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有明海漁場環境改善連絡協議会（第26回） 

議  事  録 

１．日 時：平成３０年１１月５日（月） １３：５７～１６：１７ 

２．場 所：福岡ガーデンパレス １Ｆ ガーデンホール 

【議事内容等】 

（九州農政局） 

 それでは、定刻より少し早いのですが、ただいまから、有明海漁場環境改善連絡協議会

（第26回）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。 

 議事に入る前に、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回目の協議会において、委員の皆様方に協議会の公開の是非に

ついてお諮りし、協議会冒頭の会長挨拶まで公開することになっております。 

このため、マスコミの皆様方におかれましては、協議会冒頭の会長挨拶が終わりました

ら、御退室をよろしくお願いいたします。 

 また、協議会終了後、当ホテル３階の「阿蘇の間」において、本連絡協議会の事務局長で

あります九州農政局農村振興部長から、記者の皆様への説明を行います。それまで、３階ロ

ビーでお待ちいただき、16時10分までに「阿蘇の間」にお集まりいただきますよう、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 なお、記者説明会々場「阿蘇の間」には、15時30分頃から入室が可能となっております。 

 それでは、開会に当たりまして、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）  

 本日は、ノリの種付けが始まり、大変お忙しい中、有明海漁場環境改善連絡協議会に御出

席いただきましてありがとうございます。委員並びに関係者の皆様方におかれましては、有
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明海における二枚貝類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

御礼申し上げます。 

 本連絡協議会は、有明海の環境変化の要因究明、漁場環境の改善のための調査などにつき

まして、その手法及び効果的な実施のための意見交換を行い、有明海再生の道筋を明らかに

するとともに、有明海の水産資源の回復、海域環境の改善等、有明海沿岸４県が協調した取

組について意見交換を行い、その具体的な取組の推進について、有明海の再生に資すること

を目的として設置しております。 

 平成27年度から実施しております４県協調の取組では、昨年度までの３年間の成果も見ら

れ、福岡県ではアサリの推定資源量が大幅に増加しています。 

また、佐賀県でもアゲマキ漁が22年ぶりに再開されたり、ウミタケの試験操業が行われ

るなど、資源回復の兆しが見えつつあります。 

 本年度からは、タイラギの種苗生産及び母貝団地造成の取組など、各県ともこれまでの成

果を踏まえて、より効率的、効果的な取組を進めていただいているところであります。 

 本日は、平成29年度までに実施した各種取組の成果及び本年度の取組状況につきまして、

国及び各県から説明していただき、意見交換を行いたいと考えております。 

九州農政局といたしましても、本日の意見交換を踏まえ、引き続き、議論してまいりた

いと考えておりますので、関係者の皆様におかれましても、更なる御尽力、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、有意義な協議会となりますよう、御協力をお願い

し、開会の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、マスコミの皆様方の御退室を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。 

 議事次第、出席者名簿、座席表がございます。そして、資料１「協議会の規約改正」、資

料２－１「二枚貝の浮遊幼生に関する取組」、資料２－２「タイラギの種苗生産及び母貝団

地造成の取組」、資料２－３「タイラギ・アサリ等対象種毎の取組」、資料２－４「現地実
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証等の取組」、資料２－５「有明海の環境変化の要因に関する調査」、資料３「平成31年度

予算概算要求」、資料４－１「情報提供（水産庁）」、資料４－２「情報提供（（国研）水

産研究・教育機構）」、資料１（参考）「協議会の規約改正」、資料２－３（参考）「タイ

ラギ・アサリ等対象種毎の取組」、資料２－５（参考）「有明海の環境変化の要因に関する

調査」、以上、15の資料となります。 

 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。 

 本日の連絡協議会は16時までを目途としておりますので、御協力のほど、どうぞよろしく

お願いいたします。 

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

 局長、どうぞよろしくお願いいたします。 

（会長） 

 それでは、議事次第に沿って進めさせていただきます。 

 本日の議事は、(1)の規約改正について、(2)の平成30年度の取組状況について、(3)の平

成31年度予算概算要求について、そして最後に、(4)情報提供についてでございます。 

 まず、議事の(1)としまして、規約改正について九州農政局から説明をお願いします。 

（九州農政局） 

 資料１「協議会の規約改正」について説明いたします。 

 資料１の１ページを御覧ください。 

 資料１は、１ページから６ページにわたり、有明海漁場環境改善連絡協議会の規約の現行

と規約改正案を左右に記載しております。そして、赤い文字で変更箇所を示しています。 

 今回の改正点は２ページになりますが、規約の第８条第５項に基づいて設置しております

連絡協議会の幹事会構成委員の一部変更です。 

 その変更箇所が５ページになります。 

 ５ページには、別表に幹事会委員を記載した表がございます。今回の規約改正については、

幹事会の構成委員のうち、現行の「両開漁業協同組合組合長」を「沖端漁業協同組合組合長」

に変更する内容であります。 
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 以上で規約改正についての説明を終わります。 

（会長） 

 資料１の規約改正の説明について、何か御意見はございますか。特によろしいでしょうか。 

 それでは、お諮りしますので、御承認いただけるということでよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」の声あり〕 

 それでは、続きまして、資料２から資料４までを通して説明させていただき、その後、ま

とめて御意見等を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 まず、議事の(2)平成30年度の取組状況についてのうち、資料２－１「二枚貝類の浮遊幼

生に関する取組」について、資料２－２「タイラギの種苗生産及び母貝団地造成の取組」に

ついて、九州農政局から説明をお願いします。 

（九州農政局） 

 それでは、資料２－１「二枚貝の浮遊幼生に関する取組」、資料２－２「タイラギの種苗

生産及び母貝団地造成の取組」について説明しますが、その前に、前回の協議会で決まりま

した、本年度の４県協調の取組につきまして、基本的な考え方を説明いたします。 

 お手元に、有明海沿岸の４県と国が協調した有明海再生の取組と題したパンフレットを配

布しております。このパンフレットの中に、平成30年度の４県協調の取組の基本的な考え方

という１枚紙の資料を挟んでおりますので、この資料とパンフレットを用いて説明したいと

思います。 

 最初に、１枚紙の資料を御覧ください。 

 この資料は、本年３月に開催しました有明海漁場環境改善連絡協議会（第25回）の資料で 

す。本年度につきましては、平成27年度から平成29年までの４県協調の取組で得た知見を踏 

まえて、この資料の下の図に記載しておりますとおり、タイラギとアサリを４県協調の重点 

魚種とし、タイラギとアサリ以外の魚種については、各海域の環境に応じて各県の重点魚種 

として定め、資源回復に向けた取組を推進することとしております。 

 次に、今後の主な取組内容を説明したいと思いますが、パンフレットの５ページと６ペー

ジを御覧いただきたいと思います。 

 パンフレットの５ページと６ページの上段には４県協調の重点魚種であるアサリとタイラ
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ギについて、今後の主な取組内容を記載しております。特に、アサリについては、広域的な

再生産サイクルの形成に向けて、有明海全体で十数箇所の母貝場造成の取組を推進すること、

タイラギについては、有明海全体において、本年度から３年間で合計２万個体の母貝団地の

造成に向けて、人工種苗の生産体制の整備等に取り組むこととしております。 

 本日は、このパンフレットも参考にして説明をお聞きいただきたいと思います。 

 それでは、資料２－１「二枚貝類の浮遊幼生に関する取組」について説明いたします。 

 資料２－１の１ページを御覧ください。 

 有明海では、二枚貝類の資源が減少しています。このため、有明海沿岸４県と国が協調し、

西海区水産研究所の協力を得て、平成27年度から浮遊幼生の発生状況等について調査をして

きました。 

 本年度も、有明海に調査地点を設け、調査方法等を定めて、アサリとタイラギの浮遊幼生

の調査について実施しているところでございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 浮遊幼生の調査により確認しました浮遊幼生については、成長ステージ別に大きさを測定

して区分しております。孵化直後からＤ型幼生、アンボ期、フルグロウン期と区別しており、

フルグロウン期幼生は着底前の幼生となります。 

 ３ページを御覧ください。 

 ３ページには、本年の春、４月から６月までのアサリの産卵期において調査をしました浮

遊幼生の調査結果を整理しております。 

 浮遊幼生のうち、Ｄ型幼生初期の出現状況を図－１に、フルグロウン期幼生後期の出現状

況を図－２に整理しております。また、下段の図－３と図－４は、過去２か年の調査により

確認した、それぞれの浮遊幼生の平均個体数を整理したものです。これらの図の中の各調査

地点に記載した青い円グラフが大きいほど、その調査地点の浮遊幼生の出現個体数が多いこ

とを意味しております。 

 本年度と、過去２か年の調査結果を上下の２つの図を見ることで比較していただきますと、

本年春のアサリの浮遊幼生の出現個体数は、過去２か年の平均個体数と比較して少なかった

ことが分かります。この要因については、資料にも記載しておりますが、本年はアサリの産

卵時期が早かったことによるものと考察しているところでございます。 

 次に、５ページを御覧ください。 
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 本年の６月から９月に、同じように調査したタイラギの浮遊幼生の調査結果を、アサリの

調査結果と同じように整理しています。本年度のタイラギのＤ型幼生初期の出現状況を整理

した図－９、フルグロウン期幼生後期の出現状況を整理した図－10、それから、過去３か年

に出現した浮遊幼生の平均個体数を整理した図－11、図－12をアサリの浮遊幼生と同じよう

に、上下に見て比較していただきたいと思います。 

この結果、本年のタイラギＤ型幼生の出現密度は低いのですが、その出現個体数は過去

３か年に出現した平均個体数よりも増加していることが分かります。フルグロウン期幼生の

出現は確認できておりませんが、タイラギの浮遊幼生の出現個体数については、増加傾向に

あることが確認できます。 

 次に、７ページを御覧ください。 

 ７ページには、アサリの浮遊幼生のネットワークの形成に向けた取組内容を記載しており

ます。平成27年度から有明海沿岸４県と国が協調して、浮遊幼生の挙動を推定するシミュ

レーションモデルを構築し、このモデルを使用して、アサリの浮遊幼生のネットワークの解

明を行ってきました。この取組によるデータの蓄積を７ページの図に示しております。 

 図が３つありますが、一番左側の図は、有明海にアサリの浮遊幼生の供給ネットワークが

あることを示しております。例えば、この図で福岡県の地先、赤い線で囲んだ地域から、佐

賀県、長崎県、熊本県などの地先に矢印が出ております。これは、福岡県地先で発生したア

サリの浮遊幼生が佐賀県、長崎県、熊本県の地先に浮遊し、着底するというネットワークが

あることを示しています。 

また、中央の図と右の図では、構築したモデルを用いて推定したアサリの推定産卵場と

浮遊幼生の推定着底場を赤い点で示しているところです。 

本年度は、このモデルを活用しつつ、推定した産卵場や着底場等において母貝団地の造

成を進めて、課題の抽出や改善策の検討を行っていくこととしております。 

 以上が資料２－１の説明になります。 

 資料２－２「タイラギの種苗生産及び母貝団地造成の取組」の説明に入りたいと思います。

資料２－２の１ページを御覧ください。 

 資料２－２の１ページは、「１．平成30年度以降のタイラギの取組方針」となります。こ

こでは、先ほど説明しました、今後３年間で合計２万個体のタイラギの母貝団地の造成を目

指すことについて記載しております。 
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 「２．平成30年度の種苗生産及び中間育成の状況」の内容についてですが、本年度の種苗

