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有明海漁場環境改善連絡協議会（第33回） 

議 事 録 

１．日 時：令和４年９月26日（月） 13:30～15:31 

２．場 所：ガーデンテラス佐賀ホテル＆マリトピア ３Ｆ サウス 

【議事内容】 

（九州農政局） 

 定刻となりましたので、第33回有明海漁場環境改善連絡協議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。本日の司会進行を務めさせていただきます九州農政局でございます。よろしくお願いし

ます。 

 会議に入る前に、マスコミの皆様方にお知らせです。本連絡協議会では、第１回目の会議

におきまして、委員の皆様方に会議の公開の是非についてお諮りし、会議冒頭の会長挨拶ま

で公開することとなっております。このため、マスコミの皆様方におかれましては、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します。 

 また、会議終了後、当ホテル１階のザ・ホワイトにおきまして、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説明を行いますので、15時40分までに

は１階のザ・ホワイトにお集まりいただきますようよろしくお願いします。なお、記者説明

会会場には15時から入室が可能となっております。 

 また、本日は新型コロナウイルス感染防止対策といたしまして、席間を十分に取った配置

とさせていただいております。さらに、発言される際には飛沫拡散防止の観点から着席のま

までの対応をお願いします。 

 開会に当たりまして本連絡協議会の会長代理でございます九州農政局次長から挨拶を申し

上げます。 

（九州農政局次長） 

 九州農政局次長です。本日は御多忙の中、御足元が悪い中、有明海漁場環境改善連絡協議

会に出席いただきまして誠に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
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しては、有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、厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 本連絡協議会は、有明海の環境変化の原因究明、漁場環境の改善に資する調査等について、

その手法及び効果的な実施のために意見交換を行い、有明海再生へ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を通じて有明海の再生に資することを目的としております。 

 平成30年度から開始した４県協調によるタイラギの種苗生産の取組につきましては、関係

機関が連携して技術開発に尽力され、今年度は９月中旬時点で約43万個体の着底稚貝を生産

するまでに至りました。 

 アサリは、母貝団地造成の取組を進め、12か所の母貝団地のうち７か所を重要母貝団地と

して設定し、昨年度から優先的に母貝量を確保する取組が始まっております。今年度の春に

確認された浮遊幼生数が過年度の平均と比べて大幅に増加し、各県で尽力された取組の成果

が少しずつ目に見えるようになってきていると感じているところです。 

 また、自然災害リスクへの対応として、昨年度より開始したタイラギ稚貝の熊本県への預

託、アサリの融通については、取組の中で生じる課題に一つ一つ丁寧に対応しながら、４県

が連携してより良い仕組みづくりに取り組まれていると聞いております。 

 九州農政局としましても、本日の御意見を踏まえ、有明海再生に向け、引き続き努力して

まいりたいと考えております。関係者の皆様方におかれましても、更なる御尽力、御協力を

賜りますよう、この場を借りて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、活発な議論をお願い申し

上げ、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します。 

（九州農政局） 

 マスコミの皆様の退室をお願いします。 

    〔マスコミ退室〕 

 本日出席いただきました委員の皆様を紹介させていただきます。 

 まず初めに、福岡有明海漁業協同組合連合会でございます。 

 佐賀県有明海漁業協同組合でございます。 

 長崎県漁業協同組合連合会でございます。 
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 熊本県漁業協同組合連合会でございます。 

 福岡県でございます。 

 佐賀県でございます。 

 長崎県でございます。 

 熊本県でございます。 

 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所でございます。 

 水産庁でございます。 

 水産庁九州漁業調整事務所でございます。 

 農林水産省農村振興局でございます。 

 九州農政局でございます。 

 本日の連絡協議会は15時30分までを目処としております。協力のほどよろしくお願いしま

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の代理の局次長にお願

いします。 

 それでは、局次長よろしくお願いします。 

（会長代理） 

 本日は限られた時間でございますけれども、活発な意見交換が行われ、実のある会議とな

りますよう、協力をお願いします。 

 それでは、議事次第に沿って進めさせていただきます。本日の議事は１つ目が規約改正に

ついて、２つ目が令和４年度の取組状況について、３つ目が令和５年度予算概算要求につい

てです。 

 まず、議事の（１）の規約改正についてから、（２）の令和４年度の取組状況についての

３）まで、九州農政局から一括して説明をお願いします。 

（九州農政局） 

 それでは、説明します。 

 まず、資料１をお開きください。規約改正です。これにつきましては、５ページをお開き
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いただきまして、幹事会の構成委員の変更です。福岡県有明海漁業協同組合連合会から推薦

いただいている委員につきまして、浜武漁業協同組合の組合長から今回、両開漁業協同組合

の組合長に変更させていただいております。 

 規約改正につきましては以上です。よろしくお願いします。 

 続いて、資料２－１をお開きください。 

 ４県協調の取組の全体概要ということで、ここでは４県協調の取組の全体像について、簡

単におさらいをしております。本資料につきましては、この連絡協議会第30回において提示

させていただいた資料を再掲したものです。 

 １枚お開きいただきまして、１ページの下のイメージを見てください。 

 令和３年度以降の取組といたしまして、４県協調の重点魚種にタイラギ、アサリを据えつ

つ、各海域の環境に応じて取り組む各県の重点魚種を設定し、取り組んできているところで

す。 

 続いて、３ページをお開きください。 

 その重点魚種でありますタイラギ、アサリにつきましては、広域的な浮遊幼生ネットワー

クによる再生産サイクルの形成に向け、タイラギにつきましては種苗生産した稚貝を中間育

成し、母貝団地に移植し、２万個体以上を維持するという取組を実施しているところです。 

 それから、もう一つの重点魚種、アサリについてですが、５ページをお開きください。 

 アサリにつきましては、浮遊幼生シミュレーションを実施することで、重要な母貝団地を

７か所設定しました。親貝の資源管理を行う取組を実施しているところです。具体的な取組

につきましては後ほど報告させていただきます。 

 この資料につきましては以上です。 

 続いて、資料２－２をお願いします。 

 二枚貝類の浮遊幼生に関する取組です。 

 １枚お開きいただいて、１ページです。今年度春季の浮遊幼生調査の結果について報告し

ます。 

 この左下にあります図面を見ていただければと思います。現時点でこの記載の地点におき

まして、真ん中の表にあります記載の時期、頻度により、アサリ、タイラギを調査しており

ます。その結果が３ページ以降になります。 

まず、３ページのアサリをお開きください。 
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 アサリの春季の浮遊幼生調査結果です。この真ん中の表にありますとおり、有明海全域で

分布が確認されております。これまでの平成28年度から令和３年度までの平均が13,760個体

で、今年度は、それよりも多い２万個体が出現したところです。 

 次の４ページをお開きください。 

 浮遊幼生の出現状況を旬ごとに表したものです。 

 この下半分の各県のグラフを見ていただければと思います。福岡県においては５月下旬か

ら６月下旬にかけて、熊本県においては６月上旬から下旬にかけて出現ピークが見られてお

ります。例年と比較すると、出現時期につきましては同時期ですが、福岡県ではピークの発

生頻度が例年より多くなっております。 

 また、熊本県におきましては、例年は南側にピークが見られるものが多かったのですが、

今回は、北側にある熊－１、熊－３でピークが見られたという特徴となっています。 

 次に、５ページです。 

 そのピークが見られた調査日の成長ステージ別の構成グラフです。 

 青く着色したところを見ていただきますと、これはＤ型幼生という、産まれたばかりの幼

生を表しております。この青が非常に目立つ状況となっておりますが、先ほどの出現ピーク

が見られた福岡県や熊本県北部でＤ型幼生の割合が高くなっており、これらの地域の産卵場

からの産卵量が多いと考えられます。 

 続いて、タイラギについて報告します。 

 ８ページをお開きください。 

 タイラギの浮遊幼生調査結果です。これも有明海全体で分布が確認されております。平成

27年度から令和３年度までの平均166個体よりも多い238個体が出現しております。 

 ９ページです。 

 同じように出現状況の旬ごとの変化を各県で見ていただきますと、小さいグラフで恐縮で

すが、各県において６月下旬から７月下旬にかけて出現ピークが見られております。これま

での平成27年度から令和３年度までの状況と比べると、今年度は若干早めのピークが見られ

ているところです。 

 10ページをお開きください。 

 10ページでは、アサリと同様にこのタイラギの浮遊幼生の成長ステージ別のグラフを表し

ております。同じように青いＤ型幼生のグラフを見ていただきますと、底層において一番左
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の６月27日では佐賀県、熊本県、次の７月３日では福岡県、７月25日では福岡県、佐賀県、

