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有明海漁場環境改善連絡協議会（第31回） 

議 事 録 

１．日 時：令和３年９月30日（木）13:30～15:22 

２．場 所：ホテルニューオータニ佐賀 中２Ｆ 鶴の間（東） 

３．出席者：別紙のとおり 

【議事内容】

（九州農政局） 

 只今から第31回有明海漁場環境改善連絡協議会を開催します。 

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

ざいます。本日、司会進行を務めます九州農政局でございます。よろしくお願いします。 

 開催に当たり、本連絡協議会の会長である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） 

 九州農政局でございます。よろしくお願いします。 

 皆様方におかれては御多忙の中、有明海漁場環境改善連絡協議会に出席いただき誠にあり

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ます。 

 また、昨年に引き続き今年の８月には記録的な大雨により、ごみや木など多量のものが漁

場に流れ込んだり、あるいは漁港内に土砂が堆積したり、被害が出たことに心からお見舞い

申し上げます。 

 本連絡協議会は、有明海の環境変化の原因究明や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の意見交換を行い、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

換等を行い、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開

催しています。 
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 平成30年度から開始しました４県協調によるタイラギの種苗生産の取組については、皆様

方の御尽力により令和３年８月末時点では約22万５千個体の着底稚貝を生産するまでに至り

ました。 

 また、毎年のように発生する豪雨でタイラギやアサリがへい死するといった事態が起きて

いますが、これらの対応としまして今年度よりタイラギ稚貝の熊本県への預託やアサリの融

通などの自然災害リスク対策に取り組むということにしております。 

 さらに、ガザミについては放流効果の高い有明海湾奥部での種苗放流を続けることにより、

４県における漁獲量が平成28年からの59トンから令和元年には121トンまで増加しています。 

 九州農政局としても、本日の御意見等を踏まえ、有明海再生に向けて引き続き努力してま

いる所存であります。関係者の皆様方におかれても、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すが、有意義な会議となるよう御協力を申し上げ、簡単ですが、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します。 

（九州農政局） 

 マスコミの皆様には退室をお願いします。 

    〔マスコミ退室〕 

 議事に先立ち、本日御出席いただいております委員の皆様を御紹介させていただきます。 

 はじめに、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。 

 熊本県漁業協同組合連合会でございます。 

 続いて、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。本日、Web参加です。 

 続いて、水産庁でございます。 

 九州漁業調整事務所でございます。 
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 農林水産省農村振興局農地資源課でございます。 

 九州農政局でございます。 

 次に、お手元にお配りしております資料は、議事次第、座席表、資料、参考資料、配布資

料、パンフレットとお配りさせていただいておりますので、御確認いただければと思います。

もし途中で何かありましたらお知らせいただければ届けます。 

 本日の連絡協議会は15時30分までを目途としています。御協力よろしくお願いします。 

 議事に入りますが、第１回連絡協議会において、規約第５条に基づき、九州農政局長が会

長に選任されています。これからの議事進行は九州農政局長にお願いします。 

 それでは、局長よろしくお願いします。 

（会長） 

 よろしくお願いします。 

 本日は限られた時間ですが、実りのある会議となるよう皆様方の御協力をよろしくお願い

します。 

 お手元の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)規約改正について、(２)令和３年度の取組状況について、(３)令和４

年度予算概算要求についてとなります。 

 議事の(１)規約改正から(２)令和３年度の取組状況についての３)までについて一括して

九州農政局から説明させていただきます。よろしくお願いします。 

（九州農政局） 

 お世話になっております。九州農政局の農地整備課長でございます。 

 ポイントに絞って説明させていただきたいと思います。 

 まず、資料１「規約改正」を準備いただければと思います。 

 資料１の５ページをお開きください。 

 今回、有明海漁場環境改善連絡協議会の規約を一部改正させていただいております。 

 改正の内容につきましては５ページの幹事会の構成、委員の変更になります。福岡県有明

海漁業協同組合連合会から推薦していただいております委員、沖端漁業協同組合の組合長か

ら今回、浜武漁業協同組合の組合長に変更になっています。 
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 さらに、長崎県から選出していただいております委員の方の順番を変えさせていただいた

という修正になります。 

 規約の改正につきましては以上です。 

 続きまして、資料２－１「４県協調の取組の全体概要」を準備いただければと思います。 

 資料２－１につきましては、今年の３月に開催した第30回の際に、今年から３か年で具体

的にどういうことをやっていくのかを議論いただきました。その際、議論いただいて取りま

とめた資料をおさらいとして簡単に説明をさせていただきます。 

 １ページをお開き下さい。 

 既に議論いただいていることですので、簡潔に説明させていただきますと、今年から３か

年、仕組みとしましては４県協調の重点魚種として、タイラギ、アサリを設定し、加えて各

県で重点魚種をそれぞれ設定させていただきまして、この２つの柱で有明海再生対策を進め

ていくことを決めていただきました。 

 ３ページをお開き下さい。 

 具体的に４県協調の重点魚種の一つでありますタイラギについて取りまとめた内容です。

具体的には昨年までの３か年において課題を整理しました。課題としては、人工種苗生産に

ついて、技術が徐々に上がってきていますが、安定的な生産というところまで至らなかった

ことが一つの課題でした。 

 もう一つの課題は、母貝団地の取組をしていただいておりますが、昨年７月の豪雨等で低

塩分化し、母貝がへい死してしまったことがあり、低塩分化等自然災害リスクに対応してい

かないといけないことが課題として浮かび上がってきたところでした。 

 それを踏まえた今年からの３か年については、人工種苗生産、中間育成技術の強化と、母

貝団地で自然災害リスク等の評価をしっかり実施すること、浮遊幼生量をしっかり増やし、

増やした後にその浮遊幼生が着底しやすいような環境整備をしていくこと、以上が今年から

３か年の内容となっています。 

 ５ページ目をお開き下さい。 

 ４県協調の重点魚種のもう一つであるアサリです。アサリの課題については、浮遊幼生量

は段々増えてきましたが、最盛期に比べますと、未だ十分ではないという話がありました。

そして、タイラギと同様、自然災害リスクによる大幅な減耗が見られたことで、自然災害リ

スク対策を実施していくことを課題として議論しました。 
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 それを踏まえた今年からの３か年については、浮遊幼生ネットワークを昨年明らかにした