生産の結果について報告をします。 

 本年度、種苗生産に各県取り組んでいただきましたが、採卵には成功したものの、着底稚

貝の生産には至らなかった状況であります。一方で、水産研究・教育機構から浮遊幼生の提

供を受け、福岡県では約4,000個体の着底稚貝の生産に成功しています。種苗生産について

は、今後、来年度に向けて課題を抽出し、改善方策等について関係者で検討していくことと

しているところです。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 ２ページは、タイラギの母貝団地造成に向けて取り組んでおります移植について、各県の

状況をまとめて整理しております。福岡県では、10月時点で移植したタイラギの約80％の生

残が確認できている状況などを記載しております。 

 一方、長崎県では、本年の７月豪雨に伴い、移植したタイラギがへい死してしまいました

が、その要因等については、有明海から諫早湾内に低塩分濃度の海水が大量に浸入して、低

塩分濃度が長時間継続したことによるものと考察しています。このことについては、４ペー

ジに整理しているところです。 

 以上で、資料２－２の説明を終わります。 

（会長） 

 続きまして、資料２－３「タイラギ・アサリ等対象種毎の取組」につきまして、各県から、

平成29年度までの主な取組成果及び本年度の調査状況について説明をお願いします。 

 なお、今回からは、取組の状況をより詳しく説明させていただくために、プロジェクター

を用いて説明させていただきます。説明につきましては、１県当たり、準備等を含めて15分

程度ということで、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の順で説明をお願いします。 

 それでは、福岡県から説明をお願いします。 

（福岡県） 

 福岡県の対象種毎の取組事例について説明させていただきます。 

 まず、この冒頭の写真となりますが、後ほど説明の方にも出てきますが、アサリの増殖の

取組として実施しております稚貝の移植放流のための稚貝の採取状況の写真となります。 
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 福岡県における有明海再生の取組としましては、資源回復の必要性が高いタイラギ、アサ

リ、アゲマキ、ガザミ、エツの５つの魚種を対象に、生息環境の調査や増養殖、底質改善な

どに関する技術開発、環境調査を実施しております。 

 最初にタイラギの取組です。先ほどの説明と重複するところがありますので、多少、省略

させていただきたきます。 

 今後の目的としましては、有明海沿岸４県で３年間、合計２万個体の母貝団地の造成を目

標として取り組むこととしております。 

 これまでの、平成27年度から平成29年度の成果となります。 

 まず、タイラギの食害防止技術の開発ということで試験を行ってきました。タイラギにつ

きましては、春から冬にかけて、いろんな要因でへい死します。この中で、春から夏にかけ

ての減耗は食害によるということが分かってきました。 

そのために、この写真の中にもありますように、食害を防止するための被覆カゴを、移

植したタイラギの上に被せて育成することで、生残率７割以上という成果が得られました。 

 しかし、食害による減耗というのは、春から夏にかけ、その後、立ち枯れへい死が起きて

減耗してしまいます。そのために、冬まで生残させていくための育成技術の開発ということ

で、海中育成ネット方式というものを開発しまして、春から夏の食害に加え、秋以降の立ち

枯れへい死を防止することができました。この結果、夏を乗り切ることができましたので、

この育成期間中、夏に成熟・産卵していることが確認できております。 

 これは、育成方法別の生残率を示したグラフとなります。対照区、そのままタイラギを直

植えしたものが黒い線で示したものです。春から夏にかけては食害に遭って、夏には全てへ

い死するような状況です。先ほど紹介しました被覆カゴを被せて育成すれば、９月まで高い

生残率で生残することが分かっておりますが、その後、立ち枯れへい死が起きてしまい、12

月までにはへい死してしまうという状況でした。 

 それに対して、海中育成ネット方式で飼育しますと、青のグラフで示したように、春から

冬までの間、６割以上のタイラギの生残が確認されました。 

 今後の課題ということで、現在、浮遊幼生と着底稚貝が極めて少ない状態にありまして、

着底後も、食害や立ち枯れへい死などにより減耗するというのがタイラギの現状です。この

ため、タイラギ資源は低位な状況にあり、現在、漁獲までには至っておらず、資源回復のた

めには、産卵母貝数の確保が必要という課題が残っております。 
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 それでは、この課題解決に向けて、本年度からの主たる取組について説明します。 

 まず、１つ目として、タイラギの種苗生産及び中間育成技術の開発に取り組んでおります。 

本年度につきましては、約4,300個体の着底稚貝を生産することができ、現在、海上で中

間育成を実施しているところです。 

 また、これとは別に、水産研究・教育機構の方から分与していただいた着底稚貝約５万個

体について、海上において中間育成を実施しているところです。 

これは種苗生産の様子です。左上の図ですが、種苗生産については、福岡市西区にあり

ます県の水産海洋技術センターで実施しております。上の右の写真が種苗生産を実施してい

る施設となります。下の右のものが50日ほど経った稚貝でありまして、一番下の左側の写真

が種苗生産できた殻長１㎜の着底稚貝となります。 

 中間育成は、この着底稚貝を、福岡県の南部にあります大牟田市の三池港に搬送しまして、

下の左の写真にあります中間育成施設に収容しております。育成方法としましては、右上の

写真にありますように、カゴにタイラギを収容し、飼育しております。 

 右下の写真ですが、現在、中間育成中のタイラギにつきましては、まだ、極めて小さいも

のですから、良い写真がありませんでしたので、これは昨年度の中間育成時のタイラギの写

真を掲載させていただきました。 

 このような形で、殻長５㎝～８㎝ほどの大きさになるまで、三池港の中で中間育成をし、

その後、沖合の漁場に移植するということを計画しております。 

 主たる取組の２番目、タイラギの母貝団地の造成です。 

 殻長８㎝～10㎝のタイラギの母貝を本年３月から５月にかけて海中育成ネットに収容して

設置しており、10月時点で80％が生残しています。 

 それと、これまで移植したタイラギの生息状況の調査を行い、母貝場としての効果を把握

していくことを実施しております。 

 本年度の取組の位置図です。母貝の育成場としましては、大牟田市沖の人工島周辺におい

て左下にあります青いネットのようなものにタイラギを収容して、真ん中の写真ですが、海

底に設置し、網の上に取り付けた浮きによって海底から立ち上がっている状態で育成を行い

ます。 

 次に、アサリの取組です。 

 まず、目的としましては、アサリ資源の回復の鍵となります有明海全域での広域的な再生
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産サイクルの形成を目的に実施しております。 

 これまでの成果の１つ目です。平成27年の覆砂漁場を中心にアサリの稚貝が大量に発生し

ております。平成27年10月の調査では最大１万個体／㎡を超えるような密度の稚貝の発生が

確認できた漁場がありました。 

 成果の２つ目としましては、このような高密度に発生したアサリ稚貝を有効に、かつ、母

貝場としても拡げていくことを目的としまして、密度管理のための移植放流を実施しており

ます。 

まず、アサリ稚貝を高密度に発生した漁場から他の漁場への移植。これは平成27年度か

ら平成29年度の３か年で、802トン実施しております。次に、共販事業により成貝を取り上

げ、適正な密度を維持し、３㎝以上の大きさになったアサリについて、適正な密度になるよ

うに、計画的に取り上げて共販事業を実施した結果、３年間で約260トンの水揚げ、金額と

しては１億700万円の水揚げがありました。 

 このような取組を継続的に実施した結果として、まず、稚貝の移植放流ですが、地図中の

青い部分のところが稚貝が高密度に発生している漁場です。こちらから稚貝を取り上げて、

緑色に示した他の漁場に放流して、移植を実施しております。右下の写真が一番冒頭の写真

で、漁業者の方で取り上げた稚貝を他の漁場に運んで、放流している状況です。 

 このような取組を継続的に行った結果、生息密度の高い範囲が徐々に拡がってきておりま

す。まず、左側の図ですが、アサリの生息密度が高い青い部分や、濃い緑色の部分というの

は、本県の筑後川河口の漁場のところに１か所だったものが、１年後の平成28年３月には、

違う漁場にも拡がり、又、本年３月にも徐々に拡がっていくというような形で、生息密度が

高い範囲が拡大してきました。 

 このような結果、アサリの資源量は、平成27年の春に比べて、本年３月の資源量は約39倍、

１万トンを超える資源量にまで増大しました。 

 合わせて、漁獲量につきましても、年々増加しておりまして、最新の農林水産統計のデー

タですが、平成28年の漁獲量は511トンと、平成26年の7.3倍にまで増加しております。平成

29年、本年につきましては、更に増加する見込みとなっております。 

 成果の３つ目です。これまでは、増殖の実際的な取組でしたが、採苗、育成技術の開発と

いうことで、技術開発の方にも取り組んでおります。 

 まず、着底基質、網袋の設置により高い採苗効果が確認されております。また、本県の地
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先というのは、この写真にもありますように、やはり、泥質が多い漁場でありますので、設

置した後の網袋が埋没してしまうという問題がありましたので、その埋没対策の技術を開発

しました。 

 これは漁業者の方による網袋の設置の状況です。埋没を防止できる技術ですが、このよう

に写真の左下に黒い板のようなものが見えますが、これは二重底のプレートというもので、

あらかじめ、現地盤に設置し、その上に網袋を置くことによって、長期間埋没することなく、

採苗効果が維持されるという成果が得られております。 

 次からは、本年度からの主たる取組について説明します。 

 まず、漁場環境改善のための覆砂事業です。これは水産公共での取組ですが、本年度は実

施面積約75haの覆砂を実施しております。 

 取組の２番目としまして、放流場所、時期等に応じた最適な放流技術の開発ということで、

本年度も、先ほど紹介しました稚貝の移植放流を実施しており、これまでに511トンの稚貝

が移植されております。右の図は平成27年度からの稚貝移植放流量の推移を示しており、平

成27年度から本年度にかけ、年々、稚貝の放流量は増加しております。 

 取組の３番目としまして、これまで設置した稚貝着底基質、網袋の母貝機能の調査を実施

しており、網袋の中に入っている稚貝の数や大きさ、成熟状況を調査しております。 

 取組の４番目としまして、保護区設定などの資源管理に活用するため、秋と春、２回の資

源量調査を行っております。秋については10月に行っておりまして、現在、調査の取りまと

め中です。春の調査につきましては、来年３月を予定しております。 

 ５番目の取組としまして、保護区内のアサリの成貝の共販事業として、本年度も実施し、

余りにも高くなった密度の漁場から成貝を取り上げて、共販として販売を行っており、本年

度の取り上げ量は135トン、水揚げ金額は5,100万円余りとなっております。 

 本年度からは、産卵母貝、又、稚貝の保護区域を設定している箇所を１か所増やして、４

か所で保護区を設定しております。これは、共同漁業権の行使規則に基づきまして、漁業権

者であります福岡有明海漁連において保護区を設定し、管理されております。 

 次に３つ目の魚種として、ガザミの取組について説明します。 

 目的としましては、ガザミ資源増大のための効果的な放流技術の開発及び移動生態の把握

となります。 

 これまでの成果の１つ目です。効果的な放流技術開発として、ＤＮＡ解析の結果、夏に放
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流した種苗が、早いものでは10月には有明海の中で漁獲され始め、多くは翌年に漁獲される