長崎県、熊本県とＤ型幼生の割合が非常に高くなっております。この調査地点、あるいはそ

の近傍で産卵が行われ、近傍に産卵場があるということが考えられております。 

 このような結果が今回の春季の調査結果となっています。 

 続きまして、資料２－３です。 

 タイラギ及びアサリの母貝団地造成の取組です。 

 １ページをお開きください。 

 タイラギの母貝団地造成の取組につきまして、この表はタイラギの移植実績です。４県の

合計で令和３年度の移植数の合計22,950個体、今年度は８月末時点で3,190個体を母貝団地

に移植しているところです。 

 ２ページをお開きください。 

 この母貝団地での生残数について表しております。 

 昨年度豪雨による低塩分化や土砂堆積で大幅な減耗が見られたこともあり、今年度、８月

末時点での生残数は約１万５千個体となっております。年度内に熊本県で中間育成された令

和３年産成貝、さらに令和４年産稚貝を移植する予定で、目標となる２万個体以上の生残数

を維持していく考えです。 

 ３ページをお願いします。 

 タイラギ稚貝の預託の取組です。 

 福岡県、佐賀県、長崎県の３県で生産いただいたタイラギの稚貝を熊本県天草海域に移送

しまして、稚貝や成貝を育成しております。 

 今後、令和３年産成貝を３県に還送することとしております。 

 令和４年９月16日時点におきまして、約42万７千個体の着底稚貝を得ているところです。

５㎜程度まで成育した後に、合計で約７万５千個体を熊本県に預託予定です。 

 福岡県、長崎県におきましては、８月に預託が完了し、佐賀県におきましては、これまで

の預託と９月27日に預託し完了する予定となっております。 

 次に、４ページです。 

 実際の海域の状況とは別に、シミュレーションの取組について報告します。 

 令和２年度からシミュレーションモデルの開発を行っております。 

 令和３年度につきましては、成長ステージのうち、Ｄ型幼生とアンボ期幼生の鉛直移動に
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関する調査を踏まえて、モデルに組み込んでまいりました。令和４年度は、最終段階のフル

グロウン期幼生の鉛直移動に関する調査、タイラギの着底条件に関する検討を行い、再現性

の向上に取り組んでまいります。 

 ５ページは、自然災害リスクを踏まえた母貝団地造成に関する検討についてです。 

 昨年度、豪雨に伴う低塩分の評価を行い、今年度は貧酸素水塊の評価を行ってまいりたい

と考えています。その際、貧酸素水塊が広域的に長期発生しました2010年と2020年、これを

再現対象年としまして、生態系モデルを用いて溶存酸素濃度の再現計算を実施します。これ

によって貧酸素水塊の滞留時間の長い場所を推定することで、現在やっております母貝団地

造成に配慮が必要な場所を示すことが可能になると思っております。 

 また、このほかの取組といたしまして、８ページをお開きください。 

 アサリの母貝団地造成の取組です。 

 アサリの母貝団地造成の取組としまして、一昨年実施した浮遊幼生シミュレーションによ

り、母貝団地12か所のうち７か所を重点母貝団地として設定しております。 

 左下の表がアサリの網袋の設置数です。令和３年度までに約３万５千袋を設置しておりま

す。今年度は約１万５千袋を予定しておりますので、年度末には累計約５万袋を設置予定と

なります。 

 そして、次の９ページです。アサリの融通についての取組を整理しております。 

 豪雨災害で資源量がおおむね７割以上減少した場合は、被災県に他県から母貝を融通する

仕組みを構築しております。令和３年８月の豪雨により、長崎県の重要母貝団地において大

幅な減耗が確認されたため、本年５月に福岡県から長崎県にアサリの網袋100袋を融通した

ところです。令和４年度までに融通用のアサリは、４県で2,350袋を設置することとしてお

ります。 

 資料２－３につきましては以上です。 

（会長代理） 

 続きまして、議事（２）の４）、タイラギ及びアサリの種苗生産等の取組について、水産

庁から説明をお願いします。 

（水産庁） 
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 水産庁です。 

 本日、資料２－４に基づきまして、タイラギ及びアサリの種苗生産等の取組について説明

します。 

 まず、１ページ目をお開きください。 

 タイラギ及びアサリの種苗生産等の取組については、水産庁の有明海漁業振興技術開発事

業を活用して行われております。本事業は、タイラギ及びアサリのほか、有明海の特産魚介

藻類について、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年度から実施し

ております。 

 有明海関係４県の試験研究機関が中心となって行う技術開発に対して支援する定額補助事

業であり、現在、14種について取り組んでいるところです。本資料においては、このうちタ

イラギとアサリの取組について説明します。 

 ２ページをお開きください。 

 まず、タイラギについてです。 

 有明海全体での母貝団地の造成を目指した４県協調の取組を実施しております。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行っております。 

 人工種苗生産については、平成29年度には長崎県において11万個体の着底稚貝の生産に成

功しました。平成30年度からは長崎県に加え、福岡県及び佐賀県でも人工種苗生産技術の開

発に取り組んでいます。各県とも採卵不調、凝集によるへい死など、苦戦しているところで

すが、今年度は８月末時点で３県合計約35万８千個体の着底稚貝の生産に成功したところで

す。 

 中間育成につきましては、自県で採卵した着底稚貝に加え、水産研究・教育機構から分与

された着底稚貝や関係県間で融通した稚貝を活用して、各県の海域特性に応じた中間育成技

術開発を実施し、８月末時点で延べ約15万１千個体を中間育成しております。 

 また、昨年度から福岡県、佐賀県、長崎県で生産した稚貝の一部を低塩分化のリスクの少

ないと考えられる熊本県天草海域へ移送し、夏季の豪雨シーズン終了後に３県に還送する取

組も開始したところで、今年度も同様の取組を実施しております。 

 次に、３ページをお開きください。 

 ３ページは、アサリについてです。 

 アサリについては、福岡県、熊本県で取り組まれております。アサリはタイラギと異なり
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まして、天然稚貝が見られることから、いかに効果的に天然種苗を採苗し、中間育成をする

方法や、さらには生残率の高い放流手法の開発に今年度も取り組んでいるところであります。 

 簡単ですが、説明は以上です。 

（会長代理） 

 ありがとうございました。続きまして、議事の（２）の５）になります。有明海沿岸４県

ごとの取組について、各県の皆様から令和４年度の主な取組について説明をお願いします。 

 なお、取組状況を詳しく説明するということでプロジェクターを用いた説明になります。 

 説明については、１県当たり、準備等を含めて10分程度で福岡県、佐賀県、長崎県、熊本

県の順で順次説明をお願いします。 

 それでは、福岡県、お願いします。 

（福岡県） 

 福岡県の取組について説明します。よろしくお願いします。 

 福岡県では、タイラギ、アサリ、アゲマキ、ガザミ、エツ、カキの６魚種を対象としてお

ります。実施位置はこちらの地図に示すとおりです。 

 本日はこれらのうち、タイラギ、アサリ、アゲマキ、ガザミ、エツの取組について説明し

ます。 

 まず、タイラギの取組状況です。 

 種苗生産では、水産研究・教育機構から提供いただきました受精卵から８月末時点で着底

稚貝10万５千個体を生産し、殻長約５㎜まで育成した稚貝のうち、２万５千個体を８月に熊

本県へ預託しました。また、預託分以外の着底稚貝２万７千個体を県内の海上で中間育成中

です。 

 中間育成した母貝については、三池島と峰の洲、干潟縁辺部に４月から６月に令和３年度

産の母貝、2,000個体を移植しております。 

 今後、熊本県からの還送分に加え、令和４年度産の母貝を移植予定です。 

 三池島、峰の洲では主にカゴ方式、干潟縁辺部では支柱式垂下方式で育成しております。

そして、過年度に移植した母貝の成長と性成熟も確認します。 
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 また、７月に着底稚貝の基質となるサルボウを増殖するためのサルボウ採苗器を8,000基

