養殖方法の開発等に取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

（熊本県） 

 資料13ページからです。 

 アサリ資源保護対策の重点化・事業化につきまして、平成28年度までの取組の概要ですけ

れども、アサリの保護を目的として、生息状況の調査の結果から、高密度にアサリが発生し

ている場所を把握いたしまして、保護区を設定しております。 

 結果と成果についてですが、緑川河口域の干潟の稚貝高密度分布域３カ所におきまして、

漁業者による被覆網等の保護区化を行っております。それによりまして、平成26年の秋季発

生群、平成27年の秋季発生群を保護することができております。 

 さらに、その結果として、保護区内で㎡あたり最大4,925個の稚貝を確認しておりまして、

対照区の約1.1倍の効果が得られているところです。 

 平成29年の取組につきましては、引き続き保護区の効果を明らかにしていくということと

しております。 

 続いて、14ページでございます。 

 ハマグリの資源保護対策の重点化・事業化についてでございます。 

 平成28年度までの取組の概要ですけれども、アサリと同様に、保護を目的といたしまして、

生息状況調査によりまして、稚貝が高密度に発生している場所を把握いたしまして、保護区

化しております。合わせて被覆網等の保護対策をしているところでございます。 

 結果と成果につきましては、約３haの保護区が設置できております。それにおきまして実

施した結果として、稚貝の保護効果を確認しております。生息密度として、対照区の約3.2

倍の効果が得られているところです。 

 また、腰巻きジョレンを用いた耕耘によりまして、泥分率の低下が、実施前と実施後で約

16％泥分が減ったという結果を得ております。平成29年度の取組についても、引き続き保護

区の効果を明らかにしていくということとしております。 

 続いて15ページです。 

 クルマエビ・ガザミの漁場環境改善の重点化・事業化についてでございます。 
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 平成28年度までの取組の概要ですけれども、主に甲殻類（クルマエビ、ガザミ）を対象と

いたしまして、既存の耕耘器具と改良器具の２種類によりまして耕耘を実施し、底質環境改

善及び水生生物の出現効果などを検証しております。 

 結果と成果につきましてですが、耕耘開始前（７月）と耕耘終了後（７月～12月）におけ

る底質改善の効果ということで記載しております。 

 ①細砂、中砂、粗砂及び礫分の出現割合が対照区の1.2倍から２倍ほどに増加しておりま

す。砂地の割合が増加したというふうに考えております。 

 ②といたしまして、砂地を好むクルマエビの採捕尾数が対照区の2.9倍から7.6倍に増加し

て、耕耘の効果が得られております。 

 成果を踏まえた平成29年度の取組ですけれども、さらに新たな改良器具による耕耘を実施

いたしまして、耕耘の効果を比較し、最も良い効果を出せる器具を明らかにしていくことと

しております。 

 続きまして、16ページでございます。 

 クルマエビ資源対策の重点化・事業化についてでございます。 

 平成28年度までの取組といたしまして、資源が非常に低迷しているクルマエビの種苗生産

技術及び放流技術の開発及び放流効果の把握、生息適地の漁場環境の調査を実施しておりま

す。 

 結果・成果についてですけれども、①として放流効果の把握ということで、人工放流種苗

の検出の方法に関しまして、ＤＮＡを用いた親子判別技術を開発しております。 

 このＤＮＡ親子判別技術を用いまして、放流した人工種苗が漁獲によって尾数換算で約

１％が回収されたということを確認しております。 

 ②といたしまして、クルマエビの漁場環境の把握ということで、クルマエビの試験操業及

び底質調査によりまして、漁獲尾数の多い漁場では、底質の硫化物が乾いた泥の１ｇあたり

0.15mgと硫化物量が少ないという状況が分かっております。反対に、漁獲が少ない漁場では、

この３倍程度と硫化物が多いことを確認しております。 

 平成29年度の取組についてですが、引き続き14mmの５百万尾の早期放流を行いまして、Ｄ

ＮＡ分析によりまして、放流効果を把握していくということと、漁場環境調査を行いまして、

より効果の高い資源増大手法を開発していくこととしております。 

 以上でございます。 
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（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、水産庁から説明をお願いします。 

（水産庁） 

 水産庁でございます。資料５をご覧いただきたいと思います。現地実証等の取組について

ということで、１つ目が有明海漁業振興技術開発事業、２つ目が各地域の特性に応じた有明

海の漁場環境改善実証事業、３つ目が有明海水産基盤整備実証調査ということでございます。 

 めくっていただきますと、１．有明海漁業振興技術開発事業でございまして、さらにめ

くっていただきますと、１ページ目の緑の事業内容でございますが、有明海漁業振興技術開

発事業につきましては、有明海の特産魚介類の増養殖技術の開発ということで、種苗生産、

育成技術、放流技術、こういった増養殖技術の効果的な開発ということを目指しております。

平成21年度から予算額４億円で関係４県への定額補助事業ということで実施しております。 

 その実施の対象魚種でございますが、その下に写真がございます。クルマビ、ガザミ、こ

れは甲殻類で、貝類としては、タイラギ、アゲマキ、アサリ等、魚類としては、エツ、トラ

フグ等、合計13の魚種について技術開発の事業を実施しているところでございます。 

 次の２ページには、放流位置図がございますが、また後でご覧いただければというふうに

思います。 

 めくっていただきますと、３ページ、クルマエビがございます。その次に４ページにガザ

ミということで、これら甲殻類は脱皮がありますので、なかなか外部標識だけで放流効果

等々を見ていくのが非常に難しいということで、ＤＮＡ標識の技術開発を進めてまいりまし

た。 

 その結果、３ページの一番下のこれまでの成果というところにございますが、クルマエビ

に関しては３つ目の丸、放流の適地、湾奥の方、それから適時期、できるだけ早く、それか

ら適サイズということで、40㎜ということを確認することができまして、平成15年から始

まっています４県の共同放流の事業に、この成果を導入しまして、平成28年度からは40㎜サ

イズを約400万尾、４県共同放流というふうに取り組んでいるところでございます。 

 この他に熊本県では、中間育成が要らない14㎜の種苗につきまして、その放流効果の検証

ということを行っているところでございます。 
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 続きまして、次の４ページのガザミですが、これも同じくＤＮＡの手法を使っているんで