ので、それを踏まえ母貝団地、特に重要な母貝団地に親貝をしっかり確保していくという対

策を行うこと、自然災害に伴う減耗対策として４県で協調して、稚貝や親貝の融通もできる

ようなシステムをつくることを課題として議論しました。 

 以上が資料２－１を、おさらいとして説明しました。 

 資料２－２「二枚貝類の浮遊幼生に関する取組」を準備いただければと思います。 

 今年のタイラギ、アサリの浮遊幼生調査の中間報告をさせていただきます。 

 ３ページ目をお開き下さい。 

 アサリの浮遊幼生調査結果について報告します。 

 表－１を御覧いただければと思います。 

 左の列が今年度の結果、右の列が平成28年度から令和２年度までの平均値を示しておりま

す。緑で囲ったところを中心に例年に比べて今年は少ないという結果が分かってございます。

この原因については後ほど考察をさせていただきます。 

 ４ページをお開き下さい。 

 今年のアサリの浮遊幼生の発生時期を整理したものです。今年は明確な発生ピークは確認

できませんでしたが、５月下旬から６月上旬にかけて多く発生しているということが分かり

ます。 

 ５ページをお開き下さい。 

 特徴的な時期における浮遊幼生の確認されたサイズを示したものになっています。今年な

ぜ浮遊幼生が少なかったのかということを考察しますと、図－３の左側、４月26日、27日に

確認されました浮遊幼生のサイズを見ていただきますと、黄色で塗られているフルグロウン

期幼生の割合が多かったというところが今回分かっております。これは何を意味するのかと

申しますと、フルグロウン期幼生は一番大きな幼生で、既に浮遊幼生調査を始めた４月26日、

27日に着底間近の大きな幼生が多くの割合を占めていたということは、既に産卵が始まって

いたということを示しています。 

 今年の気温、水温を見てみますと、２月頃から気温、水温が例年に比べて５度以上高かっ

たということが確認されています。そこから推察するに、今年は産卵時期が早く、３月頃か

ら産卵が続いていたということが考えられます。 

 例年浮遊幼生調査は４月下旬からしか始めておりませんので、今年については早期に発生
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した浮遊幼生をカウントできていないことになり、浮遊幼生量の総量が例年に比べて少なく

なっていることが少なくなっている原因の一つとして考えられます。 

 もう一つの原因として考えられることが、４県の水産試験場からの話の中で、今年のアサ

リの親貝については比較的小さい、20㎜オーダーのものが主体であるということを聞いてい

ます。 

 一方で、令和２年度の春においては、親貝は40㎜オーダーのものが主体であったことを聞

いています。ただし、40㎜オーダーの親貝については、昨年７月豪雨で多くがへい死してし

まったとのことです。 

 親貝のサイズが小さいということは、それだけ産卵する産卵量が少ないということを示し

ています。例えば、20㎜～27.5㎜の親貝の１個体当たり産卵量は200万個体、32.5㎜以上に

なりますと600万個体、３倍に増加するということを確認しております。 

 親貝が小さいことによる産卵量の低下というところが今年の浮遊幼生量が少ないもう一つ

の原因なのではないかと考えています。 

 図－３の右側、６月４日の浮遊幼生の大きさを見ますと、Ｄ型幼生が赤い枠で囲ったとこ

ろで確認されています。Ｄ型幼生が確認されているということは、このＤ型幼生が確認され

た地点の近くに親貝がいるということを示唆するものと考えています。 

 以上がアサリの浮遊幼生結果の報告をさせていただきました。 

 ８ページをお開き下さい。 タイラギの浮遊幼生の結果です。 

 タイラギについては、産卵時期が６月～９月ということになっています。今回は６月から

８月上旬までの結果を中間報告として報告させていただきます。 

 なお、タイラギについては７月、８月あたりに成熟母貝と言われます２歳貝以上のタイラ

ギが産卵する時期と一般的に言われています。 

 一方で当歳貝の若いタイラギの親貝については８月、９月頃に産卵すると言われています。 

 そのため、今回の前半の浮遊幼生調査結果については、成熟母貝と言われます２歳貝以上

の貝が産んだ浮遊幼生が主体であると考えます。 

 ８ページの表－２を御覧いただければと思いますが、この赤で囲ったところが例年に比べ

て発生量が多かったことを確認しています。左の地図で赤枠を落としていますので、見てみ

ると、湾央部から湾口部にかけて浮遊幼生量が多かったことを確認しています。 
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 ９ページはタイラギの浮遊幼生の発生時期を整理しています。 

 浮遊幼生の発生時期については、７月から８月上旬にかけて多かったことを確認していま

す。 

 10ページは浮遊幼生のピークが確認されました７月の上旬～中旬、８月上旬における浮遊

幼生のサイズを確認したものが左の図－６になっています。注目したいところが赤で囲った

ところであり、Ｄ型幼生が確認されている地点です。右上に地図がありますが、赤で囲った

ところがＤ型幼生の確認されたところです。 

 Ｄ型幼生というのは、卵からかえったばかりの浮遊幼生ということですので、この近くに

親貝がいるということを示唆しています。冒頭申したとおり、この時期は成熟母貝と言われ

る２歳貝以上の貝が産んでいるということが考えられるので、近くに親貝がいると考えられ

ます。 

 一方で母貝団地の母貝については、昨年、豪雨による減耗もあり、ほとんどが１歳貝と聞

いています。そのため、母貝団地からの浮遊幼生の供給は後半に出てくるものと考えられま

すので、どこか深いところに成熟母貝がいるのではないのかということが示唆されるところ

です。 

 右側の図－７ですが、７月26日に２年ぶりにフルグロウン期幼生、着底間近の大きな幼生

を確認しています。確認した地点が福－３という峰の洲の辺りです。フルグロウン期幼生が

峰の洲の辺りで確認されたということは、湾奥部で着底した浮遊幼生がいたであろうという

ことが推察されます。 

 以上がタイラギの浮遊幼生調査の結果です。 

 資料２－３「母貝団地造成の取組」を準備いただければと思います。 

 タイラギとアサリの母貝団地造成の取組について報告します。 １ページをお開き下さい。 

 タイラギの母貝団地への移植数をまとめています。この図の令和２年度移植数というとこ

ろの合計の一番下を御覧いただければと思いますが、昨年の４県による移植数が合計で４万

５千個体ほどになっています。今年の４月～８月末までに８千個体ほどをさらに移植してい

ただいています。 

 ２ページをお開き下さい。 

 タイラギ母貝団地におきます生残数を整理しています。左の列が令和３年７月末時点、右

の列が令和３年８月末時点です。なぜ１か月違いで２つの月を並べたかということですが、
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今年８月に月降雨量1,000㎜を超えます記録的な長雨、豪雨がありましたので、その影響を