設置しまして、天然タイラギの着生を期待しているところです。 

 次はアサリの取組です。 

 矢部川河口域で高密度に発生したアサリを６月から７月に出水の影響が少ない漁場に移植

をしております。過年度の取組でも生残が良好でした塩塚川河口漁場へ75.7ｔを移植してお

ります。 

 また、重要母貝場などに移植するアサリの確保のために、６月に合計で約７千袋の砂利袋

を４箇所に設置しております。令和２年度に設置した網袋７千袋のうち、５月に本県の重要

母貝団地へ4,800袋、その他の母貝団地に2,100袋を移植するとともに、100袋を長崎県へ融

通しております。 

 10月には支柱に取り付けた8,100袋のパームヤシ袋を設置予定で、アサリの採苗効果を調

査してまいります。また、天然発生稚貝を採取し、野菜カゴを用いた装置を利用した中間育

成試験を実施しております。 

 次は、ガザミの取組です。 

 過年度の漁獲物、放流群のＤＮＡ分析結果を元に親子判定を実施し、放流効果の検討を行

います。適正な放流サイズの検討のためにＣ１サイズの放流を実施しております。今年度の

漁獲物、放流群につきましても、ＤＮＡ分析を実施して、放流効果を検証します。 

 また、春季抱卵の雌、小型個体、ヤワラ個体のペイント標識放流によります放流効果の算

定と移動生態の把握も行います。 

 続きまして、エツの取組です。 

 種苗生産の省力化を目的に６月から８月にかけて餌の浮遊率を向上させる飼育水槽を用い

まして、配合飼料と冷凍生物餌料によります飼育試験を実施しております。 

 また、効果的な種苗放流技術の開発のために、河川での卵、稚仔魚の分布調査、外部標識

によらない耳石の染色による標識試験などを行っています。 

 最後に、アゲマキの取組です。 

 種苗放流後の逸散、食害等の対策が課題となっており、蓋つきカゴによる小型種苗と大型

種苗の育成試験を実施しています。今後、追跡調査を行い、適正な育成条件を検討します。 

 また、９月から11月に浮遊幼生調査、翌年３月にアゲマキの環境ＤＮＡ分析を行い、天然

アゲマキの生息状況を調査してまいります。 
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 福岡県からの説明は以上です。 

（佐賀県） 

 佐賀県です。よろしくお願いします。 

 佐賀県の取組は、ここに載せております主要魚種５種です。タイラギ、アサリ、アゲマキ、

ウミタケ、ガザミ、この５種を対象に取組を行っております。 

 本日はタイラギ、アサリ、アゲマキ、ウミタケの４つについて説明したいと思います。 

 まず、タイラギにつきましては、この１番と２番で母貝団地の造成を行う予定としており

ます。 

 まず、１番では、種苗生産を６月から始めており、実績としまして、９月の段階において、

着底稚貝が約７万個体生産しております。生産したものにつきましては、熊本県へ預託とい

うことで、９月上旬と明日、預託予定としております。 

 ２番として、母貝団地への移植ということで、移植の目標は殻長50㎜以上の稚貝を６千個

体移植することとしております。昨年度に中間育成した100個体を野崎の母貝団地へ令和４

年５月に移植しているところです。 

 続きまして、３番と４番がタイラギの着底環境の整備ということでの取組となっておりま

す。 

 ３番目として、着底基質（サルボウ等貝殻）散布を行っておりまして、沖合３箇所に、６

月にサルボウ殻を14ヘクタールに散布しております。 

 ４番として、タイラギ着底基質となるサルボウを増殖するために採苗器を令和４年６月に

設置しているところです。 

 続きまして、アサリの取組状況について説明します。 

 アサリにつきましては、母貝団地の造成を中心に行っており、１番目として、母貝を確保

するため、網袋100袋を太良地先に設置することとしております。 

 ２番目として、その効果を見るために、今後、冬にかけて太良地先において資源量を推定

する調査を行う予定としております。 

 続きまして、アゲマキの取組となります。 
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 アゲマキにつきましては、１番で母貝団地の造成を行っております。母貝団地造成のため

に今後、種苗生産を行う予定としており、２㎜サイズの稚貝200万個体、８㎜サイズの稚貝1

00万個体を種苗生産する予定としております。 

 移植に当たり生存率を向上させるために、近年発生している豪雨対策として生息密度の調

整や、食害対策としてノリ網を設置するなどの対策を併せて行うこととしております。 

 続きまして、移植したアゲマキの生息・成熟状況調査ということで、過年度に移植したア

ゲマキの生残状況等を定期的に実施することにしております。 

 もう一つの取組として、養殖技術の開発ということをやっており、殻長２㎜の人工種苗を

移植し、その後２㎝まで成長した稚貝を、密度や地盤高を変えて移植して、アゲマキ養殖に

最適な生息条件を検討することとしております。 

 最後に、ウミタケの取組について説明します。 

 ウミタケにつきましては、養殖技術の開発をメインとしております。 

 １番目としまして、養殖試験に必要なウミタケの種苗生産を行っております。令和４年６

月におきまして、殻長５㎜の稚貝約28万個体を生産しております。 

 稚貝を地撒き養殖での干潟等への移植を２番で行っております。昨年度の１月に干潟に移

植したものは、５月までに生残率が70％ということで、カゴ当たり約１㎏の収量となってお

ります。 

 今年度は、地撒き及びカゴ式養殖ということで約28万個体を放流しております。 

 簡単ですが、佐賀県は以上です。 

（長崎県） 

 長崎県です。よろしくお願いします。 

 長崎県の取組について説明させていただきます。 

 長崎県では、資源回復を図るため、主要魚種のタイラギ、アサリ等の７魚種について種苗

放流や増殖、底質改善などの技術開発や環境調査を実施しております。 

 本協議会で説明する魚種に関しましては、タイラギ、アサリ、ガザミ、マガキの４魚種に

ついて説明させていただきます。 



- 13 - 

 右の図が、各取組の実施場所です。 

 今年度タイラギの増殖の取組結果、成果について説明します。 

 令和４年度のタイラギ種苗生産及び中間育成技術の開発について、本県では、８月末時点

で計２回の産卵誘発をし、うち１回で採卵、24万９千個体の着底稚貝を生産しました。これ

らのうち５㎜前後の稚貝２万５千個体を熊本県に預託しております。また、長崎県総合水産

試験場では10㎜前後の稚貝約４万４千個体を現在中間育成中になります。 

 続きまして、タイラギ母貝団地の造成についてですが、今年度も沖合域及び干潟域へのタ

イラギ種苗移植を実施予定でございます。 

 沖合域への移植については、令和２年度に造成したマウンド礁への移植を予定しておりま

す。移植時期については、海域の状況を鑑みて８月から11月を予定しております。昨年度に

引き続き、沖合移植への移植装置の改良による生残率の向上を目指してまいります。 

 一方、干潟域に関しましても、10月から11月に移植を予定しております。沖合域、干潟域

ともに生残調査を行い、生残率の追跡をしていく予定であります。 

 対象区域として沖合域１か所、干潟域２か所を設定しております。 

 続きまして、アサリ増殖の取組について説明します。 

 アサリ生息状況調査では、諫早湾のアサリ養殖漁場でアサリの生息状況調査を行いました。

令和４年４月時点では、過去５年平均を上回るm2当たり1,300個体の稚貝の着生を確認して

いましたが、その後減少傾向に転じております。 

 令和３年度に設置したパーム網袋では、小長井地先で、砂利入り網袋に比べ着生数が少な

い傾向が見られ、瑞穂地先においては、着生自体が確認できないという結果でした。 

 また、６月に釜地区、瑞穂地区、７月に国見地区の各母貝団地において網袋内のアサリの

生息状況調査を実施しました。釜地区でm2当たり79個体、瑞穂地区でm2当たり789個体、国

見地区でm2当たり833個体を確認しました。 

（長崎県） 

 続きまして、マガキの取組を紹介します。 

 マガキでは、４項目の取組があります。 

 １つ目は、天然マガキ種苗を使用した単年での養殖マガキの生産技術の開発です。内容は、
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諫早湾内で天然マガキ種苗を採苗しまして、干潟域でシングルシードによる養殖試験を実施

