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有明海漁場環境改善連絡協議会（第32回） 

議 事 録 

１．日 時：令和４年３月９日（水）13:30～15:56 

２．場 所：ホテルマリターレ創世 佐賀 ４Ｆ グランデピアツァ 

３．出席者：別紙のとおり 

【議事内容】 

（九州農政局） 

 定刻となりましたので、第32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多忙の中参集いただきまして誠にありがとうございます。

本日の司会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にお知らせです。 

 本連絡協議会では、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３階のグラツィアホールにおいて記者の皆様への説明を行い

ますので、15時40分までには３階のグラツィアホール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、席間は十分に距離を取っ

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した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である九州農政局長から挨拶を申し上げます。 

（会長・九州農政局長） 

 九州農政局長です。よろしくお願いします。 

 本日は年度末という大変お忙しい中、皆様方出席いただきまして誠にありがとうございま
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す。 

 委員並びに関係者の皆様方におかれましては、有明海における二枚貝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、厚くお礼申し上げます。 

 本連絡協議会は、有明海の環境変化の原因究明、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おりま

す。 

 今年度から４県協調によりますタイラギの新たな取組としまして、稚貝の預託を開始して

いただいております。今年度は３県等が種苗生産した約６万８千個体の稚貝を熊本県に預託

し、低塩分化のリスクの少ない熊本県天草海域で中間育成しました。12月末に50㎜サイズま

で成長した稚貝約１万２千個体を３県へ還送し、各県において母貝団地への移植が進められ

ているところです。 

 母貝団地におきましては、昨年８月の豪雨等によりまして大幅な減耗がありましたが、そ

の後、還送された稚貝等の母貝団地への移植を進めることで、３月末には目標とする概ね２

万個体の母貝を確保できる見込みとなっております。 

 また、今年度、タイラギの浮遊幼生は過年度平均の４倍以上の数が確認されております。

再生産サイクルの形成に向けて、これらの取組を着実に進めていくことが重要であると感じ

ているところであります。 

 九州農政局としましても、本日の御意見を踏まえ、有明海再生に向けて、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、さらなる御尽力、御協

力を賜りますようよろしくお願いします。 

 本日は限られた時間ではありますが、有意義な会議となるよう協力をお願い申し上げ、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） 

 マスコミの皆様には御退室をお願いします。 

    〔マスコミ退室〕 

 議事に先立ちまして、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。 
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 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。 

 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。 

 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農地資源課でございます。 

 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） 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 本日は限られた時間ではございますが、実りのある会議となりますよう、皆様方の協力お

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。 

 本日の議題は、１つとして令和３年度の取組結果について、２つ目として令和４年度予算

概算決定についてになります。 

 まず、議事の（１）令和３年度の取組結果についての３）まで、一括して九州農政局から

説明をお願いします。 

（九州農政局農村振興部農地整備課長） 
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 九州農政局の農地整備課長です。 