ということが分かってきました。 

 次に、移動生態の把握ということで、本県では抱卵したガザミや脱皮直後の個体であるヤ

ワラと言われる個体を漁業者の方で再放流しておりますが、この個体が放流した場所の他、

湾中や湾口、又、遠くは橘湾にまで移動して再捕され、ガザミが改めて有明海沿岸４県の共

通資源であるということが明確になっております。 

 また、後ほど写真が出てきますが、ガザミの背中に水温や水深を測るセンサーを取り付け

て放流し、それを回収した結果、冬に水温の高い深い湾口や湾央の方に移動したガザミにつ

いても、春に再び北上していることが確認されております。 

 今後の課題ですが、ガザミは、現在、Ｃ３と言われる甲羅の幅が10㎜程度の大きなサイズ

による種苗放流が推奨されていますが、今後は、低コストで大量に放流するため、小型種苗

の効果の把握が必要となっております。 

 また、産卵親やヤワラ個体の再放流を、外部標識を取り付けて行っておりますが、その効

果の判定が不十分でありますので、こちらについても、ＤＮＡの標識技術を活用した効果判

定が課題となっております。 

 本年度の主な取組です。 

 取組の１番目です。ガザミの種苗放流技術開発のための種苗放流を行っております。まず

は、Ｃ１と言われる小さなサイズを37万尾、従来のＣ３と言われる甲幅長10㎜のサイズを3

2.5万尾、いずれも本年６月から９月に放流しております。こちらの放流個体につきまして

は、過去に放流した分も含めて、再捕した場所や成長、成熟状況を調査し、回収率を推定し

ていく予定としております。 

 取組の２番目です。ガザミの移動生態調査のために、抱卵雌、産卵の親やヤワラ個体の背

中にペイントで標識を取り付けて放流しております。また、一部、水温や水深を測れるセン

サーを取り付けて放流しました。 

 取組の３番目としましては、これらの抱卵雌やヤワラ個体の再生産効果把握のためのＤＮ

Ａの採取を行っております。この地図中の青の部分が種苗の放流場所です。真ん中のガザミ

の写真ですが、写真のように、甲羅のどこで放流したのかというようなペイント標識を取り

付けて放流しております。右側のタグのようなものが水温、水深センサーということで、こ

のガザミの写真のように標識を付けた中に、緑色の線で白いタグを背中に取り付けられてい
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るものが見えますけど、このように、水温、水深センサーを取り付けて放流し、移動生態を

把握しております。下の写真が放流された小さな放流種苗の写真となります。 

 最後に、エツの取組について報告します。 

 エツの目的として、その資源増大のため、漁協で実施可能な種苗生産の高度化と効果的な

放流技術の開発の取組を行っております。 

 これまでの取組の成果です。 

 １番目は、種苗生産の技術開発ということで、種苗生産において、初めて配合飼料による

餌付けに成功しました。これまで、エツという魚につきましては、生物餌料を用いてしか種

苗生産できなかったのですが、平成29年度までの調査において、配合飼料への切り換え飼育

が可能ということが示唆されました。 

 ２番目です。放流技術につきましては、天然の稚魚や餌の分布量の調査から、放流の適正

な時期としては７月中旬、放流に適した場所は河口から上流16㎞ということが分かってきて

おります。また、耳石に含まれる微量な元素の解析から、エツの同じ親が３回、１歳、２歳、

３歳となるまでの３回、河川に遡上してきていることが分かってきております。 

 現在の課題です。 

 生産性を更に高めるため、配合飼料への切り替え時期や給餌回数、量の検討が必要となっ

ております。 

 また、放流技術につきましても、更に適正な条件を把握するために、放流日や時間と潮汐

との関係の検討が課題となっております。 

 これは、取組の位置図となります。種苗生産は筑後川を遡った場所にある下筑後川漁協の

生産施設で実施しております。右下の写真が配合飼料に餌付いた稚魚の写真です。 

 本年度の主な取組ですが、実際、エツの種苗生産というのは、夏までに終了していますの

で、ある程度、成果が見られております。まず、栄養強化を行ったアルテミア給餌試験にお

いて、生残率は32％と、本年度も非常に良好な成果が得られました。 

また、日齢15日、生まれてから15日からの配合飼料転換試験の結果、給餌回数が多けれ

ば多いほど、生残率低下のタイミングが、後にずれてくるということが判明しております。 

 福岡県からの説明は以上です。 
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（会長） 

 ありがとうございました。 

 続いて、佐賀県からの説明をよろしくお願いします。 

（佐賀県） 

 それでは、佐賀県の対象種毎の取組事例について説明させていただきます。 

 この写真は、本年６月に22年ぶりに漁獲されましたアゲマキの放流の写真と、漁獲された

アゲマキの写真となっております。 

 それでは、佐賀県における有明海再生の取組としまして、水産資源の回復を図るため、資

源が減少している主要魚種６種を対象に、種苗放流や増養殖、底質改善などに関する技術開

発、環境調査を実施しております。 

 本日は、その６種のうち、タイラギ、アサリ、アゲマキ、ウミタケについて説明させてい

ただきます。 

 まず、タイラギですが、目的は、４県協調で同じとなりますので、省略させていただきま

す。 

 これまで佐賀県では、平成27年度より３か年で母貝団地を造成していくということで、他

県産の母貝を、累計４万個体移植し、これまでの生残率は、約70％で推移しておりました。

 その移植したタイラギにつきましては、いずれの年度でも成熟しており、放卵・放精して

いることを確認し、資源添加に寄与したものと考えております。 

 また、漁場造成としまして、グラブ船による効率的な浮泥除去方法の有効性を確認してお

ります。 

 移植貝の生残率の推移ですが、このように、平成27年５月に移植したものが翌年の秋、産

卵後となりますが、生残率70％となっております。 

 また、移植貝の放卵・放精ですが、このように産卵前に左側の赤い部分の卵が、産卵後に

無くなっているということを確認しております。 

 浮泥除去につきましては、これまで、平成８年から平成12年の間に覆砂を行った漁場に浮

泥が堆積しておりました。左の図の真ん中が覆砂の砂になりますが、上に浮泥が堆積してお

り、それを、グラブ船により散逸させるという調査を実施しております。その結果、本年度

の調査におきましても、浮泥が散逸しているということを確認しております。 
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 課題としては、移植貝の生残は良いものの、他県産の移植貝の確保が困難な状況であり、

安定的な人工種苗の確保が必要であること。タイラギ漁は６年連続休漁となっており、有明

海全体のタイラギ資源の状況把握が必要であるということで、本年から、タイラギの種苗生

産及び中間育成技術の開発として、本年は種苗生産にチャレンジしましたが、着底稚貝の生

産には至りませんでした。そのため、現在は、水産研究・教育機構から分与いただいた着底

稚貝約２万個体を海上及び干潟域において中間育成を行っております。 

 また、母貝団地造成としまして、昨年度、水産研究・教育機構で人工的に生産されました

稚貝を用いて、600個体を海底に移植しており、本年10月時点で生残率５％となっておりま

す。 

 また、これまで移植したタイラギの生息状況や成熟状況の調査を行い、母貝団地としての

効果を把握するとともに、有明海全域での生息環境及び浮遊幼生の調査を行っております。 

 こちらが本年度の取組実施の図になりますけれども、青で示した場所が母貝団地造成箇所、

緑で示した場所が浮泥除去を行った場所となっております。 

 タイラギ種苗生産につきましては、本年５月下旬から８月中旬にかけて、約3.5億粒の卵

を用いて、計８回の幼生飼育を実施しました。しかしながら、本年度は稚貝の生産に至らず、

最長飼育期間は30日、最大殻長は約300マイクロとなっております。 

 種苗生産以降の取組としまして、現在、水産研究・教育機構より提供いただいた約２万個

体の稚貝の中間育成を行っております。中間育成試験を海面と干潟域で行い、５㎝サイズま

でに成長後、干潟又は沖合に移植し、有明海沿岸４県で、３年間で合計２万個体の母貝を造

成していきたいと考えております。 

 続きまして、アサリの取組について説明します。 

 アサリ資源の回復の鍵となる全域、広域的な再生産サイクルを形成することを目的として

おります。これまでの成果としまして、平成27年度からの取組において、平成19年以降、漁

獲実態の無かった佐賀県太良町の糸岐川河口において、約10年ぶりにまとまった漁獲が得ら

れまして、糸岐アサリブランドが復活しております。 

 また、生息の環境におきまして、網袋の中で現地の貝と礫が最適であることを確認してい

るとともに、網袋の移設や被覆網を敷設することによりまして、対照区、天然漁場と比べ、

生残率が大幅に向上することが判明しております。 

 課題としましては、県内の主要なアサリ漁場である太良、糸岐は石混じりの漁場でありま
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すので、その特性を活かした産卵母貝の保護育成が必要であること。安定的かつ持続的な漁

獲のため、漁獲量増大に繋げるための資源量の把握が必要であることが課題となっておりま

す。 

 このため、本年度より、効果的な食害対策手法の検討としまして、天然漁場での網袋、被

覆網及び投石漁場でのアサリの生息調査を実施しております。 

 また、来年１月に予定していますが、安定した再生産サイクルの構築に向けて、佐賀県の

主要漁場である太良町地先全域でのアサリ資源量の調査を行う予定としています。 

本年の取組位置図ですが、こちらの太良町の多良川と糸岐川河口周辺において行います。 

 写真のとおり、アサリ漁場としましては、網袋の設置や、昨年度に造成しました投石漁場

を比較調査していきたいと考えております。 

 続きまして、アゲマキの取組について説明します。 

 アゲマキ資源の回復のため、種苗量産及び大量放流技術を開発、母貝集団を増大し、再生

産サイクルの創出することを目的としております。 

 これまでの成果としまして、平成27年から平成29年の３か年で８㎜サイズ・470万個体の

種苗を生産し、放流を行っております。 

 その成果としまして、鹿島市周辺では、放流貝から生まれた稚貝の大量発生が確認される

など、再生産サイクルによる資源回復の兆しが見られております。 

 この図は、これまでの累積放流個体数と放流貝由来の稚貝発見個体数の表となっておりま

す。この青で示した棒グラフが、これまで累積放流してきたアゲマキとなっておりまして、

平成29年度までに、1,000万個体を超える貝を放流しております。 

 また、放流貝由来の稚貝の発見につきましては、平成27年度より急激に増え始めまして、

平成28年度、平成29年度につきましては、発見個数が1,000個体を超える状況となっており

ます。 

 こちらが稚貝の大量発生の図となっておりまして、佐賀県の鹿島市周辺に放流した貝から

生まれた、天然に着底した貝が大量に発見されております。こちらは、アゲマキが棲んでい

る巣穴となっております。 

 このような取組の結果、本年６月に15日間ではありますが、22年ぶりのアゲマキの漁獲再

開に至りました。こちらが、漁獲状況及び選別の状況です。15日間で約820㎏の漁獲となっ

ております。 
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 こちらが、有明海漁協直売所「まえうみ」において、本年６月９日にアゲマキの販売を