しております。 

 ２つ目は、新たなシングルシード養殖適地の調査として、諫早湾内で既存の養殖実施箇所

以外で、新たな適地や高水温期の避難漁場候補地を探索するための養殖試験を実施しており

ます。 

 ３つ目は、海中ランブリング技術等を活用したフジツボ等付着軽減技術の開発です。海中

ランブリング技術は、潮流等を利用することで、飼育カゴ内に収容した養殖マガキが、カゴ

内で揺れて相互に研磨され、付着生物等が軽減される環境をつくる技術のことを言います。 

 今年度はゴム製チューブの弾力を利用する装置を作り、諫早湾内で効果を見るため、養殖

筏での試験を実施しております。 

 ４つ目はシングルシードの高水温耐性選抜技術開発です。内容は、高水温かつ餌が豊富な

養殖漁場におきまして、経済的な選抜飼育を一昨年度から継続して実施しており、今年度は

６月から選抜するための飼育を開始しております。

 最後に、ガザミの取組です。 

 ガザミでは２項目に取り組んでおります。 

 １つ目は、効果的な種苗放流技術の開発です。過年度からＤＮＡ標識を用いて、４県共同

で放流効果調査を実施しており、本県は、これまでの調査で適地と考えられる福岡県大牟田

地先に、時期、サイズの異なる複数群を放流しております。 

 今年度は、５㎜のＣ１サイズと10㎜のＣ３サイズを、ご覧の尾数で放流しております。 

 ２つ目は、抱卵ガザミ等の再放流試験です。 

 これは主要漁協で採捕した抱卵ガザミと小型ガザミを再放流するものであり、加えて今年

度からは新たな取組として浮遊幼生挙動シミュレーションを実施します。 

 浮遊幼生挙動シミュレーションは、有明海での浮遊幼生の移動経路を見るため、幼生の追

跡シミュレーションを行うことで、稚ガニの育成に適した福岡県大牟田地先に、幼生が効率

よく移送される再放流適地を検討するための資料を得ることを目的としております。

 以上で長崎県からの報告を終わらせていただきます。 

（熊本県） 
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 熊本県です。よろしくお願いします。 

 熊本県では、６魚種を対象に有明海再生の取組を実施しています。 

 本日は、これらのうち、タイラギ、アサリ、ハマグリ、クルマエビについて説明します。 

 まずは、タイラギ増殖の取組について、令和４年度は４つの取組を実施しています。 

 １つ目は、中間育成技術の開発で、水産研究・教育機構から提供いただいた着底稚貝を、

海上の囲い網で、令和２年度産稚貝500個体の母貝団地補填群の育成を実施しております。 

 ２つ目は、種苗預託に係る中間育成で、現在、福岡県、佐賀県及び長崎県が種苗生産され

た着底稚貝約５万７千個体を本県の水産研究センターで受け入れ、陸上で中間育成を実施し

ています。 

 今後、殻長50㎜まで育成した稚貝を一部還送し、残りは引き続き、殻長100㎜に達するま

で飼育します。 

 ３つ目は、宇土市地先での母貝団地造成で、３千個体を目標に、垂下式による育成試験と

移植を実施しています。また、中間育成が終了した令和３年度産稚貝は、適宜、母貝団地へ

移植し、目標の3,000個体を維持していきます。 

 ４つ目は、底質環境及びタイラギ生息状況の調査、海底攪拌による底質改善を実施してい

ます。 

 次に、アサリ増殖について、令和４年度は３つの取組を実施しております。 

 １つ目は、母貝団地の維持、造成試験で、県内２箇所において実施しています。 

 菊池川の河口域では、令和３年度に設置した被覆網の追跡調査及び保護試験を、緑川の河

口域では、保護区において食害生物対策及び干潟耕うん等を実施しています。 

 ２つ目は、網袋等を活用した稚貝の着底促進保護で、網袋及び被覆網を設置した試験区で、

密度管理等の漁場管理を実施しております。 

 ３つ目は、人工種苗の中間育成技術開発で、人工種苗150万個体を殻長６㎜まで中間育成

しまして、網袋や被覆網により保護対策を講じた移植試験を実施しております。 

 次に、ハマグリ増殖について、令和４年度は２つの取組を実施しています。 

 １つ目は、干潟の耕うん及び被覆網を用いた保護区の設置及び効果の把握で、緑川河口域

の保護区３箇所での保護効果把握調査を実施するとともに、保護の時期や場所を検討するた
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めの浮遊幼生等の調査を実施しております。 

 ２つ目は、菊池川及び緑川河口域におけるハマグリ生息密度の調査です。 

 最後に、クルマエビ増殖について、令和４年度は２つの取組を実施しております。 

 １つ目は、小型種苗の放流及び漁獲調査で、放流の効果やサイズ等を検討するため、14㎜

の種苗437万個体を本県の地先に放流しております。 

 また、放流適地を探索するため、本県の熊本市から宇土市にかけて集中放流及び調査を実

施するとともに、標本船調査によって、本県の有明海での漁獲量の推定を実施しております。 

 ２つ目は、漁業者による海底攪拌及びその効果把握調査を実施しております。 

 熊本県からの説明は以上になります。 

（会長代理） 

 各県の皆様、説明ありがとうございました。 

 続きまして、議事の（２）の６）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） 

 資料２－６をお開きください。 

 水産庁による現地実証等の取組内容について説明します。 

 まず、１ページをお開きください。 

 有明海漁業振興技術開発事業の趣旨については、資料２－４で説明させていただいており

ます。また、事業内容も今各県から取組の説明内容がありましたけれども、それと重複し時

間の関係もありますので、かいつまんで説明します。 

 ２ページをお開きください。 

 タイラギについてですけれども、資料２－４で説明しましたので、３ページをお開きくだ

さい。 

 アゲマキについてです。アゲマキは、これまで累計1,800万個体以上の稚貝を放流し、母

貝団地を造成しています。平成29年度までは、佐賀県のみでの取組でしたが、平成30年度か
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らは福岡県でも母貝団地の造成を始めており、横断的な取組となってきています。一方で、

佐賀県海域では記録的豪雨による低塩分化や食害等による影響、福岡県海域では逸散、食害

等の影響等により、造成した母貝団地で減耗が見られたことから、生残率向上に向けた食害

対策や放流種苗の追跡調査等を通じて、地先の環境に適応した人工種苗の放流技術の高度化

等を進めていくこととしております。 

 次に、４ページをお開きください。 

 これもアサリについてでありますけれども、説明していますので、省略します。 

 ５ページをお開きください。 

 ウミタケです。ウミタケについては、試験的な漁場造成により資源回復が見られたことか

ら、平成29年度から令和元年度まで試験操業を実施しておりましたが、令和２年度以降は、

推定生息個体が減少したことから、試験操業を見送っている状況であります。令和３年度か

らは、種苗生産、放流技術開発に加えまして、養殖技術の開発にも取り組んでおります。 

 次に、６ページをお開きください。 

 マガキについてです。これまで、長崎県のみの取組でありましたが、前年度から福岡県で

の取組も開始したところであり、主に養殖技術の開発に取り組んでおります。 

 次に、７ページ、８ページをお開きください。 

 甲殻類で、ガザミとクルマエビについて技術開発を実施しております。先ほど各県からの

報告がありましたが、甲殻類についてはＤＮＡ標識を用いた放流効果の推定を実施しており

ます。 

 まず、７ページのガザミについては、ＤＮＡ標識技術を用い、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います。また、ＤＮＡを用いた親子判別分析を行い、