 資料１－１から１－３まで説明させていただきます。よろしくお願いします。 

 お手元にございます資料１－１を準備いただければと思います。 

 資料１－１は、昨年度議論いただきました４県協調の取組の概要となっております。既に

昨年に説明させていただいておりますので、簡単におさらいだけさせていただきたいと思い

ます。 

 ５ページをお開きください。 

 まず、４県協調の取組ということで、重点魚種をアサリとタイラギに設定しておりまして、

４県が協調してこの２つの重点魚種に取り組んでいく体制を取っています。 

 ５ページがアサリの具体的な取組でございますが、これまで浮遊幼生シミュレーションを

実施しまして、浮遊幼生の供給上、重要な母貝団地について、７箇所設定しております。今

年度からこの７箇所におきまして、しっかり母貝、親貝を資源管理していく取組を進めてい

るところです。具体的な取組につきましては、また後ほど報告させていただきます。 

 前後しましたが、２ページをお開きください。 

 もう一つの重点魚種のタイラギになります。タイラギにつきましては、種苗生産し、その

後、生産した稚貝を中間育成しまして、親貝まで育ててから母貝団地に移植し、母貝団地に

おいて２万個体以上維持し続けることによって再生産サイクルを形成しようという取組をし

ています。具体的な取組につきましては、後ほど報告をさせていただきたいと思います。 

 以上が資料１－１の説明でした。 

 続きまして、資料１－２です。資料１－２では、今年度の浮遊幼生調査の結果について報

告させていただきます。 

 まず、３ページをお開きください。３ページが今年度の９月の協議会で説明させていただ

いていますが、おさらいをさせていただきたいと思います。 

 ３ページがアサリの春の浮遊幼生調査結果です。 

 浮遊幼生量につきましては、表－１のとおり、例年に比べて少なめでした。 

 続きまして、５ページをお開きください。 

 ５ページは、浮遊幼生調査をしたときの浮遊幼生のサイズを整理したものです。 

 今年度の浮遊幼生調査の開始初日が、左の図にあります４月26、27日でした。このときに

特徴的なのが、フルグロウン期幼生という着底間近の大きな幼生が既に確認されているとい
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うことです。調査初日の４月下旬に産卵がもう既に始まっていて、恐らく３～４月にかけて

既に産卵が始まっていたのではないのかと推察されます。先ほど調査結果を３ページのとこ

ろで、令和３年度春季の浮遊幼生量が少なめと報告しましたが、調査より前に捕捉できてい

ない浮遊幼生が一定数いるということで、この調査結果については全てを網羅しているわけ

ではないという評価をしたところです。 

 続きまして、８ページをお開きください。 

 ８ページが、今回新たに報告させていただきます秋のアサリの浮遊幼生調査結果です。 

 表の一番下を御覧いただきますと、浮遊幼生数は平年並みでした。緑枠の湾奥部辺りは平

年より少なめ、赤枠の湾口部は平年より多めという傾向がありました。 

 続きまして、９ページをお願いします。 

 ９ページが、浮遊幼生の発生時期を整理したものです。 

 今回の発生ピークにつきましては主に11月ということで、例年に比べて遅いという結果が

分かりました。 

 続きまして、10ページをお願いします。 

 10ページは、発生ピークが確認されました11月における浮遊幼生の大きさを整理したもの

になっております。 

 注目していただきたいのが11月25日、調査最終日ということになっております。この調査

最終日で、Ｄ型幼生という産まれたばかりの小さな幼生が確認されております。また、各県

の水産試験場で実施していただいておりますアサリの肥満度調査の結果でも、11月にかけて

肥満度が上昇し、その後、11月に低下したというデータがございますので、今年度は全体的

に産卵が遅かったということが考えられ、かつ11月25日にまだＤ型幼生が確認されていると

いうことを考えますと、12月以降も産卵が続いた可能性があるのではないかと評価をしてお

ります。先ほど浮遊幼生量全体として平年並みというお話をさせていただきましたが、平年

より多い量が出ている可能性が推察されます。 

 今年度はアサリの春季と秋季の浮遊幼生、両方結果を並べてみますと、春季は幼生の発生

時期が早く、秋季は遅くまで発生し続けるという結果でした。これが気候変動による水温上

昇の影響なのかは、慎重に判断したいと思います。仮に来年度も同様の傾向が続けば、調査

時期の見直しということも考えてまいりたいと思います。 

 続きまして、13ページをお願いします。 
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 13ページはタイラギの浮遊幼生調査結果になります。 