見る目的で整理しました。７月末時点、一番下の計の欄ですが、４県で７月末時点では４万

２千個体ほど生残していたという形になります。それが８月豪雨、長雨を経験した後の８月

末時点では１万４千個体に減耗しました。 

 減耗は佐賀県沖及び長崎県沖が多く、福岡県沖並びに熊本県沖は比較的少なかったという

結果になっています。 

 ３ページをお開き下さい。 

 タイラギの種苗生産及び中間育成をし、50㎜ほどに成長してから母貝団地に移植するよう

にしています。その中間育成を着実に進めるために、今年からタイラギ稚貝を預託する取組

を始めています。 

 具体的には、場所によって水質・海域が安定しないところ中間育成を行うと減耗しやすい

こと、タイラギの稚貝を中間育成するに当たり、何か菌が入ってしまって全滅してしまうと

いうリスクもあることから、リスク分散の目的も含め、一部の稚貝を水質と海域が比較的安

定している熊本県の天草海域に移送し、そちらで育てて、一定の大きさになったら返すとい

う取組を今年から始めています。その現時点の実績をまとめたものがこの表ですが、３行目

のところを御覧になっていただければと思います。 

 既に今年の８月、生産した稚貝のうち、福岡、佐賀の両県で１万４千個体を熊本県に既に

移送しています。今後、水産技術研究所から提供いただいた稚貝も含め、今月から来月にか

けて、さらに移送していきたいと考えています。預託の数量については、７万５千個体を目

標としています。 

 ４ページをお開き下さい。 

 タイラギの浮遊幼生シミュレーションモデルの検討です。 

 昨年度までにアサリの浮遊幼生シミュレーションを行い、アサリの浮遊幼生ネットワーク

を明らかにしました。タイラギにおいても、この浮遊幼生ネットワークを明らかにしてまい

りたいと考えております。その取組を今年度から本格的に実施したいと思います。 

 タイラギの浮遊幼生シミュレーションに不足している情報として、タイラギの浮遊幼生の

生態系がよく分かっていないところがあります。具体的には、タイラギの浮遊幼生は自立的

鉛直移動、上下の移動を自立的にするということが言われていますが、それが具体的にどう

いうときに鉛直移動をするのかが分かっていないので、その生態を明らかにした上でシミュ
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レーションを実施して参りたいと考えております。 

 ５ページは、昨年の７月豪雨で明らかになった課題への対応として、各母貝団地の自然災

害リスク評価をして、その評価に基づいた対策を検討して参りたいと考えております。 

 具体的には、自然災害リスク評価、主として低塩分化リスクについて、今年からシミュ

レーションモデルを使って母貝団地毎に評価をして参ります。 

 評価する検討対象年として、直近３か年がここ10年で一番低塩分化リスクが高かったとい

う話もありますので、2018年、2019年、2020年の直近３か年で分析して参ります。 

 ６ページは具体的にどういう評価をするのかを整理しています。下の図を見ていただきま

すと、母貝団地毎に各年、どういった時期にどの程度の期間にわたって低塩分状態にさらさ

れたのかを評価して参りたいと思います。 

 この評価を踏まえて、母貝団地の位置としてその位置が適切なのか否かや、低塩分化を防

ぐための対応を具体的に検討して参りたいと考えています。 

 ７ページは、アサリの母貝団地の取組です。 

 昨年度、浮遊幼生ネットワークを明らかにしました。その中で、特に重要な役割をする母

貝団地を重要母貝団地として、４県で７か所指定していただきました。それが右の図です。

この図を見ていただきますと、有明海は浮遊幼生の相互供給関係があり、それを考慮するこ

とがアサリの資源保護を進める上で重要であることが分かります。この重要な母貝団地を中

心に、しっかり親貝を確保していく取組を４県で始めたところです。 

 ８ページをお願いします。 

 昨年７月豪雨でアサリの親貝が減耗したということもあり、この重要な母貝団地を中心に

資源量管理をし、自然災害で減耗した際には親貝を補足できるシステムをつくっていこうと

考えています。補足に当たっては、４県を跨いだ親貝及び稚貝の融通もしていくことで、上

の表で重要な母貝団地７か所の資源量を整理しています。これをベースデータとして、今後

減耗を評価し、融通していくという体制を整えて参ります。 

 ４県融通用の採苗器としての網袋を既に４県で２千袋ほど設置をしていただき、今後これ

をさらに増やし、最終的には2,350袋ほどにして、自然災害リスクで減耗した際には融通す

るシステムを機動させたいと考えています。 

 私からの報告は以上となります。 
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（会長） 

 議事次第にあります(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） 

 資料２－４「タイラギ及びアサリの種苗生産等の取組」について説明させていただきます。 

 １ページを御覧下さい。 

 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います。 

 本事業は、タイラギ及びアサリの他、有明海の特産魚貝類について、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年度から実施しています。有明海関係４県の試験研

究機関が中心になり技術開発に対して支援する定額補助制度で、現在、14種について取り組

んでいます。 

 ２ページを御覧下さい。 

 タイラギについては、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

ています。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います。 

 人工種苗生産については、平成29年度には長崎県で11万個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、佐賀県でも人工種苗の生産技術開発に取り組

んでいます。各県共に産卵の不調や、凝集によるへい死といったところで苦戦しているとこ

ろはありますが、本年度は８月末時点にて３県合計で約22万５千個の着底稚貝の生産に成功

しています。 

 中間育成については、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も活用して、各県の海域特性に応じた中間育成技術

を開発しており、８月末時点にて延べ約９万７千個を中間育成しています。また、本年度か

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が少ないと考えられる

熊本県の天草地域へ移送し、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てい

ます。 

 ３ページを御覧下さい。 

 アサリは福岡県と熊本県で取り組まれています。タイラギと異なり、天然稚貝が見られる
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ことから、いかに効率的に天然種苗を採苗し、中間育成をするか、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参ります。 

 簡単ですが、以上で説明を終了します。 

（会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、議事の(２)の５)有明海沿岸４県毎の取組について、各県の皆様から令和３

年度の状況について説明をお願いします。 

 なお、説明はプロジェクターを使って説明していただくことになっております。

 説明については、１県当たり準備も含めて10分程度でよろしくお願いします。順番は、福

岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の順に続けて説明をお願いします。 

 それでは、福岡県からよろしくお願いします。 

（福岡県） 

 福岡県です。よろしくお願いします。 

 福岡県の取組ですが、タイラギ、アサリをはじめとした６魚種を対象としています。場所

はこちらに示す地図のとおりです。 

 タイラギの種苗生産については、産卵誘発を１回行いましたが不調に終わっています。た

だし、水産技術研究所と佐賀県から提供を受けた受精卵から着底稚貝13万７千個体を生産し

ています。８月にはこのうちの１万千個体を、先ほど九州農政局からも説明がありました熊

本県へ預託しています。９月までに全ての預託を終わらせているところです。 

 また、管理作業の効率化のため、支柱を立てて垂下する方式により母貝育成試験を実施中

です。 

 この中間育成をした母貝については、今年度は三池島と峰の洲に約７千個体を移植する計

画で、４月から６月にかけて、現在、令和２年度産の母貝を６千個体移植しています。 

 さらに、海中育成ネットとカゴ方式によっても育成中です。 

 また、過年度に移植した母貝の成長と性成熟も追跡調査をして参ります。 

 今年は７月にタイラギの着底基質として期待されていますサルボウの採苗器を８千基ほど

設置しており、天然タイラギの着底を期待しているところです。 
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 次に、アサリについてです 