放流個体の再生産への貢献の推定を実施しています。 

 ８ページをお開きください。 

 クルマエビです。クルマエビについては、これまでに本事業で解明した放流適地、適時期、

適サイズに基づき、平成28年度から４県共同の放流事業で放流を行っているところです。ま

た、平成30年度からは熊本県で小型種苗の放流効果等について調査を続けているところです。 

 今年度は、ＤＮＡ標識された小型種苗を放流し、効果的な放流手法の検討を進めていくこ

ととしています。 

 続きまして、魚類について９ページにエツ、10ページにはホシガレイです。11ページにト
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ラフグ、12ページにはヒラメとマコガレイについてそれぞれ取組の内容について記載してお

ります。技術開発をそれぞれの魚種についても行っております。 

 最後に、13ページをお開きください。 

 藻類であります。昨年度から、長崎県でワカメとヒジキの取組を実施しております。ワカ

メでは主に養殖技術の開発、ヒジキでは種苗生産技術に取り組んでいるところであり、今年

度も引き続き技術開発に取り組むこととしております。 

 続きまして、14ページをお開きください。 

 14ページからは、有明海のアサリ等の生産性向上実証事業についての説明になります。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、これまで実証事業のうち、特に効

果が認められた技術を用い、母貝の生産適地の造成、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。 

 事業の実施期間は平成30年度から令和４年度の５か年間を予定しております。 

 14ページの資料です。この右側の下側に番号を振っており、１から４として事業の大課題

を記載しております。また、その中に①から⑧として個別の事業内容と実施場所を記載して

います。実施場所は各県２か所ずつ、計８か所で実施しており、母貝の事業については２か

所、稚貝の事業については２か所、移植は３か所、カキ礁の事業については１か所としてい

ます。 

 次に、15ページをお開きください。 

 15ページの表については、事業全体の概要で上側に項目が書いてあり、大課題、実施場所、

その場所のアサリ等に対する環境特性、５年間の技術開発・実証の目標を項目として一番上

に記載しております。それぞれの環境特性に合わせて必要な技術開発、実証事業を行ってお

ります。 

 表の左側の欄１つ目の大課題である、母貝に係る技術開発です。母貝に係る技術開発の最

終的な目標は、母貝の生残と成長手法の効果などを検証して、産卵数を増加させることによ

り生産性の向上を図るものです。 

 次に、上から２つ目の大課題である、稚貝に係る技術開発です。これについては、河川水

の影響のある干潟や、波浪、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

効活用した生産性の向上や有効性の評価を図るものです。 
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 次に、上から３つ目の大課題です。高密度に集積する稚貝を成長のよい場所に移植して有

効に活用する技術開発です。最終的にはこの技術を通じまし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す。 

 最後に、一番下の４つ目の大課題です。改良型カキ礁造成による貧酸素水塊の軽減に係る

技術開発及び評価です。 

 次に、16ページから23ページまでの資料については、これまでの個別事業の取組成果や令

和４年度の計画をそれぞれの事業で記載しております。時間の都合上、説明は省略させてい

ただきます。 

 最後に24ページをお開きください。 

 有明海水産基盤整備実証調査についての説明になります。 

 有明海水産基盤整備実証調査は、覆砂等の手法を用いた底質改善により、タイラギ漁業の

再生を行うことを目標に調査を開始しております。 

 右上図にあるように、凹凸覆砂畝型漁場と生物機能活用型基盤を造成し、底質環境や餌料

環境の改善を試みたところ、令和３年度には約500個体の天然稚貝の着底と移植稚貝の成長

を確認しました。 

 また、タイラギの餌となる有機物が、この生物機能活用型基盤から拡散されていることが

明らかになっております。今年度はタイラギの餌料環境改善条件の把握に取り組むとともに、

新たな展開候補地の検討を進めていきたいと思います。 

 以上で説明は終わります。 

（会長代理） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、議事の（２）の７）有明海の環境変化の要因に関する調査について、九州農

政局から説明をお願いします。 

（九州農政局） 

 資料２－７、有明海の環境変化の要因に関する調査です。 

 大きく４項目の調査を継続しているところです。 

 まず、１点目の貧酸素現象調査です。 
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 １ページをお開きください。 

 今年度の貧酸素現象の調査状況です。有明海の奥部西側海域、また、諫早湾中央から北部

海域におきまして、７月上旬以降の晴天の継続、気温の上昇により、鉛直方向で大きく水温

の異なる層、いわゆる水温躍層が発達しております。 

 また、７月中旬の降雨により、鉛直方向で大きく塩分の異なる層、これは塩分躍層と申し

ております、これが発達しており、鉛直方向での水が混ざりにくくなり、その状態で海底で

の酸素消費が積み重なることによって、図のような貧酸素現象、丸で囲んでいるエリアで、

それぞれの海域で発生したと考えられます。 

 次に、２ページです。 

 ２点目の赤潮調査です。 

 今年度の赤潮の調査結果につきましては、６月下旬のクロロフィルａの濃度分布を示して

おります。有明海湾奥部、諫早湾、そして熊本県沖におきまして、オレンジからピンク、ピ

ンクから赤と濃い形になっており、日を追うごとに着色が変わっているということで、それ

ぞれの海域におきましてクロロフィルａが増加しているということを確認しているところで

す。 

 ３つ目の底質環境調査です。３ページです。 

 昨年度までの調査におきまして底質の改善効果が確認されているというところで、砂混じ

り砂、泥で、攪拌による改善の効果が見られております。 

 今年度は、底質攪拌につきまして、長崎県沖の４区域、熊本県沖の４区域で実施しており

ます。これらの攪拌前後の底質状況を調査しまして、右上にあります底質特性別海域区分図

を更新してまいりたいと思っております。 

 続いて、４ページです。 

 二枚貝類等生息環境調査の状況です。 

 ナルトビエイの捕獲調査です。皆様方の協力の下でこの捕獲を実施しているところです。

今年度は、昨年度と比較いたしまして、月ごとで多少異なる状況となっております。 

 下段のグラフです。 

 ７月末時点におきましては、令和３年度と同様に、５月、６月に増えて７月に減っている

という傾向を示しております。 

 なお、令和２年度以前に比べても、上のグラフのとおり、比較的少ない捕獲状況です。 
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 また、関連して５ページですけれども、今回、アカエイ類の捕獲調査を行っております。

アカエイ類により有用二枚貝類がどの程度捕食されているかということですが、昨年度から

の報告といたしまして、４種類のアカエイ類を表に書いております。４種類を捕獲しまして、

胃の内容物を調査しております。 

 右側の表ですけれども、二枚貝類につきましては、マテ貝類、それから、ウネナシトマヤ

ガイ（ヒメガイ）が確認されております。ただし、それ以外の二枚貝類はこの調査では確認

されておりません。内容物の多くは、着色しております甲殻類、魚類、多毛類が中心となっ

ておりまして、昨年度と同様の傾向が確認されております。 

 なお、これまで説明したこの４つの項目のうち、貧酸素現象調査や赤潮調査の赤潮速報、

クロロフィルａの衛星画像につきまして、別途、資料２－７の参考資料で詳しく記載してお

りますので、御覧いただければと思います。特に説明していませんが、ＱＲコードを今回添

付しておりますので、そこから閲覧が簡単にできるようになっております。活用いただけれ

ばと思っております。 

 説明は以上です。 

（会長代理） 

 ありがとうございました。 

 以上、議事(２)、令和４年度の取組状況についての説明でした。 

 続きまして、議事(３)になります。令和５年度の予算概算要求について農村振興局から説

明をお願いします。 

（農村振興局） 

  資料３をお開きください。 

  資料３は、有明海再生対策に関する令和５年度予算概算要求です。 

 上段の表の１から５について、一番右側が要求額で、合計で17億6,500万円を要求してお

ります。これは、昨年度の予算額と同額となっております。そして、下段に関連対策として

水産公共などの関連対策を記載しております。 

国においても厳しい財政状況の中ですが、有明海の再生は重要な政策課題と考えており、

引き続き有明海再生に向けた取組を着実に推進するため、予算確保に向けて財政当局の理解
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が得られるようしっかり協議していく所存です。よろしくお願いします。 