 表－３を御覧になっていただければと思いますが、タイラギの今年度の浮遊幼生量は例年

に比べまして４倍以上多くの浮遊幼生が確認されたという結果になっております。 

 続きまして、14ページです。 

 浮遊幼生の発生時期につきましては、各県、大体７～８月にかけて満遍なく発生している

ということが分かります。８月上旬～中旬にかけて豪雨が発生しましたが、この豪雨後、８

月下旬も浮遊幼生が発生し続けているというところを確認しています。 

 続きまして、15ページをお願いします。 

 15ページが浮遊幼生のサイズです。ピークが出ました７～８月の結果を図に表しています

が、満遍なくＤ型幼生がそれぞれ確認しておりますので、赤枠の近くに親貝がいるというこ

とが示唆されます。また、今年度は浮遊幼生量が多かったものですから、黄色で示したフル

グロウン期幼生という着底間近の幼生も青枠のところに確認しております。恐らく近くで着

底したのではないのかということが推察されます。 

 以上が浮遊幼生調査結果ということで、資料１－２を説明させていただきました。 

 続きまして、資料１－３と資料１－３（参考）を準備いただければと思います。 

 まず、資料１－３の１ページをお開きください。 

 １ページからタイラギの母貝団地造成の取組を紹介させていただきます。 

 １ページは、タイラギの母貝の移植実績となっております。 

 表を御覧になっていただければと思いますが、一番下、移植数は４県で２万1,350個体、

さらに年度末までに3,910個体を移植する予定しています。 

 続きまして、２ページをお開きください。 

 ２ページは、母貝団地に今どれぐらい親貝が生き残っているのか、生残数を整理したもの

です。現在、４県で１万5,902個体生残しているということを確認しております。先ほど、

さらに３月末までにこれから約４千個体移植をしますと報告させていただきましたが、この

４千個体を加えますと、目標とする概ね２万個体をクリアすると評価をさせていただいてお

ります。 

 続きまして、３ページです。 

 ３ページが、今年度から新たに始めましたタイラギの稚貝預託の取組について報告させて

いただきます。 
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 水質の安定した熊本県で中間育成しようという取組でして、種苗生産を福岡県、佐賀県、

長崎県の各県でしていただきまして、殻長10㎜まで育てた稚貝を８月下旬～９月にかけて熊

本県に預託をしております。熊本県で中間育成していただきまして、殻長50㎜まで成長した

稚貝１万２千個体を今度は３県に12月に戻しています。まだ熊本県に７千個体が残っていま

して、こちらにつきましては、殻長100㎜になるまで熊本県で中間育成をしていただきます。 

 その結果の総括を４ページでさせていただきたいと思います。４ページをお開きください。 

 今回、熊本県で預託分も含めた中間育成をしていただいておりますが、福岡県と長崎県は

熊本県に預託した残りを中間育成していただいております。３県の中間育成の生残率を整理

しますと、３県とも概ね３割という結果となりました。ただ、成長速度をみますと、熊本県

が一番早くて、12月時点で殻長50㎜まで成長しているというのを確認しております。福岡県

と長崎県の成長速度につきましては、12月末時点で20㎜～50㎜ぐらいに成長しているという

ことを確認しております。 

 今回、預託の取組を初めてさせていただいて、課題も見えてまいりました。 

 １つが、種苗生産をしていただいた３県において殻長10㎜まで育成をしていただいてから

熊本県に今回移送をしております。この10㎜まで３県で育成していただく中で大きく減耗を

確認しております。来年度からは預託する前に殻長５㎜までに育成させるという形で変更を

させていただきたい。変更させていただくことによって生残率の向上に努めたいと考えてい

るところです。 

 もう一つが、今回預託を熊本県でしていただきましたが、初めて一度に大量の稚貝を扱っ

たということで、その中で具体的に給餌量、稚貝の収容密度、水温管理などで非常に苦労さ

れ、試行錯誤したということをお聞きしております。来年度以降、今回得られたノウハウを

生かして生残率向上に努めていただくということを聞いています。 

 続きまして、５ページです。 

 タイラギの浮遊幼生シミュレーションを今年度も実施しております。 

 タイラギの浮遊幼生の生態が不明な部分もございまして、特に鉛直移動についてはよく分

かっていないところがありましたので、今年度調査をしつつ、仮説を立てながらシミュレー

ションを実施しております。 

 結果が６ページになります。 

 左の図が産卵場の推定位置になります。そして、右の図が着底場、浮遊幼生が着底する位
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置を推定した図になります。 