すが、一番下のこれまでの成果というところの一番上でございますが、実際にガザミの種苗

を生産するにあたって、１つは、水を止めたままの止水方式、それから、ワムシを使わない

というようなことによって、省コストで、より安く種苗を作るということについて、長崎県

が現在取り組んでいるという状況でございます。 

 ＤＮＡの標識の方につきましては、基本的に10㎜サイズのＣ３での放流の有効性が見られ

てきているところではございますが、引き続き、放流の成果について調査を続けているとい

う状況でございます。 

 めくっていただきまして、５ページ目でございます。ここから貝類ということで、最初が

タイラギになっております。 

 次の６ページをご覧いただきたいと思います。 

 これまでの成果というところの一番上に、色々書いてあるのですが、要は種苗生産をする

にあたって、どうしても浮遊幼生の時期に凝集して固まって死んでしまうというような特徴

がございますので、そういったことを防ぐ換水装置、それから、新しい餌、こういったもの

を開発したと、そういうことを受け、今年度は約10万の着底稚貝の生産に成功したという状

況にございます。 

 昨年の平成28年が４千個程度でございますので、まだまだどうしても種苗生産の安定性と

いうところでは、少しまだ不安定なのかなという状況もございますが、同時並行で西海区水

産研究所の方でも種苗生産の技術開発を実施しておりまして、そちらの方では10万オーダー

で生産もできているという状況でございます。 

 こういった種苗生産技術の安定化、それから、真ん中ほどに書いてございますが、１つは、

海中育成でのへい死が少ないのではないか、７割生残するような状況も見られてきています

ので、こういった技術がつながって、将来的に母貝団地の造成といったものにつながること

が期待されているというふうに考えております。 

 ７ページをご覧ください。 

 アゲマキでございますが、これにつきましては、真ん中にフロー図がございます。種苗の

大量生産をして、その下へ行って、被覆網技術を用いた大量放流、その下に行って、母貝集

団の造成、そして、その右の資源の回復ということを目指しております。 

 佐賀県で種苗生産の技術開発ということで、平成25年には100万まで作れなかったのです



- 19 - 

が、昨年初めて340万と、この200万のオーダーを超えたというような状況でございます。 

 この他に、被覆網を設置するということで、残存率が上がるということも見られてきてい

るということで、将来的な資源の回復が期待できるようになってきているのではないかとい

うふうに考えております。 

 ８ページにハマグリ、それから９ページにアサリ、10ページにマガキとございますが、す

いませんが、時間の関係で省略させていただきたいと思います。 

 11ページのエツでございますが、これにつきましても福岡県で種苗生産の技術開発を行っ

ているという状況で、こちらに関しましては、餌の配合飼料を早く導入する、あるいはアル

テミアを与える時に栄養強化をする、こういったことを試験場と、あと漁協の生産の現場と、

同時並行で進めています。 

 漁協の方でやっていただいている分につきましても、最初のころは15％の生残率であった

のが、大体35％位でだんだん良くなってきているという状況でございます。 

 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、15ページにマコガレイ、

オニオコゼとございますが、すいませんが時間の関係もございますので、省略させていただ

ければと思います。 

 また、分からないこと等ございましたら、当方なり、また４県各県にお問い合わせいただ

ければと思います。 

 続きまして、16ページの方に移らせていただきたいと思います。 

（水産庁） 

 引き続き、資料16ページ以降の各地域の特性に応じた有明海の漁場環境改善実証事業につ

いて説明いたします。 

 この事業は、有明海の二枚貝漁場において、漁業者の方々の漁船や漁具を活用して実施す

ることができる漁場環境改善手法を、実証試験を通して開発する事業でありまして、平成25

年度から本年度までの予定で実施をしています。 

 本年度は事業の最終年度ですので、最終的な成果の１つとして、漁業者の方々が活用でき

るよう、作業手引を作成する予定です。 

 現在、フィールドでの試験をほぼ終了しましたので、これまでの事業成果を踏まえて、作

業手引の内容の取りまとめを始めています。 
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 作業手引の案については、年明けに本事業の地域協議会でお示しし、漁業者の方々、関係