（会長代理） 

 ありがとうございました。 

 以上で議事の（１）から（３）までの内容について説明が終わったところです。 

 続きまして、議事（４）の意見交換に移りたいと思います。 

 皆様からの忌憚のない意見を、どなたからでも結構です。よろしくお願いします。 

 各漁連等の皆様から順次お伺いしたいと思います。福岡有明漁業協同組合連合会、何かご

ざいますか。 

（委員） 

 昨年のことですが、シオフキガイが大発生しまして、これについてどういうことが関連し

ているかどうか質問したと思います。そのことについて福岡県水産海洋技術センター有明海

研究所からつい先日説明を聞きました。その説明によれば、二枚貝類の効果、いわゆる植物

プランクトンを餌として取り込む効果、また、排せつすることによる栄養塩類の効果につい

ては、大きく関与したと考えられるということで、やはりそうかなと思ったところです。 

 また、概算要求について説明いただきましたけれども、大変努力していただいていると思

いますので、今後もお願いします。 

 福岡県の現状ですが、何年か前に出水によって全面的にアサリがへい死した後に、海域に

調査のとおり大量のアサリが着底しております。福岡県では３㎝以上ということになってい

る関係上、採捕しておりませんが、今年は採捕できるであろうと思います。 

 台風による出水について大変心配しておりましたが、免れたようで、何とか今年の漁獲に

結びつけていきたいと期待しているところです。また、いろいろな種苗生産の策定、稚貝を

養成するために、放流事業など実施しておりますので、そのことについても支援いただけれ

ばと思っております。よろしくお願いします。 

（会長代理） 

 ありがとうございます。 



- 23 - 

 佐賀県有明海漁業協同組合、何かございますか。 

（委員） 

 日頃より有明海再生に向け御尽力いただいていることに対し、厚くお礼を申し上げます。 

 有明海再生に向けては、アサリ、タイラギが重点事項として取り上げられ、浮遊幼生、母

貝団地造成、種苗生産などの取組が進められてきておられます。 

 佐賀県の西南部地区では、ここ数年、赤潮発生に伴い不漁が続いており、生産者は行き先

が見えない厳しい状況にも追い込まれております。 

 現状では、植物プランクトンを捕食する二枚貝類のサルボウの減少が１つの原因につな

がっていると思われております。 

 現在、県単の補助事業でサルボウの資源回復に向けて、育苗器の増設、稚貝の放流など、

小規模で実施しようとしておりますが、有明海漁場環境改善事業にサルボウの資源回復に向

けた取組をアサリ、タイラギと同様、重点項目に加えていただきますようお願いします。 

 また、赤潮発生メカニズムの解明についても併せて取り組んでいただきますようよろしく

お願いします。 

（会長代理） 

 ありがとうございます。 

 長崎県漁業協同組合連合会、よろしくお願いします。 

（委員） 

 有明海の再生事業につきまして、日頃より御協力、御尽力いただいていますことを心から

お礼申し上げます。 

 長崎県は７魚種において対策事業などに取り組んでいただき実施されておりますが、ガザ

ミでは、一部効果が見えております。しかし、気温の上昇や大雨などの影響のためか、アサ

リ、タイラギについては、漁獲がほぼゼロのような状況であります。 

 漁業者も大変厳しい状況の中で、有明海は、特に長崎県では諫早湾周辺では、なかなか漁

業の水揚げもなく、後継者も育たないようなところでありますが、よろしくお願いします。 
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（会長代理） 

 ありがとうございます。 

 熊本県漁業協同組合連合会、何かございましたらよろしくお願いします。 

（委員） 

日頃から実証、検証ありがとうございます。おかげで少しずつでも実績が出てきたというこ

とで、本当に感謝しております。 

 要望というよりお願いがあるのですが、先ほど佐賀県有明海漁業協同組合が言われた赤潮

についてです。今年度は熊本県の不知火海で、夏にカレニア・ミキモトイという赤潮が多量

に発生して、過去２番目の被害が出たということで少し心配しておりました。 

 しかし、この対応として粘土に焼ミョウバンを混ぜて流すと、赤潮が解消されたというこ

とが報道されました。 

 その件について、有明海でノリ漁期時に珪藻プランクトンが発生します。佐賀県有明海漁

業協同組合が言われたとおりです。これが果たして粘土と焼ミョウバンを混ぜて赤潮が解消

されるのかということを、他種魚種に関わる影響と、同じ藻類のためノリに対する被害、こ

れを調査していただきたいと思います。 

 次に、食害についてです。アサリ、ハマグリも漁獲高も上がってきたのですが、カモ、渡

り鳥の腹からかなりのアサリのむき身が出てくるということで、大変、熊本県は苦慮してお

ります。ナルトビエイは以前から、アサリを食べておりますけれども、変わらないように渡

り鳥のカモも食べているということです。これに対しての対策、音なのか何かをそちらで考

えていただいて、この対策を検討していただきたい。有明海再生事業でアサリ、ハマグリが

出てきても、そういう鳥に食べられるということです。漁業者も少し苦慮しております。 

 また、魚に対しても、クロダイがノリを食べたりアサリを食べたりしているということで、

こちらも水中ドローンなどで、具体的にどの状態で食べているのかということを、それに対

する県や私たちが防御する何かヒントが得られないだろうかということを鑑みて、調査の対

象に加えていただきたいということでお願いしたいと思います。もし調査していただければ、

その結果についてはパネルディスカッションなどで言いますので、よろしくお願いします。 
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（会長代理） 

 ありがとうございました。各委員からかなり具体的な要望や提案がありました。いただい

た意見、提案については今後の令和４年度、もしくは令和５年度以降のいろいろな取組の中

で生かしていくということと思います。この段階で何かしらもしコメント等があれば、よろ

しくお願いします。特に、二枚貝による漁場環境の改善や、赤潮のメカニズム、食害の問題

等もありましたけれども、もし何かコメントがあれば、いかがでしょうか。 

（九州農政局） 

 九州農政局から若干のコメントをさせていただきます。 

 まず、シオフキにつきまして、福岡県の研究機関でいろいろな成果を出していただいてい

るということで大変感謝しております。国、県として引き続き４県協調ということで進んで

おりますので、それについて一緒に情報も共有しながら、より大きな有明海の再生に向けた

１つのきっかけでもありますので、それを生かしながら実施してければと思います。また、

予算等につきましては、引き続き確保していきたいというところです。 

 サルボウにつきましては、幹事会でもお話をさせていただきましたけれども、４県の取組

の中で議論を深めさせていただきたいと思っております。また、赤潮のメカニズムにつきま

しても、佐賀県、佐賀県有明海漁業協同組合で大学とも一緒になって連携して取り組んでい

るということも承知しております。この協議会の中で４県と一緒になってできることをいろ

いろ検討してまいりたいと思っております。 

 ガザミに関しては非常に成果が出てきたということで、大変期待しているところでござい

ます。一つ一つ成果が出るよう４県の皆様方と、各県に協力いただいている漁業者の皆様方

と一緒になって成果を大きく、少しでも数が増えるようにできればと思っております。特に、

諫早湾のことで話されたアサリやタイラギ、その辺りの成果が少しでも期待できる形で見え

ればと思っております。よろしくお願いします。 

 赤潮につきましては、不知火海のカレニア・ミキモトイにつきまして、場所によっていろ

いろな対策法があるということを勉強させていただいておりますけれども、これが有明海の

珪藻赤潮でも適用できないかということと思っております。赤潮について非常に重く思って

おりまして、研究の対象ではあり、この辺りは非常に難しいところはあります。これも引き

続き少しずつ解明に向けて努力をさせていただければと思っております。 
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 カモにつきましても、制度としまして、各地方公共団体と協議会を作っていただき、鳥獣