 まず、左の産卵場を御覧になっていただければと思いますが、各県の母貝団地が概ねカ

バーされていることが確認できます。これは母貝団地から浮遊幼生が発生したことを示唆し

ています。また、母貝団地以外にも熊本県海域、特に荒尾沖、横島沖、松尾沖辺りでも親貝

の存在が推定されています。 

 年末年始にかけまして、タイラギの漁獲が荒尾沖、横島沖、松尾沖辺りで確認されており

ますので、まさに親貝がいたことがこの産卵場の情報と合致するということで、今回の産卵

場推定結果は、精度としてよい精度になっているのではないのかと考察しています。 

 続きまして、右が着底場の推定結果です。浮遊幼生がどこに着底するのかというところを

整理した図になります。今年度も福岡県、佐賀県と長崎県にタイラギの生息状況調査をして

いただいておりますが、確認された稚貝が少なく、調査結果と照らし合わせ合っているのか

どうかと判断できないところです。 

 一方で、着底場の推定結果は、昔多くタイラギがいたという漁場のところに着底していな

いとように見えますので、まだ改良の余地があるのかなと考えております。タイラギの生態

を確認しながら、来年度に向けてシミュレーションを改良させていただきたいと考えていま

す。 

 続きまして、７ページでございます。 

 母貝団地の自然災害リスクというのを評価していくべく、今年度は各母貝団地においてど

のぐらい低塩分状態が継続するのかというところを評価させていただきました。具体的には

豪雨被害が大きかった2012年、2018年、2019年、2020年の４か年でどれぐらい低塩分状態に

母貝団地がさらされたかという評価をしております。 

 ８ページをお開きください。 

 評価の見方を説明します。母貝団地ごとに②にある図を作成しております。縦軸を塩分、

横軸を時間軸としております。これでどの時期にどれぐらいの期間、低塩分が滞留したのか

という評価をさせていただいています。 

 文献より、アサリにつきましては塩分10以下が36時間継続すると減耗し始める。タイラギ

につきましては、塩分15以下が24時間継続しますと減耗し始めるという文献結果があります

ので、アサリにつきましては塩分10のところに、タイラギにつきましては塩分15のところに

青い破線を引いております。この破線より下回る期間が長いと減耗するリスクが高いと見て
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いただければと思います。 

 その結果が９ページと10ページになります。９ページがアサリの結果、各県の代表的な母

貝団地の分析結果になります。10ページがタイラギの結果でいずれも令和２年７月豪雨が発

生しました2020年７月を例示しています。 

 各県の全ての母貝団地において分析しております。その結果を資料１－３（参考）の４

ページから29ページに載せておりますので、また後ほど確認いただければと思います。 

 それから、資料１－３（参考）の32ページをお開きいただければと思います。 

 先ほどまでは母貝団地ごとにどれぐらい低塩分状態が続くのかというのを評価させていた

だきましたが、32ページはアサリの視点から低塩分の滞留状況を色塗りしたものになってお

ります。 

 32ページは、低塩分が最も顕著となる４か年の７月を並べたものになっています。低塩分

状態が36時間以下のものは水色、72時間以上のものは赤色で示しております。丸の位置がア

サリの母貝団地の位置という形です。これを見ていただきますと、湾奥部、緑川の河口辺り

で低塩分状態というのが発生しているということが分かります。この水色以外に塗られてい

るところで、一部の母貝団地も入っていることを確認しております。 

 続きまして、同じような分析をタイラギでしているのが36ページです。 

 タイラギは先ほど申しましたとおり、塩分15を24時間以上経過すると減耗し始めるという

ことですので、今回は24時間以下を水色、72時間以上は赤色としております。これを見ます

と、湾奥部、諫早湾、緑川河口辺りで低塩分が顕著な状況になっています。多くの母貝団地

も低塩分になっていることがここから確認をされています。ただ、低塩分になっていない母

貝団地も確認できます。豪雨が顕著であった４か年においても、低塩分に比較的なっていな

い、低塩分になりにくい母貝団地も確認できます。 

 以上が資料１－３（参考）の説明をさせていただきまして、資料１－３の11ページに戻っ

ていただければと思います。 

 今年度は自然災害リスクとして豪雨による低塩分というのを評価しましたが、貧酸素現象

も自然災害リスクとして二枚貝類の生息環境に影響する要因であると思っておりますので、

来年度は貧酸素現象についてリスク分析をさせていただきたいと思います。 

 続きまして、12ページです。 

 アサリの母貝団地造成の取組になります。 
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 アサリにつきましては、昨年度、浮遊幼生シミュレーションを実施しまして、特に浮遊幼