の方々の意見をお聞きして、使い勝手の良いものにしていきたいと思いますので、御協力を

よろしくお願いいたします。 

 平成29年度は、16ページの図にあるような場所で、黒枠で囲んだ目的の技術開発を実施し

ております。 

 貧酸素水塊対策、浮泥の抑制技術、堆砂の有効利用、紐状素材とクラムマットの活用、ド

ローンによるホトドギスガイ分布の把握手法等の技術開発に取り組んでおります。 

 なお、17ページ以降の資料については、本年５月に地区協議会で漁業者の方々に説明して

いる実証ニュースの中から抜粋して作成をしております。 

 時間の関係上、個々の事業について御説明するのは少し難しいので、省略させていただき

ますが、これは漁業者の方々にも参加いただいている地区協議会や、漁連等の方々にも参加

いただいている技術検討評価委員会でも既に説明をしておりますので、御承知おきいただけ

ればと思います。 

 また、今回の資料で不明の点等あれば、当方まで御連絡をいただければと思います。 

 以上です。 

（水産庁） 

 資料のページが飛びますけれども、25ページに有明海水産基盤整備実証調査の位置図を示

させていただいております。 

 資料としては、26ページ以降、26ページ、27ページというふうになっておりまして、こち

らの方に有明海の水産基盤整備実証調査の内容についてお示しさせていただいております。 

 26ページをご覧ください。 

 こちらの方に、有明海の水産基盤整備実証調査の内容を示しておりますが、この実証調査

では、沖合タイラギ漁場における覆砂の効果実証等を行ってきておりまして、平成21年度に

福岡県の大牟田沖で試験的に畝型覆砂を行っておりまして、また、平成25年度には福岡、佐

賀の両漁協とも協議をさせていただきながら、大規模な畝型覆砂を造成しまして、その漁場

造成上の効果の有無について検証してきたところでございます。 

 続いて裏のページになりますけれども、タイラギの着底状況等、これまで確認を行ってき

た結果、タイラギの造成について、畝型覆砂による物理的な効果が認められたというところ
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から、こちらの平成29年度の取組のところ、一番下の丸になりますけれども、本年度末を目

途に、凹凸畝型覆砂漁場の設計・施工の手引書といったものを取りまとめて造成マニュアル

を作成しまして、今後広く公共事業への活用を図る予定としております。 

 以上で終了いたします。 

（会長） 

 説明ありがとうございます。 

 続いて、その他の取組として、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

化について、九州農政局から説明をお願いいたします。 

（九州農政局） 

 九州農政局でございます。資料６に、４つの調査を示しております。 

 貧酸素現象調査、赤潮調査、底質環境調査、二枚貝類等生息環境調査でございます。 

 １ページを開いていただきまして、貧酸素現象調査でございますが、これまで水産庁、環

境省及び九州農政局で、水温、塩分、あるいは溶存酸素、こういったものを調査しておりま

す。また、これらのデータにつきましては、西海区水産研究所のホームページで情報提供を

すると同時に、２ページ目、これは漁業者への注意情報として、こういったものもファクス

で情報提供しているということでございます。 

 ３ページ目、これまで得られた知見でございますが、貧酸素に関しては図－４、貧酸素水

塊形成メカニズムというのが分かってきております。小潮の時の潮流が遅い時期、こういっ

た時に、例えば大雨で真水が海の中に流れ込んで塩分躍層が形成されるというのが１つ。 

 それと、晴れの日が続きまして、海水温が、表層の温度が高くなると、そういった時に水

温躍層、こういったものが形成されると。こういったものから貧酸素水塊が形成されるとい

うことです。また、これらの現象については、大潮や台風、そういったもので解消されると

いうものが分かってきているところでございます。 

 飛ばしまして６ページ、平成29年度の調査の実施状況でございます。 

 これにつきましては、今年も貧酸素水塊の発生がございますけど、それぞれ台風３号、５

号、15号、こういったもので解消されているというものでございます。 

 ７ページ、８ページ。７ページが、有明海の発生状況、８ページが諫早湾の発生状況を示
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しておりますが、これらにおいても、それぞれ台風、あるいは大潮で貧酸素水塊が解消され

ているというものを示しているところでございます。 

 続きまして９ページ、赤潮調査でございます。 

 これにつきましても、西海区水産研究所及び有明海の関係４県が連携して、定期的な各種

水質やプランクトン調査を実施しているということです。 

 また、これらのデータにつきましては、西海区水産研究所のホームページ、あるいは10

ページの４県でのホームページ等で情報を公開しているところでございます。 

 これまでの知見、11ページに書いてございますけど、(1)の海況調査、あるいは(2)のクロ

ロフィルａ衛生画像データによる解析ということで、それぞれ、諫早湾内と有明海湾奥部な

どで同時に増加したり、それぞれ独立して増加しているという状況が見られたところでござ

います。 

 12ページ、13ページには、発生状況等を記載しておりますが、14ページを見ていただきま

すと、平成29年度の調査の状況でございます。 

 下の図、図－９と図－10。上の図－９、今年の７月、九州北部豪雨の後の貧酸素状況から、

徐々に貧酸素状況が解消されているというものが上の方の７月に示してあります。 

 また、８月については、連続の干天が続いた中で、徐々に赤潮が継続しているという状況、

こういったのが確認されているという状況でございます。 

 続きまして16ページに移らせていただきます。 

 底質環境調査でございますが、これにつきましても、底質の環境特性を把握するために、

底質攪拌調査、柱状採泥調査、こういったものを行っているところでございます。 

 下の図－１、これには、底質の状況として底質特性別海域区分図というのを作成しており

まして、毎年、底質の状況に応じてこういった図を更新していっているということでござい

ます。 

 17ページ、18ページには、底質攪拌による海底環境の変化ということで、17ページが強熱

減量及び18ページが硫化物の状況を示しておりますが、攪拌直後及び３カ月後においても、

例えば17ページでいけば、それぞれ全体の57％、あるいは３カ月後におきましては70％の地

点の攪拌後の強熱減量の効果が出ているというような状況でございます。 

 18ページも同じように、攪拌後の効果が出ているということでございます。 

 19ページは、底質区分毎の底質改善効果ということで、各底質の性質上、例えば表－４で
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ございますが、砂、砂混じり砂、砂混じり泥、あるいは泥、こういったもので区分して、ど