 河口域で今年度に高密度に発生したアサリは、６月に出水の影響の少ない漁場に約100ト

ン移植しています。放流は、主に塩塚川河口など昨年度の取組で生産がよかった場所を中心

に行っており、８月の大雨の後も移植先でのへい死はなく、移植放流の効果が見られていま

す。 

 また、重要母貝団地に移植するアサリを確保するために、６月に合計で約７千袋の網袋を

４か所に設置しています。 

 更に、ＦＲＰ支柱に約8,100袋のパームヤシの網袋を設置しており、アサリの採苗効果を

今後も調査していくところです。 

 次に、ガザミについては 

 小型のＣ１サイズ種苗の放流効果検証のため、５月～８月に放流を実施しています。今後

は漁獲物のＤＮＡ分析を行い、過年度放流分の放流効果を検証して参ります。 

 また、春の抱卵雌、小型個体、ヤワラ個体の再放流による放流効果の算定と移動生態の把

握を行って参ります。今年は５月～７月に抱卵雌を145個体放流しており、９月～11月には

小型個体千尾、ヤワラ個体３千尾にペイントを施して放流予定です。 

 エツについては、種苗生産の省力化のために、６月から８月にかけて、冷凍した生物飼料

を用いた飼育試験を実施しています。これまで人工の餌を使っていたが、成果が良くないた

め、今度は冷凍した餌の使用を試しているところです。 

 また、移動形態がよく分かっていませんので、種苗放流技術の開発も必要となっており、

河川での卵及び稚仔分布調査、耳石の染色による標識試験などを行って参ります。 

 アゲマキについては、底質環境の悪化対策が本県では課題となっており、ベントナイトと

いう人工の泥を入れた蓋付きのカゴに小型の種苗と大型の種苗を入れて育成試験を行ってい

るところです。まだ試験中ですが、今後、追跡調査を行って、その効果を検証して参ります。 

 また、９月～11月、秋に浮遊幼生調査も行います。さらに、翌年３月にアゲマキの環境Ｄ

ＮＡ分析を行い、天然アゲマキの生息状況を調査して参ります。 

 以上で終わります。ありがとうございます。 

（佐賀県） 

 佐賀県から報告させていただきます。 
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 佐賀県では、タイラギからガザミの５魚種について重点魚種として取り組んでいます。本

日はそのうち、タイラギ、アサリ、アゲマキ、ウミタケの４魚種について報告させていただ

きます。 

 タイラギの令和３年度の主な取組としては、タイラギの種苗生産及び中間育成技術の開発

に取り組んでいます。 

 令和３年度に着底稚貝４万個体を生産目標とし、６月上旬から計３回の産卵誘発を行って

います。また、長崎県から受精卵を提供いただき、これまで約５万個体の着底稚貝を生産し

ています。それらの中間育成については、室内での飼育をした後に海上及び干潟での飼育し

ており、一部は熊本県に預託をさせていただいています。 

 また、タイラギ母貝団地造成としては、沖合１か所、干潟２か所において、今年度、殻長

50㎜以上の稚貝６千個体を目標に移植することとしています。 

 次に着底基質、サルボウ殻等の貝殻散布等の取組です。 

 海底表面にタイラギの着底基質となりますサルボウ殻等について、14haの薄層散布を６月

に実施しています。 

 また、タイラギ生息環境改善に資するサルボウ増殖の取組として、サルボウを増殖するた

めの付着基質を県海域２か所に設置しました。こちらは、タイラギの取組についての写真を

載せています。 

 次にアサリの取組について説明させていただきます。 

 母貝団地造成については、広域的な再生産サイクルの形成に向け、母貝を確保するため、

採苗効果の高い網袋、中身は砂利とパーム繊維を用いて、100袋を太良地先、多良川の河口

及び糸岐川河口干潟に設置しています。また、今後更なる設置を予定しています。 

 アサリの推定資源量調査については、本県有明海のアサリの主要漁場であります太良地先

において、令和４年１月から２月にかけて実施する予定としています。 

 こちらはアサリの取組についての取組位置図や取組状況の写真となっています。 

 次はアゲマキの取組です。 

 佐賀県沖海域におけるアゲマキ移植による母貝団地造成です。種苗生産した２mmサイズの

稚貝200万個体及び８mmサイズの稚貝100万個体を11月から３月にかけて、県内海域に移植す

る予定です。 

 また、生残率を向上させるために、豪雨対策や食害対策にも取り組むことにしています。 
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 過年度移植群のアゲマキの生息・成熟状況調査については、定期的に調査を実施しており、

調査で採取されたアゲマキは、成熟状況を確認しています。また、母貝団地がしっかり機能

しているかどうかを確認するため、アゲマキの浮遊幼生調査を実施しています。 

 令和２年度の移植群については、一部で最大m2当たり３千個体の高密度であることを確認

しています。 

 こちらがアゲマキの放流位置図や取組状況の写真となっています。 

 次にウミタケの取組状況です。 

 養殖試験に向けたウミタケ種苗生産として、10万個体を目標に種苗生産を４月より実施し、

これまでに９万千個体の種苗を生産しています。また、10月に親貝が手に入りましたら、再

度種苗生産を試みる予定としています。 

 ウミタケ地撒き養殖技術等の開発については、これまで造成したウミタケ漁場やその周辺

において、母貝や生息状況調査を実施することとしています。また、垂下や干潟、沖合域で

の地撒き式及びカゴ式移植など養殖の手法の検討を行っています。 

 また、太良町地先、佐賀市地先並びに白石町地先において、食害対策として被覆網を敷設

した上での地撒き式、及びカゴ式の手法により中間育成した種苗２万８千個体を既に移植し

ました。 

 こちらがウミタケについて、取組の位置図や取組状況の写真です。 

 佐賀県からは以上です。 

（長崎県） 

 長崎県の取組について説明します。 

 長崎県では主要魚種７魚種について種苗放流、増殖、底質改善などの技術開発や環境調査

を実施しています。右の図が実施箇所を示しています。そのうち、タイラギ、アサリ、ガザ

ミ、マガキについて説明します。 

 タイラギの増殖の取組です。 

 令和３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、着底稚貝３万５千個体

以上を生産目標として、５月中旬から種苗生産を開始しており、また中間育成稚貝6,800個

以上を目標として、５㎝サイズまでの中間育成を実施します。一部の種苗の中間育成につい

は、熊本県への預託及び諫早湾での中間育成を予定しています。 
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 ７月末時点で計15回の産卵誘発を実施し、うち４回で採卵しています。先ほども報告した