生の供給上、重要な母貝団地を重要母貝団地として７箇所設定しました。 

 13ページをお開きください。 

 13ページが、重要な母貝団地におけます資源量を確認しております。 

 表を御覧になっていただきますと、８月豪雨前後で整理していますが、長崎県の小長井

（釜）は大幅な減耗を確認しております。その他はそれほど減耗していないことを確認して

おります。来年度の６月にこちらの長崎県の小長井（釜）におきましては、稚貝の融通をさ

せていただくべく計画をしています。 

 以上が資料１－３の説明でした。 

（会長） 

 それでは、続きまして議事の（１）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） 

 水産庁です。よろしくお願いします。 

 それでは、資料１－４につきまして説明させていただきます。 

 資料１－４、タイラギ及びアサリの種苗生産等の取組についてです。 

 まず、１枚めくっていただきまして、１ページを御覧いただければと思います。 

 タイラギ及びアサリの種苗生産の取組につきましては、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きまして、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きております。有明海

関係４県の試験研究機関が中心になっていただきまして行う技術開発に対して支援する定額

の補助事業です。現在、14種につきまして取り組んでいるところです。 

 ２ページを御覧ください。 

 まず、タイラギについてですが、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おり

ます。 



- 11 - 

 人工種苗生産につきましては、平成29年度には長崎県におきまして11万個の着底稚貝の生

産に成功いたしました。平成30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り組んでいます。両県共に採卵の不調や、凝集によるへい死などに

苦戦しているところですが、今年度は１月末現在、３県合計で22万5,000個の着底稚貝の生

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まして、水産研究・教育機構か

ら分与されました着底稚貝や、関係県間で融通した稚貝を活用いたしまして、各県の海域特

性に応じた中間育成技術開発を実施しており、１月末時点で延べ約３万個の中間育成をして

いるところです。また、近年、豪雨による影響が甚大となっており、今年度からは福岡県、

佐賀県、長崎県で生産した稚貝の一部を低塩分のリスクの少ない熊本県天草地域に移送し、

夏季の豪雨シーズン終了後に３県に戻す取組を開始いたしました。昨年12月に３県に1.2万

個を還送したところです。 

 ３ページを御覧ください。 

 アサリにつきましては、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

稚貝が見られることから、いかに効果的に天然種苗を採苗し、中間育成するか、さらに生残

率の高い放流手法の改善に今年度も取り組んで参ります。 

 簡単ですが、以上で説明を終了いたします。 

（会長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、次の議事の（１）の５）有明海沿岸４県毎の取組ということで、各県の皆様か