行った時の写真となります。22年ぶりのアゲマキの販売ということで、県民の多くの皆様が

列を作って並んでいただき、整理券が開店30分前に無くなるほどの大盛況でありました。 

 しかしながら、いまだ、アゲマキの資源回復は一部の漁場となっており、再生産が確認さ

れ、資源の回復が見られているものの、本格的な漁獲の再開のためには、更なる資源量の増

加が必要であること。また、平成29年度は、種苗生産が不調となり、いまだ、人工種苗生産

が不安定でありますので、安定的かつ大量生産に向けた更なる技術開発が必要となっていま

す。 

このため、本年度の取組としましては、種苗量産技術の安定化に向けた取組を継続して

行っております。本年９月から種苗量産を開始しており、８㎜サイズ・200万個体の放流に

向け、現在、飼育を継続しております。 

 また、佐賀県海域全域での放流による母貝団地の造成ということで、佐賀県だけではなく、

かつての生息漁場でありました福岡県地先にも放流を拡大し、資源回復の取組を加速化して

いきたいと考えております。 

 本年度の放流場所の位置図としましては、現在、資源が増加している鹿島市周辺はもとよ

り、太良町、又、佐賀市や福岡県海域にも放流を行っていきたいと考えております。 

 最後に、ウミタケの取組について説明させていただきます。 

 有明海特産貝類でありますウミタケにつきましては、平成19年度より禁漁の状況でありま

すので、平成27年度から漁場造成の実証等により、ウミタケの資源回復を目的とした取組を

行っております。 

 これまでの成果としましては、平成27年度の調査において、ウミタケが生息しやすい海底

地形及び海底環境の把握を行いました。また、浮遊幼生調査を行ったところ、８地点の平均

で最大10個／㎥の浮遊幼生も確認しております。 

 そこで、平成28年度に浚渫と盛土を組み合わせた漁場造成を行ったところ、平成29年４月

の調査におきまして、漁場造成を行った箇所で、最大40個／㎡以上の生息を確認しておりま

す。 

 また、平成29年度より試験的に漁獲されたウミタケについて、試験出荷の結果、市場及び

流通関係者から高い評価を得ております。こちらが平成28年度に造成した漁場に生息してい

るウミタケとなりますけれども、このように、白い花、象の鼻と呼ばれるように、海底から
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水管の伸びた状況で生息しております。 

 本年度につきましては、合計で約260㎏漁獲し、試験出荷しておりまして、最も高いもの

で１箱28,000円の値が付いております。 

 試験操業につきましては、平成28年度に漁場造成をした図が早津江川河口域になりますが、

このように、３方向に分かれる浚渫土を使った盛土区を造成しました。 

 平成29年度は、この浚渫と盛土を行った場所でなければウミタケの生息は確認されなかっ

たのですが、本年３月、４月の生息状況調査では、その生息域が拡大していることが判明し

ました。 

 課題としましては、ウミタケ資源の回復が確認されたものの、いまだ、漁獲再開には至っ

ておらず、種苗放流と漁場造成を一体的に取り組むことが必要となっております。 

 そのため、本年度よりウミタケの種苗生産の技術開発、着底稚貝10万個体の生産と放流を

目標に、本年10月より親貝採捕を行い、現在、種苗生産を行っているところです。 

 また、漁場造成の技術開発ということで、浚渫、盛土による傾斜の造成を、有明海西部海

域で本年８月に行ったところです。 

 さらに、造成漁場における種苗放流技術の開発としまして、種苗生産で得られた着底稚貝

10万個体を放流する予定としております。 

 こちらの青い部分が平成28年度に造成した区ですが、赤い部分が本年に漁場造成した場所

となっております。 

 人工種苗及び放流技術の開発としましては、卵から生まれて着底稚貝になった貝を、この

ように、浚渫や盛土の漁業造成を行った場所に放流し、資源の増大を図っていきたいと考え

ております。 

 佐賀県からの説明は以上です。 

（会長） 

 ありがとうございました。 

 続いて、長崎県からの説明をよろしくお願いします。 

（長崎県）  

 長崎県では、この左下になりますけれども、７魚種を対象として取組をしているところで
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すが、このうち、タイラギ、アサリ、ガザミ、マガキの４種について、これから説明を行い

ます。 

 それぞれの魚種の取組の場所については、スライドのとおりです。 

 まず、タイラギの取組ですが、目的につきましては４県共通でありますので、タイラギの

ネットワークの強化に向けて取り組んでおります。 

 これまでの成果ですが、種苗生産技術につきましては、平成27年から平成29年の３年間で、

人工種苗が中間育成までの生残率を含め、25％という成果が得られています。 

 人工種苗を用いた移植試験では、移植時期が早い試験区ほど、生残や成長が優れることを

確認しております。 

 また、移植試験ですが、平成27年９月に小長井地域で移植した42㎜種苗につきましては、

平成28年の12月には、漁獲サイズである170㎜に成長し、平成29年12月には、生残率が19％、

平均188㎜で成熟・産卵を確認しております。これが、稚貝から成熟を確認したタイラギの

卵巣までの写真です。 

 課題としましては、安定した種苗の生産技術が必要ということで、まず、そちらを進める

ということにしております。 

 本年の主な取組としましては、種苗生産技術として、水産研究・教育機構から分与いただ

いた着底稚貝約1.5万個体を、海上などで中間育成をしております。これが、中間育成前の

種苗と中間育成の陸上での状況となります。 

 種苗生産状況としましては、採卵３億8,000万個体。それから、幼生飼育については1,700

万個体行いましたが、稚貝の着底には至らず不調となっております。 

 先ほども国から報告がありましたとおり、母貝団地造成につきましては、12㎝のタイラギ

種苗2,000個体を移植したところ、最初の１か月は好調でしたが、本年７月の豪雨により、

全てへい死しております。 

 このため、水産研究・教育機構から殻長12㎝のタイラギを280個体分与いただきまして、

干潟への直植え、又、今度はリスク分散ということで、筏において垂下を行っております。 

 左の図の赤い部分が干潟の直植えの２か所、青が筏の垂下ということで、右側がそれぞれ

の作業の写真となっております。 

 続きまして、アサリの取組になります。 

 アサリにつきましても、目的は福岡県、佐賀県と同様、広域的な再生産サイクルの形成に
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向けて取り組んでおります。 

 これまでの成果ですが、瑞穂地先では地盤高0.5ｍで採苗密度が高いということ。それか

ら、網袋での採苗につきましては、周囲の４～60倍ということで、この左の赤丸で囲んでい

るところが地盤高0.5ｍの地盤ですが、一番左の一番小さい黒のところが10個体/㎡というこ

とで、青と赤が網袋。青は網袋の中身がケアシェルというカキ殻を砕いて、それをもう一度

固めたもの。赤は砂利ですけれども、最大で60倍の採苗密度があったという結果が得られて

おります。 

 また、網袋で増殖した場合につきましては、商品サイズに達するには、通常１年かかるの

ですが、網袋では、250日に短縮されたことを確認しております。 

 それから、網袋については、従来の養殖種苗に比べ、３倍の高生残率ということと、餌料

環境が良ければ、２㎏／袋の収容が可能という結果が得られています。 

 網袋養殖につきましては、このように、延縄式でロープに袋を付けた形で養殖試験を行っ

ております。 

 課題としましては、商品サイズまで生育することはできるのですが、諫早湾内の餌料環境

が良くないということで、それの改善。それから採苗場所、時期の検討が必要であるという

こと。更に実用化に向けて、省コストの技術開発が必要ということが課題となっております。 

 本年度の取組ですが、生育状況の調査ということで、１か月毎にアサリ稚貝の着底状況な

どを調査しております。これまでの状況ですが、赤いグラフが本年の分になりまして、大体、

着底時期が６月から８月になっていますが、８月のところで概ね１万個体／㎡ということで、

本年度は、現在のところ、やや良好な状況ではないかという考察をしております。 

 ２つ目の取組としましては、網袋の増殖技術の採苗を、更に良くするためにはどのように

改善すべきかということで、現在、写真のように網袋を設置しまして、いろいろな条件、時

期や地盤高を変えた中で、採苗調査を実施しているところです。 

 ３つ目の取組としましては、先ほども述べましたが、実用化に向けてということで、現在、

採苗しているものについて、実用的な規模で実証試験を行うということで、本年10月から開

始する予定としております。 

 最後の取組ですが、アサリの母貝場造成ということで、覆砂した漁場のイメージとなりま

す。右側のところで、これは、採苗したものとは別に、購入したアサリを投入し、生残や成

長を調査するということを、本年12月から開始することとしております。 
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 本年の取組として、アサリにつきましては、小長井と瑞穂地先を予定しております。 

 続きまして、ガザミの説明となります。 

 ガザミの目的につきましては、長崎県は種苗生産にも力を入れておりますので、種苗生産

の省コスト、簡易的な種苗量産技術の開発と、ＤＮＡ標識を用いた放流技術の開発の２つと

しております。 

 これまでの成果としまして、種苗生産では、止水・アルテミア法と放流サイズであるＣ３

の10㎜を生産し、量産規模での有効性を確認しております。 

 また、ＤＮＡの標識放流による、放流個体の検出ということを成果としております。写真

ですけれども、上の左が種苗生産をしている水槽、その右にガザミが付いていますが、網、

いわゆるシェルター、付着器ということで、ガザミを効率的に作るため種苗生産を行いまし

て、種苗放流は下の写真となっております。 

 課題としましては、種苗生産において、更なる省力化、栄養強化ということで開発を行っ

ています。 

 また、放流につきましては、有明海沿岸４県の連携によって種苗放流の適地、適サイズの

検討が必要であるということが課題となっています。 

 本年度の取組の１つ目ですが、種苗生産では、先ほどの止水・アルテミア法の中で、アル

テミアという餌を給餌している栄養強化の手法を、より効率化するということと、先ほど説

明しました付着器、シェルターの設置の方法等の検討を行うこととしております。 

 それから、これは種苗放流ですけれども、ＤＮＡ標識の有効性が確認できたということで、

有明海沿岸４県の放流群の放流効果推定、放流手法の検討を行っております。 

 ガザミにつきましては、秋から夏にかけて産卵し、時計回りの方にゾエア、Ｚ１からＺ４、

メガロパ、ＭＧ、稚ガニ、Ｃ１からＣ５、Ｃ６までの生活史があります。種苗生産をＣ３ま

で行う中で、従来の方法では、最初はワムシという餌を給餌し、途中から孵化アルテミアを

給餌していますが、現在行っている止水・アルテミア法は、最初からワムシを給餌せず孵化

したアルテミアを給餌する。途中から栄養強化のアルテミアを給餌するということで、歩留

まりが良いということ。また、成長、生残という形で良い方法ですけれども、このアルテミ

アの栄養強化の仕方については、非常に値段が高いため、これを安くするという工夫を、こ

れから検討するようにしております。 

 ＤＮＡの標識につきましては、現在、行っておりますが、いろいろ標識を付けた中で、そ
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れぞれ有明海沿岸４県で放流した個体が、どこで獲れているかというのが分かるようになっ