害への補助、交付金の交付をさせていただいております。いろいろな情報提供をこの会でも

できるような形で進めさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

（会長代理） 

 ありがとうございました。水産庁は何か発言等がございますか。よろしくお願いします。 

（水産庁） 

 委員の皆様からの現場の声を踏まえまして、水産庁としましても、関係者の皆さまとも協

調して各種取組を行っていきたいと考えております。 

 水産庁の事業報告の際にも説明させていただいたとおり、タイラギについては、今年度の

８月末時点において、３県合計で過去最高の約35万8,000個体の着底稚貝の生産に成功して

います。着実に有明海特産の魚介藻類の増養殖技術の開発や、有明海の海洋環境の調査研究

は進捗していると認識しております。近年の豪雨や台風等の自然災害、海域環境の変化にも

適応しつつ、現場の皆様が有明海の再生を実感できるように開発した増養殖技術等を現場で

実証して、漁業の実操業につなげていくことを課題として、今後の各種取組を行っていきた

いと考えています。 

 また、これらの取組を着実に実施するためにも、水産庁としては関係部局とも連携し、有

明海再生のための関連予算の確保に努めるとともに、令和３年４月に改正した有明海及び八

代海等を再生するための特別措置に関する法律に基づき、関係県の県計画に基づく取組を円

滑に実施できるように支援してまいりたいと思っております。 

（会長代理） 

 ありがとうございました。出席の各県の委員さま何かございますか。長崎県、よろしくお

願いします。 

（長崎県） 

 長崎県です。有明海再生の取組については、これまで20年近く各県や国で様々な調査研究、

技術開発実証事業等について取り組んできたところでありますが、本県では、先ほどお話に



- 27 - 

ありましたとおり、ガザミの放流、シングルシードカキの養殖技術など、漁業者の収入につ

ながるような成果も少しずつ見えてきており、大変感謝しております。 

 一方で、先ほどの幹事会報告にもありましたとおり、現場の漁業者からはアサリ、タイラ

ギや漁船漁業など、いまだに漁業の再生につながるような効果が実感できていないという厳

しい声も聞かれております。本県漁連のお話にもありましたとおり、やはり漁業後継者が

育っていく環境づくりが必要であると考えております。 

 また、近年では海水温上昇や２年前の豪雨など、新たな環境変化に対する再生に向けての

新しい課題も出てきておりますので、現在の環境に応じた新しい漁業への取組も必要と考え

ております。 

 本県としましては、こうした現場の実情を受け止めて、水産庁からの話もありましたとお

り、漁業者が成果を実感できるような今後の事業内容の検討に当たって、地元漁業者との意

見交換や国との協議を深めていただければと思いますので、引き続き協力をお願いします。 

 また、その他で報告があると思いますが、令和４年３月に有明海・八代海等総合調査評価

委員会報告の中間取りまとめが公表されました。ぜひ、原因の究明と具体的かつ効果的な再

生対策の提示に至りますようお願いするとともに、今後とも有明海再生に係る必要な予算の

確保について御尽力、御力添えをいただきますよう心からお願い申し上げます。 

 少し長くなりましたが、よろしくお願いします。 

（会長代理） 

 ありがとうございます。将来の担い手を確保して、漁業者に取組の良さを実感していただ

くためにも、やはり有明海の再生、資源の回復に向けた現状の分析、そして、技術の開発、

実証を着実に進めていかなければならないと改めて思った次第です。 

 各委員の皆様、発言等がありましたらよろしくお願いします。よろしいでしょうか。佐賀

県有明海漁業協同組合よろしくお願いします。 

（委員） 

 今が一番有明海も落ち込んでいると思います。やはりこれだけ落ち込んでいる中で人間の

力で毎年毎年、有明海再生対策で行っているため、これがどこかで少し上向きになったとき

には、有明海も自分の力で再生をすると思いますので、引き続きよろしくお願いします。 
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（会長代理） 

 それでは、意見も一通りいただいたと思います。４県協調の取組につきましては、本日い

ただいた意見も踏まえ、成果が上がるような取組となるよう、そして、将来的には漁業者に

しっかり良さを実感していただけるように進めていただきたいと思います。農村振興局から

も発言があれば、よろしくお願いします。 

（農村振興局） 

 本日は、各漁業団体の長の皆様から貴重な意見をいただきましてありがとうございます。

現場の生の声を聞かせていただきましたので、ぜひ予算の執行にも生かしていきたいと考え

ております。 

 先ほど兆しは見えてきたのですけど、まだまだ実感を伴わないというところ、また、それ

が後継者にはなかなかつながらないという話、こういった意見を重く受け止めて取組を進め

ていきたいと思います。予算につきましては、財政当局もなかなか厳しいですが、こちらと

しては精一杯頑張っていきたいと思います。そして、予算の執行につきましても、４県及び

４県の漁業団体の皆様の協力をいただいて、より良いもの、効率良く取組が推進できるとい

うものに見直しながら進めていきたいと考えておりますので、引き続き協力をよろしくお願

いします。 

（会長代理） 

 ありがとうございます。ここにお集まりの関係者が協力して今後も取組を進めていくとい

うことが大事であると思いますので、引き続きよろしくお願いします。今日頂いた意見を

しっかり今後の取組に反映をさせていただきたいと思います。 

 それでは、次の議事に移らせていただきたいと思います。 

 議事の（５）です。 

 最後に、その他ということで、環境省から有明海・八代海等総合調査評価委員会で取りま

とめた中間取りまとめについて紹介をいただきたいと思います。 

 協議会規約に基づき、必要と認めたことを紹介させていただくということです。 

 環境省から説明をよろしくお願いします。 
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（環境省） 

 環境省です。このような場を設けていただきまして、ありがとうございます。 

 有明海・八代海等総合調査評価委員会の中間取りまとめについて紹介したいと思います。 

 環境省は、この評価委員会の事務局を務めております。この評価委員会の活動については、

以前より地元の、特に漁業関係者の皆様から地元にも分かりやすく説明していただきたいと

いう要望をいただいておりました。今年の３月にこの中間取りまとめという報告をまとめま

したので、これを機会に説明させていただくことになったものでございます。 

 それでは、資料を進めていただきたいと思います。 

 まず、この評価委員会について紹介したいと思います。 

 この委員会は、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に基づき、環

境省に置かれているものです。 

 その役割は、国及び関係県が行う総合的な調査の結果に基づいて、有明海及び八代海等の

再生に係る評価を行うこととされています。これまでに平成18年度、そして平成28年度に報

告書を取りまとめております。 

 次の報告は、前回から10年後の令和８年度に報告書を取りまとめる予定ですが、前半の５

年が終わるというタイミングで今年の３月に中間取りまとめをまとめたものです。 

 これまでの経緯ということで、平成28年度の報告について、簡単に紹介します。 

 検討のアプローチですが、1970年頃から現在までの環境等の変化を対象として整理してお

ります。 

 「底生生物の変化」、「有用二枚貝の減少」、「ノリ養殖の問題」、「魚類等の変化」の

４項目を取り上げまして、問題点とその原因・要因を考察し、再生方策等を取りまとめてい

ます。 

 再生目標ということで２つ上げておりまして、希有な生態系、生物多様性及び水質浄化機

能の保全・回復、もう一つが二枚貝等の生息環境の保全・回復と持続的な水産資源の確保で

す。 

 これらについて当面の目標とする時期としておおむね10年後、これが令和８年度で、目標

達成に向けた再生方策を関係省庁等で実施するということにしております。 
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 令和３年度の中間取りまとめについて紹介をさせていただきます。 