れだけの効果があるかというのを示しておりますが、この中で赤枠を括ったところ、これは

泥の分の強熱減量の３カ月後の部分でございますが、ここでは85％位の効果があるというこ

とで、攪拌における泥質の底質に改善効果があるということが示されているということでご

ざいます。 

 20ページからは、21ページも含めて、今年の調査の方法等を記載しておりますが、22ペー

ジ、これにつきましては、昨年度の同じ時期及び今年の同じ時期、昨年度は８月と９月、今

年も８月、９月の柱状採泥調査の結果を示しているところでございます。 

 これにつきましても、特に大きな変化は見られておりません。また、今年発生した九州北

部豪雨の影響につきましても、浮泥厚の状況からは確認されていないということでございま

す。 

 続きまして、二枚貝類等生息環境調査でございます。 

 23ページ、これにつきましても、ナルトビエイ等の調査を行っているということで、水産

庁、関係４県と連携して調査を実施しております。 

 24ページから27ページ、29ページにかけては、これまで得られた知見ということでそれぞ

れ整理をしております。 

 24ページには、捕獲実績等を記載しております。 

 また、26ページはナルトビエイの移動分布、いわゆるどういった時期にナルトビエイが

やってきて、どういった時期に有明海を出ていくのか、こういったこと記載しているという

こと。 

 27ページは、その食性について整理しております。 

 これでいきますと、27ページの表２、例えば、オレンジ色の濃いところがそれだけ食性が

高いということを示すのですが、サルボウが非常に多いということ。またアサリですね。ま

た成魚においてはカキ等も多いということ。こういったものも分かってきております。 

 また、29ページ、これ効率的な捕獲方法の検討ということで、どういった形が一番効果が

あるかということを推定したものでございます。 

 29ページの一番下、グラフを書いておりますが、一番下の赤のラインですね。産仔前に、

いわゆる子供を産む前に湾奥部で捕獲するということで非常に効果が高いというのも推定さ

れているところでございます。 
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 30ページからは、今年の調査結果を示しております。今年も効率的な捕獲方法に基づいて、

４月から捕獲を開始しております。データとしては７月末しかございませんが、４月、５月、

６月、７月ということで整理をしております。４月には非常に少ないということもありまし

たが、５月、６月と福岡、佐賀で結構ナルトビエイの捕獲が確認されている状況です。また、

４月については、今年は昨年度に比べて海水温が少し低かったということもございまして、

来遊の時期が少し遅かったのかなというふうに思っているところでございます。 

 ナルトビエイの調査結果は以上でございます。資料６については以上の説明になります。 

 続きまして、資料７、データベース化でございます。 

 ４県協調における二枚貝類の再生に向けた取組ということでございますが、これまで平成

27年度から実施をしてきております。これらの中には調査、技術開発、あるいは実証試験、

様々なものをやっておりまして、これらの情報を１つにまとめて見らえるように、データ

ベースとして、整理しようということになっております。 

 データベースの中身でございますが、３ページ、基礎情報となる環境データ、これは３

ページに書いています。海底地形、あるいは底質データ、浮遊幼生データ、こういったもの

を環境データとして整理をすると。 

 合わせて４ページ、これが各４県協調の取組として、各、色々な事業実施をしてきた内容

を収録するデータでございます。こういったものを重ね合わせてやっていくということです。 

 ５ページ目が組み合わせの例ということで書いております。左の方の大き目の図面でござ

いますが、これは資料２で説明がありました浮遊幼生のシミュレーションによって推定され

た二枚貝類の着底場ということでこれを示しております。有明海の沿岸部に、それぞれ薄い

緑の色がございますけど、ここが着底場でございますが、その中からどういったものを選択

するか、例えば、真ん中の方に表がございます。例えば、熊本県の方を選択してもらうとか、

その中から生産向上、着底促進、こういったものをチェックしていただくと。右の図、ここ

を拡大すると大きなものが出てきます。この中で、クラムマットというのが下にございます

けど、これは網袋による稚貝の促進を促すものでございますが、ここをクリックすると、そ

れぞれ事業の内容等が出てくるということでございます。 

 また、もう一つ、推定着底場ということで、それぞれ青の濃い丸があるのですけど、ここ

もクリックしていただくと、そこの場所での水深とか底質データ、そういったものがこの場

所から読み取れるというような形で、将来、母貝団地の造成をする上では、より効果的な選
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定の可能性ができるということで、そういったものの機能を備えているということでござい

ます。 

 最後になりますけど、６ページ、データベースの利用者でございます。 

 これにつきましては、データベースにはいろんな情報が入ってくるということも含めまし

て、現段階では、原則としては、国、有明海沿岸の４県及び４県漁業団体の本所までという

ことで考えているところでございます。 

 資料６については以上でございます。 

（会長） 

 次に、議事次第(4)平成30年度予算概算要求について、農水本省農村振興局から説明をお

願いいたします。 

（農村振興局） 

 それでは、資料８の平成30年度予算概算要求につきまして御説明いたします。 

 概算要求につきましては、有明海再生対策ということで、お手元の頭の１ページにありま

すとおり、今年度、平成29年度と同様に平成30年度要求におきましても17億6,500万円とい

うことで要求をさせていただいております。 

 内容につきましては御承知のとおり、この有明海の再生に向けた環境保全、改善と水産資

源回復といったことを踏まえまして、環境調査、増養殖対策、それから漁場改善対策という

ことで行うものでございます。 

 ５つほど柱立てしておりますけれども、農水省の中で農村振興局及び水産庁ということで、

２局庁で実施しております。また、実施先につきましては、国が直接実施するのが２番にあ

ります国営干拓環境調査、５番の基盤整備実証調査、それから４県の地方公共団体等への委

託といたしまして、１番の特産魚介類生息環境調査、それから、同様に定額補助でございま

すが、３番の技術開発事業。あと、４番のアサリ等の生産性向上実証事業ということで、民

間団体等ということで予定をしております。８月の概算要求から12月の成立に向けて、現在、

財務省と折衝中でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
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（会長） 