ています。 

左側が平成28年となりますが、例えば福岡県で放流したものが福岡県地先では59尾獲れ、

長崎県地先の方でも２尾獲れ、熊本県地先の方でも13尾獲れたということで、どこで放流し

たものが、どこで獲れているかというのが分かる状況になっています。これを継続する中で、

放流場所、時期、サイズの検討を行っていくことにしております。 

 もう一つ、小型ガザミにつきましては、実際に放流したガザミを、もう一度、再放流する

こと。それから、卵を抱えているガザミの卵を一部採って、もう一度、再放流するとＤＮＡ

により分析できますので、これがまた、次にどこで獲れているかということで、漁業者の方

で取り組んでおられる再放流や抱卵ガザミの放流が、どのような効果があるかということを

検討していくこととしております。 

 続きまして、カキの取組となります。 

 カキにつきましては、目的は、マガキの養殖技術開発を行い、生産性を向上するというこ

とです。 

 これまでの成果としましては、シングルシード。いわゆるバラバラにしたカキをカゴ等に

入れて養殖するものですが、その生産工程モデルを確立しました。生産としては、８月の種

苗が大きいほど、生残率が高いということを確認しております。 

 それともう一つ、10㎜種苗をバスケットカゴで用いて飼育するということが一番良いとい

うことで、従来は25㎜の大きさの種苗を購入していましたが、この10㎜種苗は安価で小型と

いうことで、こちらの方が収益性に繋がるということが分かっております。 

 横幅で概ね70㎝位の楕円形のバスケットカゴを、支柱を立てて、その間にワイヤーを張っ

て垂下すると、波にゆらゆら揺れて、カキの端先がある程度ぶつかることで、形状が良くな

るということ。それから、付着物が付きにくいという特徴があるため、このバスケットカゴ

を用いて行っております。 

 課題としましては、カキの付着物として、フジツボ等が多いということで、これを軽減す

る対策が必要であるということ。それから、事業化に向けて、更なる飼育技術、方法の改良

が必要ということです。 

 本年度におきましては、生産工程モデルの実証ということで、小型種苗を用いたシングル

シードの収益性の検討試験を行っております。 
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 もう一つは、自主生産種苗を用いた垂下養殖試験ということで、現在、購入種苗を使って

いると述べましたが、これを早期種苗ということで、0.3㎜種苗を写真のような形で、付着

場に付いた小さい種苗があり、これを自分達で、10㎜位になれば剥離し、種苗として使うと

いうことで、これは、本年の結果ですが、自分達で剥離したものが、早い方の青。オレンジ

色がその後の６月で、通常種苗と同じ位の時期のもの。グレーが購入した10㎜のものですが、

成長については、購入したものと自主種苗で遜色がないということと、更に生残率では、早

期の自主種苗については、一番上が91％。自主生産の通常のものが69％。購入しているもの

が26％。これは、これまでも購入した種苗の生残率というのは、概ねこの位ということで、

これがはっきり継続するかどうかは分からないのですが、現在のところは、自主生産の方が、

明らかに優位な生残率が出ているということです。 

 それから、養殖適地調査ということで、こちらは小長井町の地先になりますが、４か所で

シングルシードの適地調査を行っております。小規模ですが、１か所当たり、こういう形で、

先ほど述べましたとおり、３ｍ間隔で３つ垂下しており、これを４か所で実施しております。 

 最後になりますが、付着物の軽減ということで、先ほど課題と述べましたが、イソギン

チャクがフジツボを食べるということで、イソギンチャクを培養し、マガキに付着させ、そ

れを飼育すると軽減できるということが分かっておりますので、この試験を継続することと

しております。 

 課題としましては、人工的にイソギンチャクを、こちらの写真のとおり、手作業で一個一

個付けていますので、これをうまくできるのかということと、イソギンチャクの大量培養と

いうことが課題となっております。 

 長崎県の説明は以上になります。 

（会長） 

 ありがとうございました。 

 続いて熊本県からの説明をよろしくお願いします。 

（熊本県） 

 熊本県における対象魚種毎の取組について説明します。 

 この写真は、本年４月から５月にかけまして、宇土市地先で、４県協調の取組と合わせて、
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宇土市のアサリの増殖の取組の成果が出たということで、20年ぶりに潮干狩りが開かれ、子

供たちが楽しそうに貝掘りをしている状況です。新聞等でも取り上げられました。 

 本県では、タイラギ、アサリ、ハマグリ、クルマエビ、ガザミ、マコガレイの６魚種の増

殖の取組を行っており、本日はタイラギ、アサリ、ハマグリ、クルマエビの４つの魚種につ

いて説明します。 

 まず、タイラギの取組についてですが、目的と課題につきましては、他の３県と同様です

ので省略させていただきます。 

 本県では、本年度より、新たに取組を開始しております。取組内容としては３つとなりま

す。 

まず、「①中間育成技術の開発」につきましては、水産研究・教育機構の方から分与し

ていただきました殻長５㎜の稚貝、約2.6万個体を本県の水産研究センターにおいて中間育

成を行っているところです。 

 次に、「②母貝団地の造成」につきましては、宇土市の赤瀬漁港内におきまして、平均殻

長12㎝の母貝を、垂下式で142個体飼育し、先週、産卵期が終わったということで、水産研

究センターの方に移送を行っております。 

 次に、「③柱状採泥による底質環境調査・生息状況調査、海底攪拌による底質改善」につ

きましては、調査を今月11月と２月に実施する予定です。海底攪拌につきましては、本年６

月と７月下旬から８月初旬の２回に分けて、４地区において実施済みです。 

 これは、それぞれの実施位置を示したものです。赤い点線で囲ったところが中間育成技術

の開発。黒い点線で囲ったところが母貝団地の造成の位置。青い点線で囲ったところが柱状

採泥や海底攪拌を行っている位置となります。 

 これは、先ほど述べました県水産研究センターにおいて、カラムを用いて中間育成してい

る状況です。 

 左下の写真の黄色っぽいものがタイラギの稚貝になっております。 

 続きまして、赤瀬漁港内の桟橋での飼育場所と、そのタイラギの生育状況の写真ですが、

ちょうど桟橋の辺りで中間育成を行ったところです。 

 これは、今後実施する生息状況調査と海底攪拌を実施した位置図となります。青く着色し

た四角の区域で海底攪拌を行いまして、赤い点がそれぞれのところにありますが、その付近

で潜水による柱状採泥、生息状況調査を行うこととしております。 
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 続きまして、アサリの取組についてですが、目的についてはタイラギ同様、他県と同じで

すので省略します。 

 これまでの成果としましては、３つ掲載しております。 

まず、「①漁業者による保護区の設定」では、対照区と比べまして、最大2.9倍の生息量

を確認しております。また、平成29年の漁獲量は平成27年の149トンの約４倍の640トンに増

加しております。これは、それをグラフに示したものです。 

 次に、「②人工種苗の育成及び天然採苗技術の開発」におきましては、150万個体の殻長

１㎜の種苗を殻長６㎜まで中間育成した結果として、生残率を約50％確保できているもので

す。また、網袋を設置して、１年３か月後、最大で1,375個／㎡のアサリを確認することが

でき、流況による採苗の効果に差があるということを確認しております。 

 これは、中間育成した人工種苗や育成に用いた施設の写真とその中間育成施設の模式図に

なります。この施設の手前側と奥の方に、水中ポンプを設置し、そこから水を外側に排水す

ることで、貝を収容しているカラムの底の方から海水が随時入ってくるということで、効率

良く、餌となるプランクトンを食べられるような仕組みになっています。 

 母貝団地の形成試験におきましては、設置した網袋の基質内に、最大２万8,000個体程度

の初期稚貝を確認しており、その後の継続調査において、基質内のアサリの肥満度が対照区

と比べ、高い傾向を示したことを確認しております。 

 これは、その実施区毎の結果です。２地区で２万個体／袋以上の採苗効果が出ていること

が分かります。 

 課題としましては、発生地区や量の年変動が大きく、資源や漁獲が不安定であることから、

稚貝の減耗防止の対策や親貝の保護・育成などによる資源の回復が必要と考えております。 

 本年度の取組につきましては、４つとなります。 

まず、「①高密度漁場からの稚貝移植による母貝団地の形成」では、菊池川、緑川河口

域の３か所において、試験区300㎡を設置し、現在、移植試験に向けて準備中です。 

 次に、「②保護区の設置による母貝集団の保護」では、緑川河口域の計３か所において、

保護区２万8,000㎡を造成し、その中で、被覆網、耕うん、カキ殻散布などの手法を用いて

試験を実施しているところです。 

 次に、「③漁場環境改善のための覆砂」では、公共事業として白川及び緑川河口域の３か

所において、覆砂を14ha実施しております。 
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 次に、「④人工種苗の活用技術の開発」では、緑川河口域に43万個体の殻長６㎜の稚貝を

放流しております。これは、それぞれの実施位置を示したものです。緑色の点線で囲ったと

ころが母貝団地の形成。赤い線のところが保護区の設置。そして、青い点線のところが公共

事業で覆砂を行っている場所。黒い点線で囲ったところが人工種苗の活用技術の開発の位置

となります。 

 この写真は、母貝団地の形成試験及び人工種苗の放流後の被覆網を設置している状況の写

真となります。これは、公共事業による覆砂の実施状況と、翌年以降、その場所でアサリの

増殖効果を確認している調査の状況となります。 

 続いて、ハマグリの取組となります。 

 目的は、ハマグリの資源回復のため、高密度生息場所において、保護対策を実施し、資源

量の増加・安定化を図るものです。 

 これまでの成果としては、漁業者による保護区を設定した稚貝の保護区においては、食害

防止や稚貝の集積効果により、生息密度が対照区と比較して３倍に増加したことが確認でき

ております。また、母貝の保護区の保護効果を検討した結果、被覆網を行った区においては、

保護効果が高いことが確認できております。この生息密度の調査において、対照区が100個

体／㎡と比較し、保護区では300個体と、対照区の３倍になっていることを示した図となり

ます。 

 次は、緑川河口域の保護区における生息密度の推移になります。平成29年の春から徐々に

増加傾向が確認されており、保護効果が出ていることが考えられます。 

 これは、保護区の母貝の残存率を示した図になります。赤い線で示した被覆網の区が、他

の手法よりも効果が高いという結果が出ております。 

 課題としましては、ハマグリの資源量は低位であり、稚貝の発生量も年変動が大きいとい

うことで、漁獲量も同様に不安定となっており、稚貝の減耗防止対策、母貝の保護による資

源回復が必要であると考えております。 

 このため、本年度の取組につきましては、「①河口域における生息密度の調査」を緑川河

口域と菊池川河口域で行っており、それぞれの調査結果として38個体／㎡、９個体／㎡と、

いずれも昨年度より増加しているということを確認しております。 

 次に、「②耕うん及び被覆網を用いた保護区の設置」については、その効果調査を緑川河

口域の計３か所で3,400㎡を造成しているところです。 
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 次に、「③天然採苗のための網袋等の設置及び採苗効果」については、現在、その効果を

調査しているところです。これは、取組位置の図となりますが、黒い点線で囲まれたところ

は生息密度の調査。緑の点線で囲まれたところは保護区の設置。赤い点線で囲まれたところ

は、網袋の設置を実施しているところです。これは保護区での被覆網の設置状況写真となり

ます。これは、保護区において腰巻きジョレンを使って干潟を耕うんしている作業の状況写

真となります。 

 続いて、クルマエビの取組となります。 

 目的は、クルマエビ資源の増殖のため、放流効果の向上に必要な放流適地、場所毎の適正

な放流サイズ、生息と漁場環境の関係性について明らかにすることとしております。また、

漁場環境の改善を目的とした海底撹拌を実施し、その効果を検証するということを行ってお

ります。 

 これまでの成果ですが、「①ＤＮＡ親子判別技術の開発」ということで、夏季に漁獲され

たクルマエビのうち、放流した人工種苗の混ざり具合が、多い時で約２割あるということを

確認しております。また、底質の硫化物が低い漁場では、クルマエビが多く漁獲されたこと

を確認しております。 

 次に、「②海底撹拌による効果」につきましては、砂分とクルマエビの採捕尾数が、対照

区と比較し、最大で7.6倍に増加したことを確認しております。この写真は、海底撹拌して

いる状況と、その使用器具の写真となります。課題につきましては、小型種苗の早期放流の

効果や、放流場所から漁場までの移動経路の把握、更に漁場環境の把握が資源の増殖には必

要であると考えております。 

 このため、本年度は、「①全長 14 ㎜のクルマエビ種苗約 500 万尾の早期放流」を行い、

その放流効果の調査と底質環境調査を行っているところです。 

 次に、「②干潟と沖合との段落ち部での海底撹拌」を、本年６月と７月下旬から８月上旬

にかけまして、４地区で２回実施しております。その後、海底撹拌の前後で底質や漁獲生物

の調査により、撹拌効果の把握を行っているところです。 

これは、取組位置図ですが、青い点線の囲いが種苗の放流を行っているところ。赤い点

線の囲いが海底撹拌を行うとともに、効果調査を行っているところです。この写真は、全長

14㎜の稚エビを干潟へ放流した直後の写真で、稚エビでも、砂に潜れるような場所を選定し

て放流を行っております。 
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 海底撹拌及び効果把握調査のイメージ図になります。干潟から沖合にかけての段落ち部の