ように、佐賀県に500万粒及び3,300万粒の受精卵を譲渡しています。残った採卵群での幼生

飼育を実施しており、約３万９千個体の着底稚貝を採苗後、陸上で中間育成をしているとこ

ろです。 

 次にタイラギ母貝団地の造成について、令和３年度は、昨年度に生産した令和２年度のタ

イラギ約５千個体、殻長としては100mmサイズを昨年度に造成しました諫早湾内の沖合のマ

ウンド礁へ移植を実施しています。沖合の海底へ移植するのは初めての取組です。まず小規

模な移植から始めているところです。 

 また、令和３年度に生産しているタイラギ種苗については、50mmサイズの約７千個体を同

じ漁場に移植予定としています。 

 写真は試験場で量産されたタイラギの人工種苗で、タイラギの取組位置図の黄色で示した

沖合域に現在移植を進めており、その他干潟域２か所についても移植を予定しています。 

 アサリの増殖の取組について説明をします。 

 令和３年度はアサリ生息状況として、諫早湾内の母貝団地以外の漁場について、アサリの

生息密度調査を２月まで月１回程度の実施を予定しています。 

 今年度からの取組でパーム網袋を用いた採苗試験として、小長井地先、瑞穂地先にパーム

網袋を設置し、令和４年２月に回収して着生した稚貝の個体数、殻長を調査する予定です。 

 アサリの母貝団地造成の調査として、令和元年度に小長井地先へ設置した網袋の密度管理、

新たな網袋を瑞穂、国見の両地先に各300袋設置しており、今後生息状況を調査します。 

 アサリの取組地図とアサリの生息状況調査の状況写真、瑞穂地先におけるパーム網袋の設

置状況の写真になっています。 

 マガキの取組について説明します。マガキでは４項目に取り組んでいます。 

 １つ目が天然マガキ種苗を使用した単年での養殖マガキ生産技術の開発です。今年６月に

諫早湾内で天然マガキ種苗を採苗し、７月から干潟域でシングルシードによる養殖試験を開

始しています。 

 ２つ目は、新たなシングルシード養殖適地の調査として、諫早湾内に既存のシングルシー

ド養殖実施箇所以外で新たな養殖適地探索のための養殖試験を６月から開始しています。 

 ３つ目は海中ランブニング技術等を活用したフジツボ等付着軽減対策の開発です。海中ラ

ンブニングとは、潮流等を利用することで、飼育籠内に収容した養殖マガキが籠内で揺れて
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相互に研磨され、付着生物等が軽減されるというものです。今回、ゴム製チューブの弾力を

利用する装置をつくり、８月から諫早湾内の小長井町地先で効果を見る試験を開始していま

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。高水温となり餌が豊富な養殖漁

場で継代的な選抜育種を昨年度から実施しており、今年度は６月から選抜するための飼育を

開始しています。 

 左はコレクターと呼ばれる採苗器に天然マガキ種苗が付着した写真で、右はランブニング

のテスト機の写真になります。ランブニングでは籠にマガキを収容し、縄にゴム製チューブ

をつけて養殖いかだにつるしています。 

 最後に、ガザミの取組については２項目に取り組んでいます。 

 １つ目は効果的な種苗放流技術の開発です。ＤＮＡ標識を用いた４県共同の放流効果の調

査を実施しています。本県はこれまでの調査で適地と考えられます湾奥の福岡県大牟田市地

先に時期、サイズの異なる群を放流しています。今年度は５㎜のＣ１サイズと10㎜のＣ３サ

イズを御覧の尾数で放流しています。 

 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、６月末までに各千個体ほど放流したところです。放流場所につい

ては、湾奥の大牟田市地先での種苗放流に加え、この再放流試験では、今年度から島原半島

沿海だけでなく、有明海の熊本県側でも実施しています。 

 以上で長崎県の取組について説明を終わります。 

（熊本県） 

 熊本県の令和３年度の取組を説明します。 

 熊本県では、主に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。 

 タイラギ増殖について、令和３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開発について、水研機構から提供いただいた着底稚貝を、陸上で令

和３年度産稚貝約７万５千個体、海上の囲い網で令和２年度産稚貝8,700個体の母貝団地補

填群の育成を実施しています。 

 ２つ目は種苗預託に係る中間育成について、福岡県、佐賀県及び長崎県で種苗生産された
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着底稚貝約７万５千個体を４か所で受入れ、陸上及び海上で中間育成を実施した後、３県へ

還送します。 

 ３つ目は宇土市地先での母貝団地造成について、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３千個体を維持します。 

 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ます。

タイラギの取組位置図と、海上の囲い網及び種苗預託での中間育成状況の写真です。 

 アサリ増殖について、令和３年度は３つの取組を実施しています。 

 １つ目は母貝団地の維持造成試験について、県内２か所において実施しています。菊池川

河口域では移植した網袋の追跡調査及び保護試験を、緑川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について、竹支柱、砕石網袋またはパーム

網袋を設置した試験区で密度管理等の漁場管理を実施しています。 

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

育成し、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ます。アサリの取組位置図

と、網袋の管理状況の写真です。 

 ハマグリ増殖について、令和３年度は２つの取組を実施しています。 

 １つ目は干潟海底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について、緑川

河口域の保護区３か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

するための浮遊幼生等調査を実施しています。 

 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。ハマグリの取組位

置図と、保護区の設置及び調査の状況の写真です。 

 最後にクルマエビについて、令和３年度は２つの取組を実施しています。 

 １つ目は小型種苗の放流及び漁獲調査について、放流の効果やサイズ等を検討するため、

14㎜種苗400万個体を本県地先に放流しています。また、放流適地を探索するため、本県熊

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、標本船調査による本県有明

海での漁獲量推定を実施しています。 

 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います。クルマエビの取

組位置図と、種苗放流状況及び放流用種苗のサイズ等の写真です。 
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 以上で説明を終わります。 

（会長） 

 各県の皆様ありがとうございました。 

 それでは、次の議事(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） 

 資料の２－６「現地実証等の取組」を御覧下さい。 

 水産庁による現地実証等の取組内容を取りまとめています。 

 １ページ目の有明海漁業振興技術開発事業については、先ほど資料２－４で説明させてい

ただいています。事業の内容自体は資料２－５で先ほど各県からの説明と重複し、時間の関

係もありますので、かいつまんで説明させていただきます。 

 ２ページのタイラギについては先ほど説明しましたので、３ページのアゲマキを御覧下さ

い。 

 アゲマキについては、これまで累計1,800万個以上の稚貝を放流し、母貝団地を造成して

きています。平成29年度までは佐賀県単県での取組でしたが、平成30年度からは福岡県でも

母貝団地造成を始められて、横断的な取組となってきています。 

 一方で、佐賀県海域では少雨による高塩分化やナルトビエイによる食害等による影響、福

岡県海域では底質悪化等の影響等により、造成した母貝団地で減耗が見られたことから、こ

のような状況に対応し、生残率向上に向けた食害対策や造成適地の探索等を進めていくこと

にしています。 

 ４ページについては、先ほど説明しきましたアサリですので、省略させていただきます。

このほかの貝類として、５ページのハマグリについては、天然採苗技術開発に一定の成果が

得られたことから、今年度以降は有明海特産魚介類生息環境調査事業において被覆網を用い

た保護区の設置の取組を実施していくこととしています。 

 ６ページのウミタケです。 

 資源の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いま

したが、令和２年度以降は推定生息個体数が減少したため、試験操業を見送っている状況で
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す。今年度からは種苗生産放流技術開発に加え、養殖技術の開発にも取り組むこととしてい

ます。 

 ７ページのマガキですが、これまでは長崎県のみでの取組でしたが、今年度から福岡県で

の取組も開始されています。 

 ８ページ及び９ページの甲殻類で、ガザミとクルマエビについて技術開発を実施していま

す。甲殻類については、外部標識をつけての放流効果の調査が難しかったことから、ＤＮＡ

を標識とする新たな技術を開発し、放流効果の推定が可能となってきています。 

 ８ページのガザミについては、現在ＤＮＡ標識技術を用いて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。 