 本日説明を予定しております議事については、一通り説明が終わりましたので、議事次第

(5)の意見交換に入りたいと思います。 

 これまでの説明を通しまして、御意見等ございますでしょうか、お願いいたします。 

 いかがでしょう。 

（委員） 

 まず、お礼を申し上げたいと思いますが、各県の取組の中で、福岡県のアサリの増殖につ

いては、本当によくもこうなったなという感じがいたします。これも、こういう環境改善の

ための取組の一環として応援していただいた農水省、水産庁の皆さん方のおかげと思います。

ありがとうございます。 

 確かに有明再生の兆しは始まっていると私自身思っているわけでございますが、その中で、

未だ佐賀県の西南部海域とか、また、一部分的には、やはりいろんな研究成果は出ているけ

ど、やっぱりまだまだわからないことが、一杯あるやないかというような漁民の気持ちは、

まだ拭い去れないものがあります。 

 そういう中で、こういう貴重な発表がありましたデータベース等々を利用しながら、やは

り日々変わる有明海の環境を把握し、そして、正確に漁民にその状況を伝える、そしてまた、

そういう研究成果を実現していただく、そういうふうな研究所といいますか、そういうふう

な有明海４県の専門的なものを作っていただけたらいいなというようなことがあります。 

 いわゆる今は、今日もありましたように、西海区研究所が協力という形で説明がありまし

たけれども、協力ではなくて、専門的に有明海の状況を把握すると。このデータベースのも

とに、そういう機関ができれば、まだまだ、我々漁業者としては助かっていくんじゃなかろ

うかと。今後の漁場環境の改善、研究によって、まだ成果が上がっていくんじゃないかとい

うような気持ちを強く持っているものでございますので、このことについて、ぜひ検討課題

としていただければと思います。 

 当初、参加した頃に、私はいつもアサリの種苗生産を人工的に作る場所を作ってもらいた

いということは何回か言ったことあります。実際、天然稚貝が発生しなかったものですから、

そういうことで、ぜひ国の応援によってそういう施設を作ってもらったら回復が早くなるか

と思っていましたが、このことについては、おかげさんで今のところ、じゃんじゃん増殖す
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る状況にありますので、それはそれで良かったなと思っているんですが、専門的なそういう

機関を作っていただいて、そういう不安を解消していただくというようなことは、今後の再

生にとっては大事なことであろうと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

（委員） 

 先ほど来、特に資料４において、それぞれ各県の取組について、各県から色んな平成28年

度、また平成29年度に向けての取組等が紹介されましたところでございます。それぞれ各県、

非常に熱心に取組を行われて、一部は成果も出ているなというような気もしているところで

ございます。 

 特に、佐賀県の方について、資料４の７ページにアゲマキに対する取組というようなこと

で、担当者の方から大まかな説明がありました。実はこのアゲマキの種苗生産については、

長年の研究機関のおかげで種苗生産が確立をしてきたところでございます。また、それを放

流して、ちゃんと地先に根付かせるというような事業が、本当に根気よく根強く行われまし

て、ここにあるような結果が、今現在出ているところでございます。 

 今年度、平成28年度に少し生産をしようかというような話もありましたけれども、実はア

ゲマキ貝は生産するにはある程度のサイズがどうしても必要だということで、大体７㎝を基

本としているところでございます。そういった中で、一応、今までずっと調整委員会で規制

をかけて禁漁にしております。そういった形で、何とか今年度の８月で期限が切れたわけで

すけれども、その後、生産しようかという話も一部ありました。しかし、また、秋に産卵す

るというようなことも言われておりますので、それまで待って、来年の５月いっぱいまでは

禁漁しようというような形をとりまして、委員会指示をしまして規制をかけております。 

 これはなぜかといいますと、アゲマキ貝、私の小さい時から思っているのですけど、夏の

貝ですものね。冬場も居ますけれども、肉質がどうしても冬場になると柔らかくて、おいし

くないと以前から私どもも思っていました。そういった形の中で、６月１日を目処に生産を

しようということに、今現在のところなっています。それで、来年の５月31日までを禁漁に
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しようということでしております。 

 それと、次のページにウミタケ貝、いわゆるクロミル貝ですけれども、これも私も長年、

海に出て、ずっといろんな海の環境を見てまいりましたけれども、この貝が潮の流れの良い

ところ、それから、漁場の浚渫、作澪等が行われた場所には必ず生息するわけですね。そう

いったことを踏まえまして、このような事業を。そしたら、そういった場所を選んでやって

みようということでやったのが、この資料４の８ページに書いてある試験的なことです。 

 それで、その結果は相当数生息しているということで、今年、ねじ棒、いわゆる伝統漁で

すけれども、海底に棒を差し込んでねじって採ると。それともう一つは、簡易潜水器を使っ

て貝ごと採るというような方法がありますけれども、これも一部生産できないかというよう

な意見もありましたけれども、これもまた秋に産卵するだろうということを踏まえまして禁

漁にして、試験操業だけをやっております。そして、大体、数日間して、市場に持っていっ

て、結構な値段も付いている関係上、来年が楽しみだなということもありますけれども、こ

ういった事業も、それぞれの他の場所にも生息場所があるわけですから、そういったことも

やってもらいたいということで県の方にもお願いしてやっているところでございます。 

 そういった形で、先ほどもありましたように、いろんな形で二枚貝なり、少しはそういっ

た兆しがあっておりますので、引き続きこういった事業、それから、色んなその地区地区に

応じたような研究なりは、ぜひ続けてやってもらいたいなという気持ちは持っておりますの

で、ぜひこういったことも予算の裏付けとしてちゃんとしてもらえばというように思います。 

 以上です。 

（会長） 

 それでは、次、いかがでしょうか。 

（委員） 

 今、言われたように、各県である程度の実績が出てきております。そういう中で、私が思

うには、もうこういった形で、本当に大規模な事業をやりたいということです。 

 それでもう一点は、資料２にいろんな二枚貝の浮遊幼生、着底した場所、それが丸印で書

いてあって、どういう漁場に着底したのか。今、言われたように、いろんな覆砂事業をして、

アサリの着底が相当出てきたと。そういう中で、漠然と熊本の１とか２とか、どのくらいの
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着底があるという中で、普通の漁場に着底した量がどのくらいなのか、覆砂した漁場にどの