海底を撹拌することで、放流したクルマエビや、そこで生息する貝類やエビ類等の増殖に繋

がるものと想定し、実施しているところです。 

 この写真は、効果把握のための漁獲調査をしている状況の写真となります。 

 熊本県からの説明は以上となります。 

（会長） 

 各県の皆様、大変分かりやすい説明、ありがとうございました。 

 続きまして、資料２－４「現地実証等の取組」につきまして、水産庁の方から説明をお願

いします。 

（水産庁） 

 それでは、資料２－４「現地実証等の取組」を御覧ください。水産庁による現地実証等の

取組内容をまとめております。 

 まず、１ページからですが、有明海漁業振興技術開発事業について説明します。 

 本事業は、有明海の特産魚介類について効果的な増養殖技術の開発を図ることを目的とし

て、平成21年度から実施をしていますが、現在、13種について取り組んでおります。 

 これは、各県への定額補助事業となっておりまして、先ほどの各県からの説明とかなり重

複しますので、私の方からは全体的な説明のみさせていただきます。 

 タイラギについてですが、まず、２ページからです。 

 有明海全体での母貝団地の造成を目指して、本年度から、４県協調の取組が始まっており

ます。 

 本事業では、人工種苗生産及び中間育成の技術開発を主に担っております。本年度からは、

長崎県に加えまして、福岡県及び佐賀県でも人工種苗生産技術の開発に取組を始めました。

 本年度は採卵不調、凝集によるへい死など、各県とも苦戦をしたところでありまして、今

後、対策究明を行い、来年度に備えることとしております。 

 中間育成につきましては、水産研究・教育機構から、各県それぞれ、２万から５万個体の

着底稚貝の分与を受け、各県の海域特性に応じた中間育成を行っております。この稚貝は、

来年度に造成予定の母貝団地に用いられることになります。 



- 29 - 

 ３ページですが、アゲマキについては、先ほど、佐賀県の方から大変詳しい説明がありま

したので、中身については省略をさせていただきまして、平成29年度までは佐賀県単県での

取組でしたが、本年度からは、福岡県でも母貝団地の造成を始めることとなっております。 

 この他、４ページのアサリ、５ページのハマグリ、６ページのカキについて、各県で取り

組まれているところです。 

 それから、７ページのウミタケ。これも、先ほど佐賀県の方から大変詳しい説明がありま

したが、本年度から、新たにウミタケについても取組を始めております。 

 次に、甲殻類です。これも説明がありましたように、ＤＮＡを標識とすることで、放流効

果の推定ということが可能になってきておりまして、８ページのガザミですが、現在、放流

に適したサイズ、時期、場所等について４県共同で検討を進めております。 

 それから、９ページのクルマエビですが、これまでに、本事業において適地、適時期、適

サイズでの放流の効果を確認しました。４県共同放流事業では、平成28年度から、この成果

に基づいた放流を行っているところです。 

 最後に魚類になりますが、10ページからです。 

 エツとなりますが、これも、福岡県の方から中身についての説明がありましたので省略さ

せていただきますが、エツの他、11ページのホシガレイ、12ページのトラフグ、13ページの

ヒラメやマコガレイについて、技術開発を行っているところです。 

 次に、引き続きまして、14ページ以降、有明海のアサリ等の生産性向上実証事業について

説明します。 

 この事業は、有明海におけるアサリ等の生産性向上のため、これまでの実証事業のうち、

特に効果が認められた技術を用いて、母貝の生息適地を造成・拡大する技術、稚貝を育成す

る技術、移植に係る技術、カキ礁の造成による貧酸素水塊軽減に係る技術開発を、実証事業

として実施し、漁場の生産力向上を図ることを目的としております。 

 14ページ、15ページに全体的な説明を載せておりますが、次の16ページから説明させてい

ただきます。 

 16ページ、17ページに記載されておりますのが、母貝に係る技術開発事業であります。母

貝に係る技術開発の最終的な目標は、母貝の生残と成長を向上させて産卵数を増加させるこ

とにより、生産性の向上を図ろうとするものであります。 

 16ページに、福岡県柳川地先への取組の説明が載っておりますが、これは、離底型連続カ



- 30 - 

ゴの設置高や基質の違いによる成長速度の違いなどを実証しているものです。 

 17ページですが、熊本県宇土市の地先住吉地区で、これは、小規模な高台覆砂や礫散布の

底質改善と被覆網を組み合わせることによって、母貝の生残率、肥満度の向上等を実証する

ものであります。 

 次に、稚貝に係る技術開発ですが、波や流れの強い礫浜における稚貝の確保を通じて、未

利用稚貝を有効活用して、生産性の向上を図ろうとするものであります。 

 18ページですが、長崎県島原地先猛島地区で取り組んでおりまして、稚貝の採取を効果的

に行うために、基質入りの網袋の設置場所、設置時期の検討を行うとともに、この場所での

稚貝の増産等の実証を行います。 

 次に、稚貝が高密度着生・集積して、そのままでは生産への寄与が低い稚貝を有効に活用

するための移植に係る技術開発を４か所で行っております。最終的にはこの技術開発を通じ

て、漁獲量を直接的に増加させ、生産性の向上を図ろうとするものであります。 

 １つ目は、19ページの福岡県柳川地先です。ここは、アサリの保護区を一部設定して資源

保護を実施している場所であります。ここを保護区としての種場、生息場を拡大するための

着生域周辺への移植等を実証します。 

 ２つ目は、20ページの佐賀県佐賀市の諸富地先であります。ここは、砂混じりの泥干潟で

ありまして、稚貝の集積する場所が存在することから、稚貝の生息域を拡大する手法の効果

の実証を行います。 

 ３つ目は、21ページの長崎県諫早市の小長井地区であります。ここは、地元産アサリの増

産に向けた効果的な採苗器の設置場所、設置時期の検討による効果的な稚貝の確保、県内他

地域から搬入した稚貝を含めた移植等を実証します。 

 ４つ目は、22ページの熊本県玉名市岱明地先であります。ここは他の事業で効果のあった

ボトル型容器を用いて浮遊幼生を効率的に確保することや、成長段階に応じた移植方法を実

証していきます。 

 それから、23ページのこの事業の最後になりますが、佐賀県の鹿島市地先で、カキ礁造成

による貧酸素水塊の軽減に係る技術開発を行っております。 

 それから、最後に有明海水産基盤整備実証調査について説明します。 

 25ページを御覧ください。 

 この調査では、これまで、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
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ます。これまでの調査結果を踏まえまして、凹凸覆砂畝型工の設計及び施工に関する管理基

準や造成の手順等をまとめた「凹凸覆砂畝型漁場の設計・施工の手引き」を作成するととも

に、これまでの調査結果を踏まえた「有明海における沖合たいらぎ漁業再生技術指針」の改

訂を行いました。 

 また、タイラギの体力低下の状況が継続していて、その原因の一つが餌料環境であるとい

うことが示唆されておりますので、今後の課題として、餌料環境の改善を図る手法の検討が

必要であるとの結論を得まして、本年度から既存の凹凸覆砂畝型漁場の横に餌料生物が付着

しやすいと考えられる、砕石を用いた複雑な構造の基盤を整備し、畝型漁場に移植したタイ

ラギの生産状況の確保や、定期的な稚貝の成長等のモニタリングを行うなどの実証調査を

行っているところです。 

 以上、水産庁の説明を終了します。 

（会長） 

 ありがとうございました。続いて、資料２－５「有明海の環境変化の要因に関する調査」

につきまして、九州農政局から説明をお願いします。 

（九州農政局） 

 それでは、資料２－５「有明海の環境変化の要因に関する調査」につきまして説明をさせ

ていただきます。 

 まず、１ページ、貧酸素現象調査です。こちらは、環境省、水産庁と共同で観測を実施し

ているもので、右の図にありますとおり、酸素飽和度40％以下、青で着色している部分が貧

酸素状態と言われるところです。 

 これまでの知見としまして、有明海の湾奥部西側海域と諫早湾中央につきましては、貧酸

素水塊は、それぞれ別々に形成されるということが確認されております。本年度につきまし

ても、６月上旬以降、大潮期から塩分躍層の形成、水温躍層の形成が始まりました。小潮期

の潮流速低下によりまして、貧酸素状態となりましたが、大潮期や、あるいは台風の後には、

ほぼ解消している状況を確認しております。 

 ２ページ目、赤潮調査です。こちらにつきましては、衛生画像データから赤潮の拡大状況

等を確認したところ、それぞれの海域で増加しているということが見られております。本年
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度の状況を右の図に整理をしておりますけれども、諫早湾や有明海湾奥部などにおきまして、