 先ほど申し上げたとおり、目標の中間段階である令和３年度時点での再生方策の実施状況、

課題等を整理しまして、令和８年度報告に向けて必要となる検討事項等について取りまとめ

たものです。 

 主な内容ですけれども、まず②のところで、環境の状況に関する新たなデータや知見につ

いて整理したということ、そして③で、再生方策等の実施状況等と課題について整理をいた

しました。④で、令和８年度報告に向けて必要となる検討事項等を取りまとめたものです。 

  ここから中間取りまとめの内容に入ってまいります。まず、環境等の状況ということで、

下の表にあります項目、例えば、汚濁負荷、河川からの土砂流入、潮汐・潮流、水質、底質

等々について新たなデータや知見を整理しております。 

 特に最近のことで注目すべき点としては、近年の豪雨の増加や気温・水温の上昇による環

境への影響等が示唆されるということです。 

 ここから再生方策等の実施状況等と課題の整理ということです。 

 これは全部を説明し切れませんので項目程度になってしまうかもしれませんが、かいつま

んで説明させていただきます。 

 まず、再生方策等といたしまして、生物の生息環境の確保ということです。 

 底質の改善、河川からの土砂流入量の把握については、底質改善の取組をするということ

と、そして、河川からの土砂流入量については引き続き調査・検討していくことが必要とさ

れています。 

 続いて、藻場・干潟の分布状況等の把握、漂流・漂着・海底ごみ対策ということで、藻

場・干潟の分布については衛星画像等の解析で調査を実施しています。また、海洋ごみの回

収や処理などを実施しています。 

 そして、水質については、貧酸素水塊の軽減対策や赤潮対策ということですが、これらに

つきましては重要な課題であり、ただし、なかなかメカニズムの解明は難しいということが

あり、更なる調査研究が必要であるというまとめになっています。 

  ２のベントス（底生生物）のモニタリング・変動要因の解析です。 

 これらについても種組成や個体数の変化を調査していますが、継続的なモニタリングが必
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要であるということを言われております。 

 続いて、３の有用二枚貝の減少ということで、まず、タイラギについてです。 

 こちらについては、タイラギの生息状況や浮遊幼生の出現状況などを調査しております。 

 また、タイラギの立ち枯れへい死の原因解明につきましては後で紹介します。 

 それから、タイラギの母貝団地の造成と移植、種苗生産等の増養殖技術と種苗放流・移植

などの取組が進められているということです。 

 アサリについてです。こちらはアサリの浮遊幼生の出現状況について、シミュレーション

モデルを構築しての解析などが行われております。 

 アサリの資源再生、母貝生息適地の保全・再生の取組が進められております。 

 そして、エイ類等の食害生物の駆除・食害防止策については被覆網を施すというようなこ

とでの対策が行われています。また、ナルトビエイの生態についての更なる調査研究が必要

というまとめになっています。 

 ノリ養殖の問題です。ノリの色落ちということで栄養塩類の不足などもありますので、下

水処理施設の季節別運転管理などが実施されているということがあります。 

 また、環境負荷の軽減に配慮したノリ養殖技術や水温上昇に対応したノリ養殖技術の開発

について取組が行われているところです。 

 ５では、魚類等の変化、魚類漁獲量等の状況ということです。 

 有明海につきましては豊富な高次捕食者がいるということで、特に、サメ・エイ類にとっ

て世界有数の繁殖・成育場になっていることが明らかになりつつあるということです。 

 八代海につきましては、種構成は有明海と異なっているということですが、まだ、知見が

いろいろと乏しいというところもありますので、更なる研究が必要というまとめになってい

ます。 

 再生方策等の実施状況として、トピック的に２つほど紹介します。 

 １つはタイラギの立ち枯れへい死の原因解明ということ、もう１つはノリ養殖の関連での

水温上昇に対応したノリ養殖技術の開発ということです。 
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 タイラギの立ち枯れへい死の原因解明につきましては、福岡県で移植試験などが行われて

知見が集まってきたということです。 

 条件を変えた形での移植試験を行ったということで、直植え区、被覆カゴ区、そして、海

中育成ネット区、上架カゴ区といったものを用意しまして、それによってその後どうなった

かというものを見ていくという調査です。 

 2017年と2018年の試験結果ですが、ここにあります青の折れ線グラフは直植え区で、直植

えの場合は春から夏にかけてほとんど死んでしまうということですが、ほかの区につきまし

ては生存している。特に、海底から離すことによって生存率が上がるということが分かって

まいりました。 

 ただし、何が本当に要因となってこの立ち枯れへい死の発生が大幅に減少したということ

なのかというところはまだ十分な情報がありませんので、引き続き検証していくということ

にしているところです。 

 水温上昇等に対応したノリ養殖技術の開発ということですけれども、こちらにつきまして

は水産庁の取組として高水温に適応した新品種の開発と実用化が行われているところです。 

 アオクビという元株から酵素処理で細胞をばらばらにしまして、高水温に強い細胞を選抜

するということをしていきます。それによって、ここでは６Ｃという育種素材の生残率が非

常に高い、あるいは、生長が早いということが分かってまいりましたので、この６Ｃからさ

らに再選抜を行って、高生残・高生長の個体を確認するという取組がなされています。 

 再生方策等に共通する今後の課題です。 

 １つはデータの蓄積等の科学的知見の充実ということです。 

 モニタリング調査を充実させていくということ、シミュレーションモデル等の活用により、

原因・要因の解析・解明等を行っていくということ、そして、気候変動に伴う影響について

の調査研究が重要ということが言われています。 
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 関係者による連携強化と情報の発信・共有の推進ということ、これも重要と言われており

ます。 

 そして、再生目標と再生方策等との関連性の明確化と他事業等との連携強化ということで、

再生目標の達成状況と再生方策の実施状況等の関連性を明確にしていくことが重要であると

いうことが言われております。 

 令和８年度報告に向けては、これらの課題の解決に向けて取り組んでいくことが必要とい

うことが最後にまとめられております。 

 今後、環境省はこの評価委員会の事務局といたしまして、令和８年度の報告に向け、科学

的な知見をさらに充実させた報告書を取りまとめたいと考えております。それによって、関

係県、関係省庁の施策実施に貢献してまいりたいと思っております。 

 以上、報告とさせていただきます。今後ともよろしくお願いします。 

 以上です。 

（会長代理） 

 ありがとうございました。中間取りまとめの説明でありました。 

 ただいまの説明について、何かございますか。 

 それでは、事務局からよろしくお願いします。 

（九州農政局） 

 委員の皆様方に連絡を申し上げます。 

 今回の協議会で頂きました意見につきましては、九州農政局、そして各県等の担当者で事

務的、技術的な整理を検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

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

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ますので、協力をよろ

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、承知おき願います。 

 以上です。 
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（会長代理） 

 議事についてはこれで終了ということですが、最後に委員の方から何かございましたら、

よろしくお願いします。 

 それでは、本日の概要についてはこの後、記者説明会が予定されております。そこで報告

をさせていただくことになっております。 

 説明は、この協議会の事務局長であります九州農政局が行う予定です。 

 報告内容については、皆様に事前に今、確認いただきたいと思います。 

（九州農政局） 

 それでは、意見について取りまとめをいたしましたので、確認をお願いしたいと思います。 

 まず１点目、福岡県有明漁業協同組合連合会委員からの意見です。 

 漁場環境の改善に効果がある二枚貝類の資源量の増加についての取組を推進してほしい。

概算要求に計上された予算の確保をお願いするといった意見です。 

 次に、佐賀県有明海漁業協同組合委員からの意見です。 

 サルボウについて、アサリ、タイラギと同様に重点魚種として取り組んでほしい。赤潮発

生のメカニズム解明について引き続き取り組んでほしいといった意見です。 

 次に、長崎県漁業協同組合連合会委員からの意見です。 

 漁業後継者がしっかり育つように漁獲につながる取組をしっかり重点的に進めてほしいと

いう意見です。 

 最後に熊本県漁業協同組合連合会委員からの意見です。 

 珪藻プランクトンへの対策について検討すること、カモ等の食害についての対策を検討し

てほしいという意見です。 

 以上、報告をさせていただきたいと思っております。 

（会長代理） 

 それでは、本日の議事について以上で全て終了ということで、スムーズな進行に協力をあ

りがとうございました。 
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 それでは、進行を事務局にお返します。 

（九州農政局） 

 本日は、委員の皆様には長時間にわたり審議いただきまして、誠にありがとうございまし

た。 

 これをもちまして第33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。 

── 了 ──