くらい着底したのかということで、そういう稚貝が本当に漁場環境の良い場所にしか着底が

できないんじゃないかということを私は思っております。 

 だから、国の方、水産庁あたりがなかなか無理な場面があると思うのですけど、各県、漁

協あたりとそういうところの調査をしっかりやっていただいて、どういうところに着底する

のかというところが出てくれば、そういう漁場作りを各県やることができるんじゃないかと

思っておりますので、引き続きそういうところにもしっかりと目を配ってやっていただけれ

ば、またしっかりとした事業ができるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

 では、次、お願いいたします。 

（委員） 

 現在の事業について、４県協調の取組を初めとして、一定の成果、効果が上がっていると

して評価しております。ありがとうございます。 

 ただ、現在の事業に留まることなく、かねてから要望もしておりますけれども、事業の拡

大について前向きに検討していただきたいということを申し上げておきます。よろしくお願

いします。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。次、お願いいたします。 

（委員） 

 このたびの北部豪雨の時には、漁場にごみや流木がたくさん出てきたのですけれども、そ

れによってアサリの回復に影響が出ないかというような心配があったんですけれども、この

点には御配慮いただきまして、おかげさまで被害無く育っているということで感謝を申し上

げたいと思います。 
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 このアサリなんですけれども、先ほどから説明ありましたけれども、稚貝の発生が見られ

まして、それを管理して育てていくことで、一部は漁獲して販売ということにつながってお

ります。今後、この資源を再生産して維持、増大できるような技術的な面、それから実証面

でもしっかり取り組んでいきたいと思っているところであります。 

 それから、タイラギですけれども、産卵量の絶対数が少ないということで、母貝団地作り

を行っていきたいと考えておりますけれども、アサリにしろ、タイラギにしろ、浮遊幼生の

分布状況や発生量というものが再生産の指標、取組の指標になるのではないかと思われます

ので、今後とも引き続き見ていく必要があるのかなというふうに思っております。 

 それから、ガザミにつきましては、放流に対する漁業者さんの期待というのが非常に大き

いものがあります。有明海の共通資源ということで認識ができておりますけれども、今後、

有明海全体での放流や管理など、技術的な面をさらに検討して、安定した生産に結びつけて

いただきたいというふうに考えております。いずれにしろ、こういった取組を、引き続き支

援をしていただきたいということでよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

 では、次、お願いいたします。 

（委員） 

 先ほど、発言がありましたとおり、これまでの取組により資源回復の兆しがだんだん見え

てきている、４県共通の魚種に限らず、特にうちの県ではアゲマキが25、26年ぶり、ウミタ

ケが10年ぶりに漁獲が目の前に見えてきたということで、こういったものもしっかりと着実

に実績に結び付けることによって、全体として有明海の資源回復が着実に進んでいるという

ふうになると思いますので、引き続き国の方からも御支援をお願いしたいと思います。 

 また、タイラギとアサリはナルトビエイの食害で、非常に問題となっております。特に、

タイラギについては、昨年、久しぶりの漁獲を期待したのですけれども、食害により５年連

続休業という形になってございますので、これにつきましても引き続き御支援をお願いした

いと思います。 
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 いずれにしても、この資源回復につきましては、関係者が連携しながら息の長い対策を

しっかり打っていくことが必要かと思いますので、国におきましては、引き続き、強いリー

ダーシップのもと、予算確保等に御尽力をお願いいたします。 

 以上でございます。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、次、お願いいたします。 

（委員） 

 我々の県につきましては、他県さんほど生産の回復について定量的には表れていないもの

の、この会で調査をしていただきまして、４県連携という調査、そして協調、こういった

テーマに基づきまして、今回、基礎データにあり、現状把握と分析が進んでいるものと思い

ます。改めて感謝申し上げます。 

 一方、先ほど発言が出ましたけれども、やはりこういった調査、知見をさらに深めて、今

度は広域的な漁場改善や対策につながるような調査研究、実証事業、このようなものを引き

続き進めていただけたら思っております。 

 以上でございます。 

（会長） 

 では、次、お願いいたします。 

（委員） 

 ナルトビエイにつきましては、当県でも駆除と防止という車の両輪で進めているところで

す。防止につきましては、いろんな水産庁の多面的機能発揮事業等をいただきまして実施し

ているところですが、駆除も水産庁さん、農政局さん、それと単県でも少し予算を取って継

続してやっておりますので、この駆除体制を継続していただければというふうに思います。 

 それと、アサリ資源について、ちょうど連携で始めた頃に資源が一部回復してきたという

ところですので、なぜこの資源が増加したのか、単にＭ２分潮が大きかったというようなこ
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とも考えられるのじゃないかと思いますけど、環境省の総合調査評価委員会の方が、これが

パブリックされたレフリーのいる学術論文としてまとめないと、評価委員会の席上に上げな

いというような考え方がございますので、ぜひ、今回アサリが増えた要因について、どなた

か、４県でも良いと思うんですけど、レポートにまとめていただいて、こういう理由だよと

いうことを言っていただければなというふうに思います。 

 また、データベース化の事業につきましては、従来から西水区水産研究所の方でもかなり

一生懸命やられていて、色んなデータがＧＩＳ上で見られるようになってきていますので、

これにつきましても使えるようなものにしていただいて、皆さん使っていければなというふ

うに思います。 

 以上です。 

（会長） 

 各県の皆さんありがとうございます。 

 先ほど委員の方から、アゲマキとウミタケについて禁漁期間のお話がございました。１点

確認させていただきたいのですが、この後、記者発表、今回の協議会の概要について記者の

方々に御説明する手順になっておりますが、その場で今おっしゃいました５月までとか、そ

ういう禁漁期間の設定のお話ですけれども、それはもうオープンにして良い内容でございま

すでしょうか。 

（委員） 

 良いと思いますけどね。ちゃんと委員会指示を全漁家とか、県民にもしているはずですの

で、良いと思います。 

（会長） 

 わかりました。ありがとうございます。 

（委員） 

 これは県内でもアゲマキ、ウミタケは久しぶりの実質的な漁獲を期待できるということで、

県でも来年の漁獲に向けて、事前に調査等を実施するための９月の補正予算まで組んで、こ
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の２つとか、ナルトビエイ対策について、県独自の予算を組んでいますので、着実な成果と