 ９ページのクルマエビですが、これまで本事業で解明した放流の適地、適時期、適サイズ

に基づき、平成28年度から４県共同放流事業で放流を行ってきています。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が続けられていると承知しています。今年度は

ＤＮＡ標識をつけ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きます。 

 最後の魚類ですが、10ページのエツ、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、マコガレイについては、先ほど県からの説明があった分もありますが、そ

れぞれ技術開発を行っているところです。 

 14ページからのアサリの種苗生産性向上実証について説明させていただきたいと思います。 

 この事業ですが、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、母貝の生育適地を造成、拡大していく技術、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います。 

 事業の実施期間は平成30年度から令和４年度の５か年を予定しています。 

 14ページ真ん中より下に、１から４として事業の大課題、①から⑧として個別の事業内容

と事業場所を記載しています。実施場所は各県２か所ずつで、計８か所で実施し、母貝につ

いては２か所、稚貝は２か所、移植は３か所、カキ礁は１か所としています。 

 15ページの表ですが、事業全体の概要が分かるように、先ほど申し上げた大課題、実施場

所、その他のアサリ等に関する環境特性、５年間の目標等を記載しています。それぞれの環

境特性に合わせ、必要な技術開発実証試験を行っているところです。 

 16ページから23ページですが、個別にこれまでの取組や成果、令和３年度の計画を記載し
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ていますが、時間の都合上、説明は省略させていただきます。 

 最後のページの24ページを御覧下さい。 

 有明海の水産基盤整備実証調査の関係です。 

 本調査はす、覆砂等の指標を用いて底質改善により、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います。 

 右の上の図ですが、凹凸覆砂畝型漁場と生物機能活用型基盤を造成しまして、餌の環境改

善を試みたところ、昨年度までに餌の増加と移植稚貝の成長を確認しています。 

 また、昨年度には数は少ないものの、タイラギの浮遊幼生や着底稚貝を確認することもで

きたところです。今年度はモニタリングを継続しつつ、生物機能活用型基盤の効果を明らか

にすることに主眼を置きまして、タイラギの餌料環境改善条件の把握に取り組んでいきたい

と考えています。 

 以上で水産庁の説明を終わります。 

（会長） 

 ありがとうございました。 

 議事(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） 

 引き続き九州農政局から説明させていただきます。 

 資料２－７「有明海の環境変化の要因に関する調査」を御準備下さい。 

 １ページは貧酸素現象の調査です。今年も梅雨明け後の７月中旬から毎日のように晴天が

連続的に続き、気温及び水温の上昇が発生しました。それに合わせて水温躍層が形成され、

海底のバクテリアが酸素を使って海底の有機物を分解することによって酸素が使われ、貧酸

素状態となったという状況を確認しています。 

 こちらの貧酸素状態についは、湾奥部西側と諫早湾でそれぞれ別々に形成されていること

を確認しています。この貧酸素状態については、８月10日から始まりました記録的な長雨、

豪雨によって解消されました。 

 この後の貧酸素状態等の発生状況についは、第２回目の協議会のときに報告させていただ



- 21 - 

きたいと思います。 

 ２ページが赤潮調査になります。赤潮についても、今年の梅雨明け後、７月中旬からシャ

トネラ赤潮が発生しました。発生位置については、有明海湾奥部と有明海中央と熊本県沖で

それぞれクロロフィルａが増加したという現象が確認されました。こちらについても、先ほ

どの貧酸素現象同様、８月10日から始まった長雨及び豪雨によって解消されていることを確

認しています。 

 ３ページは底質環境調査になります。底質環境調査については、現在、４県で調査実施中

になっていますので、また調査結果が分かりましたら、第２回目の協議会の場で報告させて

いただきたいと思います。 

 ４ページは二枚貝類等生息環境調査、ナルトビエイの捕獲調査です。今年も各漁連、漁協

の協力をいただきながら、ナルトビエイの捕獲調査を実施しています。 

 下の図を御覧いただければと思います。図の青い棒線が昨年の結果、赤い棒線が今年の結

果ということで、今年の結果は７月まで集計しています。これを見ていただきますと、昨年

に比べまして、今年はナルトビエイの捕獲量が少なかったという状況があります。 

 今後の推移は、第２回目のときに詳細を報告させていただきたいと思います。 

 以上です。 

（会長） 

 以上が議事(２)の令和３年度の取組状況についての関係資料の説明になります。 

 議事(３)の令和４年度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「令和４年度予算概算要求」を御覧下さい。 

 令和４年度予算概算要求の１ページ目です。有明海再生対策に関する令和４年度の予算概

算要求額を記載しています。 

 予算要求額は、一番右側の欄ですが、上段の表１から２、３、４、５について、合計17億

6,500万円と、今年度予算額と同額を要求しています。 

 下段は、参考として水産公共などの関連対策の要求額を記載しています。 

 国においても、厳しい財政状況の折ですけれども、有明海の再生は重要な政策課題と考え
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ています。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に、予算確保に向けて財