同時に発生したり、それぞれが独立して発生する状況が見られております。 

 ３ページ目、底質環境調査です。底質環境調査につきましては、底質の特性を把握すると

いうことで、有明海全域で調査を実施しております。また、海底耕うん等を行った場合の底

質の改善効果等についても、併せて調査をしておりまして、これまでに得られた知見として、

底質攪拌後の強熱減量及び硫化物の減少割合等を示しております。それぞれ、砂あるいは泥

混じり砂、それぞれ底質の特性がありますけれども、泥質の底質で改善効果が高いというこ

とを確認しております。 

これらの調査につきましても、本年度の海底攪拌では、長崎県沖、熊本県沖でそれぞれ

４区域、柱状採泥調査につきましても、福岡県沖、佐賀県沖で実施することとしております。 

 調査結果につきましては、年度末の協議会において報告をさせていただきます。 

 最後の４ページ目です。 

 二枚貝類等生息環境調査、ナルトビエイ調査です。 

 左のグラフのとおり、ナルトビエイの推定来遊量につきましては、約15万個体と推定をし

ております。平成24年度以降、概ね10万から20万個体で推移しております。これについては、

捕獲取り上げの効果によるものと推定をしているところであります。 

 このような中、本年度におきましては、ナルトビエイの来遊ルートの推定及び捕食状況の

調査を行うために、ナルトビエイ50匹に、観測機器としてデータロガーと発信器をそれぞれ

装着しまして、来遊状況の調査を行っているところです。 

ナルトビエイ捕獲調査の中で、漁業者の方が捕獲したナルトビエイの中に観測機器を装

着した個体があれば、それらを回収しまして、ナルトビエイの行動生態等を分析する予定と

しております。また、発信器からの位置情報につきましても、漁業者の方に情報発信を行う

取組を進めるものであります。 

 最後に、本年度もナルトビエイの捕獲を行っております。右にグラフを載せておりますが、

赤が平成29年度、青が本年度で、昨年度に比べまして、大幅に減少しているところです。こ

れまで、約9,000匹の捕獲をしておりますが、月別に見ましても、平成29年度に比べまして、

低位で推移している状況が見られております。減少原因は明らかではありませんが、これま

での捕獲取り上げ効果などの成果が出ているものと考えております。 

 以上でございます。 
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（会長） 

 以上、議事(2)の平成30年度の取組状況の説明でございます。 

 次に、議事(3)の平成31年度予算概算要求につきまして、九州農政局の方から説明をお願

いします。 

（九州農政局） 

 資料３「平成31年度予算概算要求」について説明します。 

 １ページは、平成31年度の予算概算要求の内容についてまとめております。 

 １から５までが有明海再生対策として、これまでと同様の事業と調査を記載しております。 

また、担当省庁として、農村振興局と水産庁の役割分担を記載し、本年度の予算額と合

わせて、来年度の予算要求額を記載しており、記載のとおり、本年度と同額を要求している

ところであります。 

 また、６、７として関連対策を記載しております。 

 ２ページに、有明海再生対策の調査と事業の内容を記載しております。 

 以上でございます。 

（会長） 

 次に、議事(4)の情報提供について、まず、水産庁から説明をお願いします。 

（水産庁） 

 資料４－１「リモートセンシングを活用した有害赤潮の種判別手法の開発事業」について

説明させていただきます。 

 最近、衛星リモートセンシングの技術開発が進みまして、そこから得られる情報の種類が

増えております。海水温の情報が代表的なものですが、それに加えて、現在では、植物プラ

ンクトンの分布や、それから海流の分布など、様々なものを衛星情報から得ることができる

ようになっております。 

 水産庁ではこれまで、平成27年度から平成29年度に、人工衛星による赤潮珪藻発生等の漁

場環境観測予測手法の開発を実施しました。その結果、人工衛星から得られる情報から識別

した赤潮珪藻の観測結果が現場観測の結果と整合しているということが分かってきました。
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 これによって、衛星データを有効活用して現場観測を補完することで、より高度なモニタ

リングが可能であるということを示すことができております。 

 一方で、2017年12月、ＪＡＸＡがＧＣＯＭ－Ｃ「しきさい」という衛星の打ち上げに成功

しました。この衛星に搭載されているセンサーは、非常に高性能なセンサーでありまして、

水温や植物プランクトンを観測するわけですが、最大の特徴は、１日か２日に一度の頻度で、

250メートルから1,000メートルの解像度で全球を観測できるということでして、これは、海

の色や温度を観測するセンサーとしては世界最高レベルということで、非常に高精度の情報

を入手することができます。 

赤潮は種類や濃度によって色が異なりますので、このセンサーを利用して、赤潮の色の

違いを効率的に検知できれば、衛星リモートにより発生している赤潮の種構成等についての

詳しい情報を、迅速に入手できる可能性が出てきます。 

 「しきさい」の打ち上げを機会に、この面での技術開発に取り組むこととし、本年度から

３年間の予定で、リモートセンシングを活用した有害赤潮種判別手法開発事業を実施してお

ります。 

具体的には、有明海、八代海を含む海域において、衛星画像からプランクトン。特に赤

潮の種、あるいはグループを識別する技術開発。それから、ＡＩを利用したアルゴリズムを

活用して総合的に赤潮の発生状況を予測するモデルの開発。それから、こうした赤潮の発生

状況に係る情報をＪＩＳ化した上で、携帯端末等から提供できる技術の開発を行うことにし

ております。 

 今後、有明海、八代海に限らず、日本各地でも衛星データを活用して広範囲での赤潮の高

度なモニタリング技術を確立していきたいと考えているところです。 

 以上で説明を終わります。 

（会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、国立研究開発法人水産研究・教育機構西海区水産研究所から説明をお願いし

ます。 
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（国立研究開発法人水産研究・教育機構西海区水産研究所） 

 資料４－２「タイラギの人工授精方法の開発」を御覧ください。 

 １ページの左側の太字のところを中心に御説明させていただきます。 

 初めのところは言わずもがなですけれども、日本各地で生息していたタイラギがどんどん

減少してきています。有明海においては、殆ど獲れなくなっており、休漁を余儀なくされて

います。 

 そこで、今回、事業等で種苗生産、あるいは放流、養殖というところを進めないといけま

せんが、この種苗生産、卵を産ませるというところが、まず、非常に難しいものとなってい

ます。 

 本日、各県から、水産研究・教育機構からの稚貝提供等について説明いただきましたけれ

ども、実はそこが非常に難しくて、タイラギの場合、ある程度、成熟した卵巣、精巣を解剖

して人工授精させてもうまくいきません。自然に放卵・放精するものを使わなければ稚貝が

できてこないんですね。そこが非常に律速段階の第１段階でありました。 

 今回、当機構の増養殖研究所は三重県の南伊勢にありますが、そこで、農業・食品産業技

術総合研究機構の生物系特定産業技術研究支援センター予算を使わせていただいて、その卵

の授精がうまくいったということでございます。 

 まず、１ページ右の写真を御覧ください。 

 通常、タイラギは、卵巣から卵を取り出しても、上の図にありますように、ＤＮＡと言い

ますか、染色体が広がっていて、うまく授精できない状態です。これを、カキやアコヤガイ

で知られている方法、それから二枚貝のホルモンで処理しても、なかなか下の図にあるよう

なきれいな凝縮した核になってくれていない。これはその下のグラフを見ていただいても分

かると思います。 

 そこで、レチノイン酸という物質を、非常に薄い濃度でこの卵に掛けたところ、写真の図

１の下のような、最終的には成熟して精子と授精できるような状態の卵になりました。さら

に、それよりもう一桁低い濃度のレチノイン酸で処理すると、精子も活発になるということ

で、授精のタイミングが非常に取りやすくなりました。 

これまでは、海域で育てた親貝を飼育実験室に持ってきて、それで温度刺激を掛けるん

ですね。少し温度を上げて。すると、卵と精子を出すというのが理想ですが、実は温度を上

げても全然反応しない、あるいは水槽に入れた途端、刺激を与えなくても、放卵・放精が起
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きて、慌てて授精操作に入るというようなことを繰り返しておりました。 

 このように、人的にコントロールできるということは、非常に重要な方法で、計画的な生

産ができるという、非常に重要な試験結果であります。 

 このようにして、人工的に採取した卵と精子で作った貝が、本当にうまく育つのかという

ことで、次に大分県の協力を得て、それを飼育してみたところ、２ページの左側、上の写真

ですが、人工授精で得られたタイラギの稚貝ということで、現在のところ、問題なく貝が

育っているということが分かっております。 

 この方法をうまく使っていけば、計画的な大量生産の方に進められるのではないかという

ふうに期待しているところでございます。 

 以上です。 

（会長） 

 ありがとうございました。 

 本日予定している議事につきましては、一通り説明が終わりましたので、議事(5)の意見

交換に入りたいと思います。 

 なお、昨年の協議会におきまして、幹事会の議論の状況を報告するよう御意見がありまし

たので、本年10月24日の幹事会での御意見について整理した配付資料を用意しています。 

 それでは、これまでの説明としまして、御意見などございませんでしょうか。何かござい

ますか。はい、どうぞ。 

（委員） 

 先ほど、現在、各県で行われている、いろんな事業の内容等を詳しく説明していただきま

した。 

簡単に言うと、いろんな事業をやって、それぞれの成果は出ているとしながらも、課題

もありますよという感じに、まとめればそういうことかなと思います。特に、いろいろと浮

遊幼生あたりが、各所でいろんなものが設置され、中には育っているけれども、現状では、

普通の一般の海底に着底していないような状況が、非常に見受けられるなというようなこと

があります。 

そういったことになりますと、やはり天然に、自然に着定することができなければ非常
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に難しい、事業としてはなかなか難しいということも私は考えています。 

 また、いろんな放流事業をしても、その放流した貝類等が、食害に遭わないように被覆網

を掛けてみたりとか、どの事業でも行われているわけですね。そういったことを考えると、

いろいろ技術としては確立してきたものの、今後、どうするかということを、最終的な目標

は生産に結び付けるということでありますので、これまでの、このような資料に基づいて、

何とか最後の目的まで達成できればというふうに思っております。 

 いろいろと難しい面はあります。特にタイラギなどは、なかなかアサリなどとは違って、

難しい技術的なこともある。人工的に種苗を生産する技術だけはしっかりとしているようで

すけれども、垂下式の方法にしろ、限られた範囲の中でしかできませんので、それが一つの

生産として結び付けるには、非常にまだまだ、いろんな問題が出てくるのかなというふうに

思っています。 

 それと、先ほど申しましたように、いろんな形で進んでいることは、これまでの実証事業

あたりで確認をしていますので、それはそれとしてですね。そしたら、これを、今後、どう

進めていくかということを、今後の課題としてお願いしたいと思います。 

こういった問題は、それぞれ各県単独ではなくて、実証事業、それぞれ４県協調事業で

もありますので、特に、そういった連携を密に、今後の対応をしていただき、再生に結び付

けてもらいたいなというふうに考えるところでございます。 

 以上です。 

（会長） 

 いくつか御意見を聞いた上で、担当から回答しますが、どうでしょうか。他に御意見など、

御質問を含めて結構でございますが、如何でしょうか。 

（委員） 

 幹事会の意見ということで、シミュレーションを用いた漁場の検討ということで、これは

幹事会からいただいた意見ということで、私も、その幹事会の後に、九州農政局が発言の趣

旨をお伺いするという時に立ち会わせていただきました。 

御意見としては、昨年度まで得られた底質調査、海底地形データを反映したシミュレー

ションにより、貧酸素水塊の発生場所、潮流の弱まっている場所の調査を実施してほしいと
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いうことでした。幹事会では時間が無かったので、詳しく発言ができなかったということで、

御意見をお伺いさせていただいた話によると、この取組というのが、平成26年度に佐賀県へ

西川農林水産大臣が来県された際、組合長をはじめ、鹿島や大浦の運営委員長達から、潮の

流れが弱まっているので流況を改善してほしい。 

そのためには、やはり基となる海底地形をしっかりデータを取って、又、それに基づい

たシミュレーションに取り組んでほしい。国で実施してほしいということを訴えられ、そう

した発言による結果が平成27年、平成28年、平成29年の３年間の海底地形調査だったのでは

ないかということで、是非、そうした地形データを用いたシミュレーションを行ってほしい

ということでお願いされたということです。 

 私は有明海の再生事業には、平成21年度の１期目、１年目から携わらせてもらっているの

ですが、平成26年度に４県協調の取組を進めるという際にも、担当者打合せに、何度も出席

をさせていただきました。 

その当時の議論の中で、やはり、浮遊幼生がどういった場所から生まれて、どういった

場所に着底して、どういった場所で育つという話を、有明海沿岸４県で協調してやりましょ

うという話を進めていく中で、その当時、議論していたのが、有明海全体の海底地形を取り

まとめた当時の直近データとして、平成元年の海底地形データを使うんだという話をされて

いて、やはり、平成元年のデータというのは、いくら何でも古過ぎではないかという議論を

していて、海底地形データを取りましょうという話もしていたかと思います。 

これまで３年間、せっかく国の方で海底地形データを取っていただいたので、そのデー

タを活用したシミュレーションというのを、御意見もありましたとおり、実施していただけ

ればなというふうに思いますので、是非、よろしくお願いします。 

（会長） 

 もう少しご意見があれば。その上で、こちらから回答するようにします。どうぞ。 

（委員） 

 本日の発表で、アサリについては保護する、覆砂する、あとは、網袋や採苗を行い、それ

で得られたものを移植すること。移植先ではナルトビエイ等の食害から保護するための覆砂、

被覆網を行う。そういうやり方というのが、一つ分かってきたのではないかと思います。 
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 また、タイラギについては、人工稚貝を用いて、これを母貝として次の生産に繋げていく