いう形で、オープンにされて良いのではないかと思います。 

（会長） 

 では、県予算の方も加えてお話をさせていただければと思います。 

 いかがでございますか。 

 よろしければ、それでは、本日いただいた御意見も踏まえて、成果が上がるような取組に

なるよう、引き続き各種取組は進めさせていただきたいと思いますので、引き続き皆様方の

御支援、御協力をお願いいたします。 

 それでは、次の議事に移らせていただきます。 

 議事(6)その他でございますが、何かございますでしょうか。事務局から何かありますか。 

（九州農政局） 

 それでは、委員の皆様に御連絡をさせていただきます。 

 本日の議事については、事務局において議事録を作成いたします。その後、委員の皆様方

に御確認をいただいた上で、九州農政局のホームページに掲載させていただきたいと考えて

おりますので、どうぞ御協力をよろしくお願いいたします。 

 また、本日御説明しました資料についても、議事録と同様、九州農政局のホームページに

掲載させていただきますので、御承知お願いいたします。 

 以上です。 

（会長） 

 それでは、議事はこれで終わりますが、ここまでを通しまして、委員の皆様方から特に何

かございますでしょうか。 

（委員） 

 ちょっと聞きたいのですけど、私が思うに、この有明海は非常にヘドロがたまり込んで、

なぜ溜まるのだろうかということが、未だちょっと私も分からないんですよね。だから、そ

のダムで堰き止められたせいなのか、良い砂が来ないのか。溜まる一方で、有明海はもうヘ
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ドロ、砂あたりが河川から大雨が降るたびに流れ込むということで、将来的に、この有明海

の地盤はどうなっていくのだろうかということをちょっと懸念するのですよね。だから、今

日は農水省、水産庁が来られているのですけど、これは環境省、国交省も含めて、今後、有

明海の環境を考えるにあたっては、各省合同でしっかり考えていただきたいと思います。 

 このヘドロがおそらく、どこの県もマイナスになっているのじゃないかと。二枚貝云々も

なかなか浮遊幼生が相当居るのだけど、着底する場所、良い漁場が直ぐそういった状況に

なってしまうのじゃないかということで非常に懸念しております。 

 私は熊本県で、有明海と不知火海、八代海の方を持っていまして、八代海は、もう以前は

ノリもアサリも相当採れていた漁場でした。しかし、今はノリ生産者も以前何百という生産

者がいた中で、今はもう３名です。そういう不知火海の二の舞にならないようにしっかりと

やっぱり考えていかないといけないなということを思っておりますので、今後ともよろしく

お願いします。 

（会長） 

 それでは、今、委員の方からお話がありましたが、ちょうど農村振興局と水産庁からも見

えておりますので、それぞれ、今日の協議会の県並びに漁業関係者の皆さんから出た意見を

踏まえて、一言何かございましたらコメントをお願いいたします。 

（農村振興局） 

 今、委員からあったお話もございます。それに、途中、先ほどの意見の中に、データベー

スの話もいただきましたけど、いろんな正確な情報とかそういうのを積み上げて、次の成果

につなげていく。また、専門的にしっかり状況を把握していくことが必要じゃないのかと。

その上で、息長く成果を積み上げていく、実績を上げていくということが再生ということに

つながっていくし、資源回復ということが重要だという話をいただいた。 

まさにいただいたような御意見のとおり、私もそう思っております。 

 そういう観点から、研究所という観点については、今も西海区水産研究所の方で、有明セ

ンターの方で有明特措法案ができて15年ぐらい経って、その間、着実に色んな研究、取りま

とめをやってきてもらっております。そういう成果がようやく、今、一つ一つ成果に結びつ

いてくるような状況に、特に皆さん、県、また、漁協さんの御協力によって、ここ数年来の
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ところでいろんな答えが出てきている。そういうふうな気持ちを持っておりますし、その出