政当局の理解を得られるよう、しっかりと協議していく所存です。以上です。 

（会長） 

 ありがとうございました。今ほどの話で、議事の(１)から(３)までの資料の説明が終わり

ました。

議事の(４)の意見交換に入りたいと思います。 

 まず、熊本県漁業協同組合連合会より、情報提供及び意見をいただきたいと思います。 

 資料については、前方のスクリーン、あるいはお手元の配布資料を御覧下さい。 

 それでは、よろしくお願いします。 

（委員） 

 熊本県漁連です。平成16年から執り行っています海底耕うんについて、支援いただきまし

てありがとうございます。また、海底耕うんについては今年度から３年間継続されるという

ことで、漁業者を代表しましてお礼申し上げます。 

 今年度は、これまで10年、20年という歴史の中、変わった貝が採れたので、報告させてい

ただきます。 

 まず、左側の１番ですけれども、これはタイラギの大きいものが、水深８ｍから13ｍで採

れたということで、私達もびっくりしているところです。それと甲貝も採れました。 次に、

右側が赤貝です。赤貝とトリ貝に混じってベイ貝も入っています。 

 左側は真ん中にタイラギです。先ほどよりも少し小さい感じですけれども、違う場所でも

タイラギが採れたということで喜んでいるところです。 

 最後に、トリ貝と甲貝、アカニシが採れました。これもやはり少しずつではありますけれ

ども、海底の地盤が良くなっているのではないかと思います。 

 こういう状況の中で、さらに今後も国におかれては支援していただきたいと思います。こ

れから10年、20年という形で子や孫に伝えるためにも、支援の輪を広げていただきたいと思

います。とにかく継続は力なり、皆様方の支援をお願いしまして、私の意見に変えさせてい

ただきます。ありがとうございました。 
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（会長） 

 情報提供及び意見ありがとうございます。 

 各漁連（協）の皆様から御意見などをいただければありがたいと思います。 

 まず、福岡県有明海漁連、御意見があればよろしくお願いします。 

（委員） 

 いろいろとお世話になっています。先ほどの説明の中で今年度の予算については配慮いた

だきましてありがとうございます。いろんな形の中で振興事業を実施していただいているわ

けですが、兆しは見えているものの、未だ十分でないというのが私の認識です。 

 平成26年度から福岡県の矢部川地先に稚貝が大量発生しまして、それがずっと続き、去年

は出水のために駄目だったのですが、また今年も発生しています。調査の状況を説明いただ

いた去年頃から浮遊幼生の生態もはっきりする中、私なりになぜその場所に発生するのかと

考えているところです。私の地元でもあり、ここが元々洲であったところであることが原因

かもしれません。しかし、ノリが基幹ですから、ノリの作業性の面から洲があったところを

航路確保のために作澪をし、その澪筋の両側に覆砂を行って、今は漁場が広がっています。

そこが、その平成26年からずっと稚貝が発生している場となっていることが事実です。 

 稚貝の発生には覆砂と作澪の両方が必要で、今後作澪事業が必要ではなかろうかと思うの

です。タイラギの団地の畝型漁場の試験についても同じような考え方と思いますが、澪筋に

よって程良い勾配ができると思いますが、やはり土砂が堆積しないようなそういう場所に昔

からアサリや他二枚貝類が立っていたなと思います。次の再生事業の方法として作澪事業を

やるべきではないかという気がしますので、今後の検討課題としていただければと思います。

ふと感じたことを発言させていただきました。よろしくお願いします。 

（会長） 

 ありがとうございます。今ほどの話は、今後の事業の対策の方向のような話が出ましたが、

続きまして佐賀県有明海漁協、よろしくお願いします。 

（委員） 

 佐賀有明漁協です。よろしくお願いします。 
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 まずもって有明海、八代海の再生については、農林水産省をはじめ、関係省庁の皆様、県

や市町のご支援を受けながら取組を進めており、この場を借りてお礼を申し上げます。 

 近年の気象状況を見てみますと、毎年のように高温や災害級の豪雨に見舞われるなど、異

常気象が続いています。そうした中で、せっかく育ちつつあるアサリやアゲマキなどの二枚

貝類がへい死に至っており、特にタイラギにおいては昨年実施された生息状況調査では、漁

獲対象となる成貝は一つも確認されず、９期連続の休漁となり、未だ有明海再生の道は遠い

気がしているところです。 

 タイラギ再生の切り札として、現在実施されているタイラギの種苗生産技術の開発につい

ては、漁業者が期待を寄せ、我々の悲願でもありますので、しっかり取り組んでいただきた

いと思っております。 

 また、ノリ養殖においては、昨年も育苗初期に赤潮が発生するなど、被害が発生しました。

冷凍網期には、西南部地区で最後まで色が戻ることなく終漁する事態となり、憂慮している

ところです。 

 今後とも関係する国や県の皆様方には、有明海、八代海の再生のために水産資源の回復、

またノリ養殖の安定に向けて、引き続き御尽力を賜りますようよろしくお願いして、私の意

見とさせていただきます。 

（会長） 

 ありがとうございます。今、タイラギやノリの話、今後の対応の話をいただきました。 

 それでは続きまして、長崎県漁連、よろしくお願いします。 

（委員代理） 

 長崎県漁連です。本日は、本会委員が、都合で出席できませんので、代理で出席させてい

ただきました。 

 有明海再生の取組については、これまでいろんな取組をしていただいており、ありがとう

ございます。 

 それぞれ成果や進展があっているということで、特に目に見える成果が福岡県や熊本県に

おいて出てきたという話を聞いて、長崎県では成果が出てきたと実感するまでには至ってお

らず、長崎県にアサリやタイラギがなぜ残らないのかという純粋な疑問がある。よそでやっ
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ていることが長崎県でなかなかうまくいかないということで、やはり時間がかかるというこ

とと思っております。 

 したがって、引き続き、こういう取組を続けてやっていただきまして、長崎県においても

漁業者が増えてきたという実感が湧いてくるように取組をどうぞよろしくお願いします。 

 以上です。 

（会長） 

 ありがとうございます。各漁協の方々から１人ずつ意見いただきましたが、このほか、意

見、あるいは今の話に関連した意見でもよろしいのですが、何か意見等がございますか。事

務局はよろしいですか。各県はよろしいですか。 

（福岡県） 

 福岡県です。先ほど福岡県漁連からおっしゃられた覆砂と作澪です。覆砂はある意味、畑

を作るような役割、作澪は流れを作って、干潟、覆砂漁場を保全する役割だと思います。併

せて、畑作りとしての覆砂と作澪を検討していくことが必要かと思います。 

 福岡県の海では、袋網とパームヤシの袋の装置を合わせて１万５千袋について漁業者の方

に作業いただき、ありがとうございます。 

 引き続きそういう努力を重ねていって、アサリの資源をつくっていきたいと考えておりま

す。よろしくお願いします。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

（佐賀県） 

 今年度から始めていただきましたタイラギの稚貝の熊本県への預託についてですが、この

取組をリードしていただきました農水省、そして預託を受け入れていただきました熊本県を

はじめ、関係者の皆様に御礼を申し上げたいと思います。 

 豪雨が頻発して苦戦をしていますけれども、こういった様々な取組にチャレンジして、タ

イラギをはじめ、二枚貝の復活につなげて参りたいと思っていますので、引き続きよろしく
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お願いします。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

（長崎県） 

 長崎県です。各県、協調した取組等の報告がありましたが、年を追うごとに試験、調査結

果等の知見も集積されて、少しずつ成果が出ていると思われる一方、先ほど委員代理からも

お話がありましたとおり、まだ実感できないという意見もあります。また、近年では気温上

昇や豪雨など新たな環境変化、再生に向けての新しい課題というものができていますので、

私逹も関係漁協と一緒になって漁業振興に努めていきますが、国においても引き続き予算の

確保等の御尽力をお願いしたいと思います。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

（熊本県） 

 熊本県です。有明海の多くの魚種等を増やすため、多くの取組を御支援いただきましてあ

りがとうございます。 

 また、熊本漁連からも報告がありましたが、沖合の方では今まで見られなかったような貝

類が増えるような効果もようやく見えてきているところです。 

 また、本県においては、アサリをどう増やすかが重要となっており、４県の皆様、そして

漁協の皆様の御協力の下に各地に母貝団地ができています。やはり資源を回復するためには、

こういった地道な取組が一番大事だと思いますので、引き続き御支援をよろしくお願いしま

す。 

（会長） 

 ありがとうございます。 
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 ほかに意見等はよろしいですか。 