ということで、そういう道筋がかなり明確になってきたのではないかと思いますが、結局は

そういうもので、母貝団地の形成を行ったところで、漁場となるものの環境改善をいかに行

うか。福岡県が１万1,000トン位の資源量があると。これまで相当量の覆砂を実施してこら

れた結果が、やはり出てきているのではないかというふうに思いますので、そういう公共事

業について、これらの母貝を活かせるような形で、積極的に進めていけたら良いのかなとも

思いますし、又、覆砂事業は１回実施すると、10年間は同じ場所では実施できないといった

ような、いろんな事業上の取り決めもあります。 

先ほど、佐賀県の方からは、覆砂の上に堆積した浮泥を除去したら、うまくいったとい

うような実例もありますので、いろんな事業のあり方があっても良いのではないかと思いま

すし、やはり海底、底質について、もう少し、自由度を持って実施できるような、そういう

事業が実施できればというふうに考えているところです。 

（会長） 

 それでは、この辺で、いくつかお話があったのですが、どうでしょうか。委員からは、い

ろんな取組で浮遊幼生が出ているけれども、その後が繋がっていないという話で、実証事業

から次はどう進めるかというような話がありましたが、この辺りは水産庁ですか。皆さん何

か。 

（委員） 

 答えを出して欲しいのはやまやまですけれども、そういった事業をせっかく実施したのだ

から、何とかして、それを継続して進めて生産に結び付けるような対策を取ってもらえれば

と思います。 

（会長） 

 あと、先ほどの海底地形データのシミュレーション、こちらは九州農政局の方からお願い

します。 
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（九州農政局） 

 趣旨は、海底地形測量をこれまで過去５年間実施してきたところですけれども、これらの

データを活用してシミュレーションを実施してほしいという内容だと思います。 

御意見も踏まえ、現在、浮遊幼生のネットワーク推定等のシミュレーションモデルの中

に、最新の、これまで各県の方にも御協力いただいた海底地形の調査結果を入れ込んでおり

ますが、このシミュレーションを活用していくこととしたいと思います。 

また、この海底地形のデータにつきましては、４県協調でも取り組んで行きますけれど

も、各県の皆様方に、ぜひ活用していただき、各県の中でも、いろんな検討や調査に使って

いただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 それから、委員から公共事業を積極的に進めてほしいというお話があり、また、覆砂につ

いての御意見もございました。 

これらにつきましては、水産公共事業の中の話もあると思いますけれども、有明海再生

対策の実証調査の中では、実証として、いろんな取組に係る調査が必要だと思っております。

それらについては、いろいろと意見もいただきながら検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

（会長） 

 あと、その中で底質改善を柔軟にという御意見もあったのですが、水産庁からお願いしま

す。 

（水産庁） 

 底質改善というか、公共事業を柔軟にということだろうと思いますけれども、いろいろ制

約はある中、それぞれ御相談に乗れるところは乗って、できるだけ柔軟に対応してきている

つもりではいるのですが、今後も、例えば、この実証事業を公共事業に結び付つけるという

ことで、何か個別にやり繰りができるようなことについては、今後も相談しながらと思って

おります。 

 以上です。 



- 41 - 

（会長） 

 よろしいですか。どうぞ。 

（委員） 

 先ほど、委員が発言されたように、規制緩和、10年間は実施できないということに対して、

水産庁の方で２、３年前からこの緩和について議論されていると思いますけれども、その結

果はどうなったのですかね。10年間、同じ場所で公共事業は実施できないと。しかし、それ

については、少し緩和できるような対応がなされているということを聞いたのですけれども。 

（水産庁） 

 緩和というか、それこそ個別の事案に応じて10年間と言わず、実施している例というのは

これまでもあると思います。そこは、それぞれ個別の事情に応じてということだと思います

が、基本は確かに10年というのはあります。 

（委員） 

 私も、以前の幹事会の方で、かなり意見を言わせてもらったのですけれども、陸と海は違

うわけですよね。海の場合は潮の流れで澪筋が変わるわけですよ。いろんなことでヘドロな

どが被って、せっかく覆砂しても、その上に泥が被るというような形が起きるわけですよね。

 再度、そこの上に砂を撒くことにしても、公共事業では撒けないわけですよね。単協組合

で撒くのだったらできるけれども、それだけの予算を持っている単協組合というのはもう無

いわけですよね。だから、早急にもう少し規制緩和をしていただきたいというのが意見です。 

よろしくお願いしておきます。 

（水産庁） 

 まさに、今、言われた潮の流れとか、そういうことで個別の事情に応じてというのはそう

いうことだと思うのですね。そこは漁港、漁場、公共事業を担当している課と、個別に御相

談していただければと思います。 
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（会長） 

 それでは御要望ということでとどめておきます。 

 それ以外にどうでしょうか。 

（委員） 

 御存じとは思いますが、本年７月６日の矢部川の出水によって、一番、今回の福岡の起点

となりました有区20号のアサリに泥土が堆積して相当な被害を受けたわけでございます。 

とにかく、まさかと思うような出水でありまして、何とかこれは緊急に、どうかこの泥

土を取って、へい死をできるだけ防がないといけないということで、福岡県の方で緊急にそ

の泥土を取り除くといいますか、緊急に泥土を排除するための考え方を、いろいろといただ

きまして、結局、浚渫、作澪を実施したのですね。航路が埋まっている部分がありましたの

で、これを浚渫することによって、潮流を良くして、そして、その泥土を取り除くことがで

きないかというふうなことをやったのですが、これによって、最終的な結果は、まだ出てい

ないと思うのですが、相当な効果があったのだろうと。 

その後、資源量としては大体どうですか、へい死は80％位ですかね。生残率は20％位維

持していると思います。有区20号のアサリですね。 

 このようなことで、我々の海は、やはり河川の関係で、そういう泥土の堆積なども度々あ

りますし、現在のシミュレーション、いわゆる地形測量データを活用して、何とかこれを活

かすような方法はないかという意見があったんですが、私の方からも、今後、やはり、作澪

的なもの、その澪を通して、潮流を良くするというような方向性ができないものかというこ

とで考えておりますので、そこら辺のところも十分配慮いただければと思っております。 

よろしくお願いします。 

（会長） 

 はい、どうぞ。 

（委員） 

 いつも皆さんに御協力、御支援いただきありがとうございます。 

 我々の方も、今、作澪の話が出ましたけれども、それについての話もあります。全体的に
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アサリなども採れ出したということですけれども、本県においては、まだ、十分な成果に

至っていないところも見られて、今後を期待するところであります。 

 その中で、やはり地元の漁業者の方々、そして地元の方からは、やはり、抜本的な漁場の

環境改善に対する強い要望がございます。そういった中で、例えばですけれども、大規模な、

今、皆さんが発言されました作澪のようなものが効果があるのではないかという期待感があ

ります。ですので、これまでのデータの蓄積もあると思いますので、できれば、国主導のも

とで、この大規模な作澪対策、そういった調査も含めて進めていただければありがたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

（会長） 

 おそらく、今、直ぐには答えられる内容ではないので、公共事業を含め、この作澪事業を、

４県協調の取組を含めてどうやっていくかということを、意見を踏まえて進めていくという

ことで受け止めたいと思います。 

 何か特にありますか。 

（水産庁） 

 水産庁ですが、一つ補足してよろしいでしょうか。 

（会長） 

 どうぞ。 

（水産庁） 

 先ほど、耕うん事業に関しての規制というか、10年間の事業についての規制というような

お話があったかと思うので、そこについて若干補足だけさせていただければと思います。 

 こちらについては、基本的に耐用年数10年という規制というのがございましたけれども、

その耐用年数を待たずして、効果が失われているような事例というのも、実は報告されてご

ざいまして、こちらにつきましては、その機能回復が図られるように、柔軟に再耕うんを実

施できるような措置を実施しております。 
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 その際には、外的な要因から効果の持続化が困難と判明された場合において、当然、費用

便益の範囲内ではございますが、必要に応じてその耐用年数の期間中にかかわらず、追加事

業を実施できる場合もありますので、具体的な地区や御要望、こういったものがあります場

合には、担当の方を通じて、水産庁にも御相談いただければと思っております。 

よろしくお願いします。 

（会長） 

 よろしいでしょうか。 

（農村振興局） 

 先ほど、有明海沿岸４県からも報告がございましたように、これまでよりも一定の成果も

出ておりますし、課題も残っていると。今後、課題も含めて、より効果的な手法、そういう

ものを進めていかなければいけませんし、当然のことながら、生産にきちんと結びつくよう

な形で進めていくことが必要だというようなことで、共通の認識を持っていただけたのでは

ないかというふうに思っております。 

 国としましても、関係の有明海沿岸４県や漁業者団体の皆様方の御意見を踏まえまして、

水産庁とも調整しながら、きちんと対応を進めてまいりたいというふうに思っておりますし、

そのためには、やはり、この有明海再生関係の予算というのは、非常に重要なものだと認識

しております。 

まずは、平成31年度概算要求で出させていただきました、約18億円の関係予算につきま

しても、きちんと確保できるように頑張ってまいりたいと思っておりますので、引き続き有

明海沿岸４県の皆様、関係団体の皆様の御支援と御協力のほどをお願いしたいと思います。

 本日はどうもありがとうございました。 

（会長） 

 それでは、申し訳ありません、大分遅れてきましたが、今、お話がありましたように、４

県協調の取組につきましては、本日いただいた御意見を踏まえて、成果の出る取組になるよ

うに、引き続き各種取組を進めていきたいと思いますので、御支援、御協力のほどよろしく

お願いします。 
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 それでは、最後の議題でございますが、議事(6)その他ですが、何かございますでしょう

か。 

（九州農政局） 

 事務局から委員の皆様に連絡させていただきたいと思います。 

 今回の協議会においていただきました御意見については、今後開催します、４県協調の取

組に関する担当者の打合せの中で検討していきたいと考えております。よろしくお願いしま

す。 

 次に、今後の事務的なお知らせをします。 

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

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、

御協力のほどよろしくお願いします。 

 また、本日説明しました資料につきましても、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、御承知おき願いたいと思います。 

 なお、冒頭、説明しました有明海沿岸４県と国が協調した有明海再生の取組のパンフレッ

トについて、漁連、又、漁協等の方で、もしも必要であれば送付させていただきたいと思い

ます。その際は、九州農政局に御用命くださるよう、よろしくお願いします。 

 以上です。 

（会長） 

 議事はこれで終わりますが、ここまでを通して、委員の方々から特に何かございますか。 

 無いようですので、最後に、本日の概要につきましては、この後に予定しております記者

説明会で報告することになっております。説明につきましては、本協議会の事務局長であり

ます九州農政局農村振興部長が行います。 

 これで議事については終了します。 

 進行を事務局の方にお返しします。 

 進行の御協力ありがとうございました。 
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（九州農政局） 

 本日は、委員の皆様方には長時間にわたりまして御審議いただきまして、誠にありがとう

ございました。 

 これをもちまして、有明海漁場環境改善連絡協議会（第26回）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。 

                                     （以上） 