てきている成果を次につなげていけるようにということで、来年度の予算要求、財務省と折

衝しておりますけれども、その中でも、長い間やってきているじゃないかと、その成果につ

いてどうなのかというふうに言われている中で、いろんなものが出てきましたと。それを次

につなげる重要なステージなのですという説明をさせていただきながら、次の予算の展開と

いうことに持っていきたいと。 

 そういうことで、今日も色んないただいた御意見というのはありがたく思っております。 

 特に、出されたアサリとかウミタケの話、また、アゲマキの話とか、これは１つ漁獲につ

ながってきた形だと思っていますし、タイラギについても、非常に禁漁の厳しい状況が続い

ておりますけれども、今日、県からの御報告なり、当方から説明した中にも、種苗の大量生

産について技術的な目処が付いて、さらに中間育成をし、さらに垂下養殖であったり、食害

対策を施せば生き残って、次の資源につながるような状況も見えてくる。こういう次の出口

に向かって、では、そこに行こうという状況も出てきているということ。こういうことも合

わせて財務省と折衝しておりますし、そういうものが来年度の予算の中で、より皆さんのお

力をいただきながら実績を上げられるような形にしていきたいと思っています。 

 それにあたって、１点、息の長い取り組みなり、今あったヘドロの話もあります。これに

関連して、この３月に有明海特別措置法に基づいて環境省の評価委員会というのが、報告書

をまとめました。一回その前にまとめたのが平成18年にまとめておりますので、10年ぶり位

にまとめたわけですけれども、その中に、皆さんの色んな御意見もいただいて、最後色んな

ものをある程度盛り込むことができたと思っています。この評価委員会の取り組みというの

はまとめて終わったというわけではなくて、次に向けた課題というようなものを残しながら、

引き続き行われるだろうと我々は思っておりますし、その中に我々の行っている調査、皆さ

んと行った成果、そういうものを反映させていくということがこれからも重要だと思ってお

ります。 

 そこで出てきた成果を、有明海特措法の基本方針というのを国が定めるのですけれども、

そういうところにも反映して、次の取り組みに活かしていくというような動きに、今後なっ

ていくのではないかと思っておりますので、そういう有明海特措法の大きな枠組みの中で、

しっかり我々も取り組んでいきたいと思っています。 

 先ほどヘドロの話がありました。特措法の評価委員会の中では、流域の河川からの土砂供
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給の経年的な状況の変化、確かに、従前、河川で随分、川砂を採ったというような経緯が

あって、そのような観点から土砂供給量はどうなのか、どういう影響を与えるのかという議

論もされてきております。その上で入ってくるもの、さらに出た先の海の状況として、底質

がどう変化しているのかということも、蓄積したデータをもとに評価をしていくということ

になっています。 

 海域の方において、今、大きな一方的な底質の変化というのは見られないという環境省の

今回の委員会の報告にはなっておりますけれども、底質の環境については、災害の時に大き

な土砂流入があって、海域が変化しているというような状況も、非常に分かりやすい状況の

中で、ここ数年来起きているところもあると思っておりますし、継続的にデータを取りなが

ら、また我々が作っているデータベースみたいなものも、うまくまとめればそういうところ

に資料として提供しながら、息長く物を見ていく基礎になるのでなないかと思っております。 

 引き続き、各省合同でという話がございました。話が長くなりましたけれども、この協議

会でいろいろ議論させていただいているものだけではなく、ここで出てきた調査の結果なり

成果を環境省の委員会とか、違う場にもきちっと活用していこうと思っておりますし、論文

としてまとめられるものは、先ほど、委員の方からもありましたけれども、論文としてまと

められるものは、我々もまとめて、成果として活用できるようにしていきたいと思っており

ますので、今、申し上げたような調査、成果を活かして行くにあたっては、また、皆さんの

御協力無しにはできませんので、引き続きその辺は我々も汗をかきながら頑張ってまいりま

すので、御協力をお願いしたいと思っております。 

 最後、お願いになってしまいましたけれども、農水省農村振興局の考えている思いとして

受け止めていただければと思います。 

 あと、ちょっと補足的にお話を、もし水産庁からいただければ。 

（会長） 

 では、水産庁、一言お願いいたします。 

（水産庁） 

 今日のお話を聞きながら、まだ小さい芽ではありますけれども、幾つか成果が出てきてい

るという、この時こそ、その成果を大切に育てていって、大きな成果につなげていくという
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ことが大切だというふうに考えておりますので、これからも皆様方と意見交換をしながら対

応していきたいというふうに考えております。 

 委員の方からありました有明専門の研究所をというお話ですけれども、今、今日も来てい

ただいておりますが、有明海・八代海漁場環境研究センター、これは場所こそ有明海という

ことではないかもしれませんけれども、まさに専門の研究所ですので、ぜひこのセンターの

知恵も活用しながら進めていきたいというふうに、今後もやっていきたいというふうに思っ

ております。 

 それから、最後に、委員の方からもヘドロの話がございまして、関係省庁合同で考えて欲

しいということでした。農村振興局の方からもお話がありましたが、環境省の評価報告書が

出て以降、これについて関係省庁で何度か意見交換も行っておりますし、あと関係県の方と

も意見交換をさせていただいているところです。ぜひとも水産庁としても関係省庁、関係者

の皆さんで、有明海の再生に向けて色々とできることはやっていきたいというふうに考えて

おりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

（会長） 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

（委員） 

 研究所の設置について、今、確かに一生懸命やっていただいているということはよく分か

ります。その経過をもって今の状況になったということも分かっているつもりでございます

が、有明海４県には、この海のことだけで一生懸命働いた研究所の職員さんとかおられます。

だから、専属の本当に有明海を知るチームを作っていただきたい。そこが一番大事なこと

じゃなかろうかと。専門家の中でこういうデータベース化は、それはそれとして、そうだっ

たからこういう形ができたと思いますが、これを利用するということは、やっぱり昔からこ

の海を知っている、そういう学者さんが必要と思うのです。だから、そのために専属のチー

ムを作って、これをもっともっと強くしていただくというようなことが私の主張でございま

すので、よろしくお願いしておきたいと思います。 

 それと、先ほどのヘドロの問題なのですが、確かに、現実的に、当時のダムの建設は、

やっぱり間違っていたと思います。このことについても、今後、ぜひ我々も有明海のプロ
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ジェクトチームの中で、今、環境省、国交省とも対面しますので、このことも追及していき

たいと思っておりますので、どうぞ御後援のこともよろしくお願いいたします。 

（会長） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、これで議事について終了いたします。活発な意見交換ありがとうございました。 

 進行を事務局にお返しします。不慣れな司会でございましたけれども、スムーズな進行に

御協力いただき、誠にありがとうございます。 

（九州農政局） 

 本日は委員の皆様方におかれましては、長時間にわたり御審議いただき、誠にありがとう

ございました。 

 本日の審議概要については、この後に予定している記者説明会で説明をさせていただきた

いと思います。 

 これをもちまして、第24回有明海漁場環境改善連絡協議会を終了させていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 