 水産庁並びに農水振興局から何かあればお願いします。 

（水産庁） 

 たくさんの意見をいただきましてありがとうございました。 

 幾つかありましたけれども、皆様、道半ばというか、まだ道遠いというか、実感がまだで

てきていないというご意見を受け止め、予算確保も含めて関係する県や国の機関、また、漁

業関係の方々と連携しながらしっかり取り組んで参りたいと思います。 

 その中で福岡県漁連の委員から作澪についての話がありました。これまで福岡県では覆砂

はかなり積極的に取り組んでこられていて、作澪は実績がなかったのかもしれません。本件

については、先般の有明海特措法の改正においても、この部分が一つの重要なポイントで

あったかと思っています。国の補助割合の特例、調査の特例として、県が行う大規模な漁場

における特定の漁港漁場整備事業に関する特例措置として、作澪や、話に出ていました海底

耕うん、覆砂も含めて特例対象として法的な措置をされているところです。関係県と、担当

の国の部局とも相談、連携しながら検討していくということと思っています。 

 また、佐賀県漁協の委員や長崎県漁連の委員代理、その他のいろんな方々から技術開発を

しっかりやりましょう、養殖の関係の対策も要るのではないかといった話もありました。技

術開発を進めているところすが、また皆様の意見も聞きながら、実感が湧くような形で進め

て参りたいと思っています。よろしくお願いします。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

（農村振興局） 

 貴重な意見、まずはありがとうございました。 

 また、日頃より有明海再生の取組に御理解御尽力いただいており、感謝申し上げます。委

員の皆様から、兆しは見えるけれども、まだまだ漁業者の実感が伴うものになっていないと

いう厳しい意見を毎回いただいております。それを踏まえ、しっかりと取組を推進していき

たいと考えています。 
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 そういう中で今年度からアサリの稚貝の融通や、特にタイラギは稚貝の預託、これはまさ

に４県が協調し助け合って、いろんな取組を進めていただいているということです。農林水

産省としては、調整役を、積極的にやらせていただきたい所存でございます。また、よろし

く御指導賜ればと思っています。 

 先ほど水産庁の方からも技術開発等のお話しがありましたけれども、我々、農村振興局は

どちらかというと調査等が多いですが、調査を通じて技術開発実証を早く確立して、それを

また、有明海特措法の財政支援措置のある事業につなげていくということで予算的なすそ野

も広がっていくと思います。頑張って参りますので、よろしくお願いします。今日は本当に

ありがとうございました。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

（九州農政局） 

 九州農政局です。先ほど佐賀県有明海漁協の委員と長崎県漁連の委員代理から、最近豪雨

が続き、資源の減耗や、そういった被害が見られるという話をいただきました。また、赤潮

についても、ノリ養殖時期の赤潮の発生などにも苦慮されているという話がございました。

九州農政局としても、潮流シミュレーション手法を用いて、今年から低塩分化等自然災害リ

スクを評価していこうという取組を始めたところです。 

 また、佐賀県や佐賀県有明海漁協、九州大学が連携して赤潮予測のシミュレーションもさ

れているということをお聞きしています。こういった最新の知見も用いながら、今後の気候

変動の関係もありますので、今後どのように様々な現象を予測していくのか、その予測した

結果を踏まえて、どのように修正していくのかということも九州農政局としてもしっかり取

り組んでいきたいと考えていますので、４県及び漁連、漁協の協力をいただきながら、今後

も進めていきたいと思います。御協力のほどよろしくお願いします。 

（会長） 

 一通り答えられるところは答えさせていただきました。 

 ほかに意見よろしいですか。 
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 それでは、この４県協調の取組については、本日いただいた意見等を踏まえて、成果が上

がる取組となるように、引き続き関係機関と連携して、頑張って参りたいと思っていますの

で、引き続きの支援、協力をよろしくお願いします。 

 全体の議事ですが、(５)その他とありますが、事務局から何かありますか。 

（九州農政局） 

 ３点ほど連絡させていただきます。 

 本日の協議会でいただきました御意見については、九州農政局、各４県の県の担当者の方

を含めて、具体的な課題整理等をさせていただき、検討を進めて参りますので、引き続きよ

ろしくお願いします。 

 ２点目です。本日の議事については、事務局において議事録を作成しまして、後ほど委員

の皆様に確認いただき、最終的には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、協力のほどよろしくお願いします。 

 ３点目ですが、本日の資料ですが、議事次第の裏面にある配布資料一覧に掲げている資料

についても、議事録と同様に九州農政局のホームページに掲載させていただきます。理解の

ほどお願いします。 

（会長） 

 最後のその他ということですが、議事はこれで全体は終わりますが、これまでを通して何

かありますか。 

 本日の協議会の概要については、この後に予定している記者説明会で報告する段取りに

なっています。説明は本協議会事務局長である九州農政局が行うことになっています。 

 報告内容を皆様に事前に確認していただきたいと思います。 

今から記者説明会で報告する協議会の意見について、口頭で農村振興部長より説明願い

ます。 

（九州農政局） 

 口頭で説明させていただきます。 
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 まず、１点目です。熊本漁連の委員から報告を兼ねて発言いただいた意見として、タイラ

ギや赤貝、バイ貝などが確認されて、少しずつ資源が回復している実感がある。これを踏ま

えて今後も対策を継続していくことが重要という話がありました。 

 ２点目、福岡県漁連の委員からいただいた話で、矢部川の河口でアサリの稚貝が発生して

いるということを踏まえ、その場所が作澪及び覆砂を行ったところであるということから、

今後の対策として、作澪事業が有効なのではないかと、検討すべきではないかという意見が

ありました。 

 ３つ目、佐賀県漁協の委員からの意見です。近年の異常気象によりまして、貝やノリの色

落ち等、漁業被害が発生しており、今後も貝類をはじめとする水産資源の回復や、ノリ養殖

の安定等に向けて引き続きの取組を推進するようにという意見がありました。 

 ４点目、長崎県漁連の委員代理からの話です。長崎県ではなかなか資源回復の兆しが実感

できていない。長崎県海域でも目に見えて効果が実感できるように、引き続きの取組をする

ようにという話がありました。 

 それから、県の方々にも意見をいただきました。これについては、引き続きの予算の確保

や、引き続きの取組をするようにという意見であったと思います。先ほど申し上げた各漁連

及び漁協の委員（代理を含む）話に収れんされると思っておりますが、この各県漁連及び漁

協の委員（代理を含む）からいただいた４点を報告させていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

（福岡県） 

 先ほどおっしゃった作澪といいますと、水産基盤整備事業等による作澪という誤解を与え

る可能性があるので、漁場環境として言うのであれば澪筋と言うほうが適切であると思いま

す。 

今後、作澪等によってそういう場所を再現することが重要だということを福岡県漁連の委

員がおっしゃったという意味だと理解します。 

（九州農政局） 

 分かりました。今後の取組として、作澪の事業というのを進めるべきだというところはよ

ろしいでしょうか。 
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（福岡県） 

 はい。 

（九州農政局） 

 分かりました。 

（会長） 

 では、よろしいですか。今の内容で記者に報告ということにしたいと思います。 

 これで議事については全部終わりましたので、終了させていただきたいと思います。進行

については事務局にお返しします。 

 スムーズな進行に御協力いただきまして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は長時間にわたり審議ありがとうございます。 

 これをもって第31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 ──