ら令和３年度の主な取組結果と成果について説明していただきます。 

 なお、取組結果を詳しく説明していただくため、前のプロジェクターによって説明してい

ただきます。 

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

県の順に続けてお願いします。 

 それでは、福岡県からお願いします。 

（福岡県） 
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 福岡県です。よろしくお願いします。 

 本県では６魚種について取組を行っております。このうち、タイラギからエツまでにつき

まして、本日説明させていただきます。 

 実施位置図は右に示すとおりです。 

 タイラギですが、種苗生産につきましては、６月から始めておりまして、水研機構、佐賀

県より受精卵をいただき、これから13万７千個体を生産しております。これらを陸上で飼育

しまして、殻長１㎝までの稚貝にして、このうちの３万４千個体を熊本県に８～９月にかけ

て預託しており、12月に６千個体が還送されたところです。 

 また、委託分以外の稚貝と水研機構分与分の稚貝を合わせて、県内の海上で約５千個体を

育成中です。 

 母貝団地の造成ですが、令和２年産の貝を約６千個体、令和３年産の貝を約７千個体移植

済みです。今年度内に約２千個体を移植予定です。 

 干潟縁辺部での支柱式垂下方式での試験をしておりますが、これにつきましては、船上か

らの効率的な管理が可能であることを確認できております。 

 母貝団地の効果把握ということで、令和２年産の貝につきまして、夏に性成熟を確認して

おりまして、令和３年度と合わせて、１月末に全体で７割ほど生残しているところです。 

 さらに、稚貝の着底基質としての効果が期待できますサルボウの採苗器を７月に約８千基

設置しておりまして、１月の時点でサルボウの着底を確認しているところです。 

 次に、アサリです。 

 河口域で高密度に発生したアサリの稚貝につきまして、梅雨の前に約100トンを、出水の

影響の少ない漁場の５箇所へ移植しております。この貝につきましては、12月時点で母貝サ

イズの27㎜ほど成長していることを確認しております。 

 次に、再生産サイクル形成のための母貝団地の造成試験ですが、約７千袋の網袋を４箇所

６月に設置しており、これらで採苗できたアサリにつきまして、重要母貝団地で移植するこ

ととしております。 

 １月末時点で、最大で１袋102個着生が確認されており、20㎜まで成長していることが確

認できております。 

 次に、ＦＲＰ支柱にパームヤシを入れた袋を３箇所に設置し、こちらは１月で１袋当たり

53個の稚貝の着底が確認されております。 
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 天然の初期発生稚貝です、こちらを効率的に育成する試験も行っており、５月に4.1㎜の

殻長であったものが11月に14.5㎜と良好な成長も確認できております。 

 次に、ガザミです。 

 効率的な種苗放流手法の開発で、小型のＣ１サイズを５～９月に172万尾、大きめのＣ３

サイズを34万尾、合計206万尾を放流しております。 

 令和２年度の漁獲物のＤＮＡ分析をしておりますが、令和２年度放流分が61尾、令和元年

度放流分が20尾の合計81尾の放流個体を確認しております。令和３年度の漁獲物については、

現在分析中です。 

 さらに、春の抱卵雌132尾を５～７月に、小型個体１千尾とヤワラ個体３千尾を10～11月

に再放流しております。この春の抱卵雌とヤワラ個体にはペイント標識を実施して、再放流

しております。 

 これまでに、春の放流の雌については18尾、ヤワラ個体については16尾、アーカイバルタ

グの装着個体、水温と水深を測定するタグですが、それは３尾取れておりまして、合計37尾

再捕しているところです。 

 次に、エツです。 

 現場での種苗生産の省力化のため、冷凍生物餌料と配合飼料によって飼育試験を実施して

いるところですが、冷凍生物餌料は生残率に課題があり、配合飼料につきましては、エツは

浮遊している餌を好んで食べるということで、餌が沈まないような工夫をして給餌する取組

を行うことで、浮遊率が向上しているというところです。 

 さらに、筑後川で卵、稚仔の調査を行っており、卵が５月と６月に河口から14～16㎞付近

で、稚仔が６月に河口から18㎞付近でピークが確認されているところです。 

 コチニール色素により耳石を染色して標識とする試験を行っておりまして、繰り返し染色

によって明瞭度が増しているということと併せて、耳石の微量元素解析も行っており、これ

によって産地判別の可能性が示唆されているというところです。 

 最後に、アゲマキです。 

 令和３年３月に塩塚川河口、両開干拓、三池干拓の３箇所に、７月に塩塚川河口の１か所

に試験区を設置しております。 

 ３月の移植群につきましては、５月以降、ほとんど確認することができず、また死骸もほ

とんど確認できなかったことから、食害や逸散が疑われております。今後は、蓋の固定方法
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や目合いの再検討を行って参りたいと思っております。 

 ７月の移植群につきましては、生残率が75％～93％と良好な結果となっております。 

 浮遊幼生調査も実施をしておりまして、これの調査につきましては、１月下旬から同定分

析を開始しております。 

 さらに、福岡県でアゲマキが本当に生息しているのかを確認するために環境ＤＮＡ分析を

行っており、現在分析に出しているところです。 

（佐賀県） 

 引き続き、佐賀県から説明させていただきます。 

 こちらが本県の魚種別の取組位置図となっております。本県は５種について取り組んでお

りますが、本日はこのうちタイラギ、アサリ、アゲマキ、ウミタケの４種について説明させ

ていただきます。 

 まずは、タイラギです。 

 令和３年度の主な取組といたしまして、まずはタイラギの種苗生産及び中間育成技術の開

発です。 

 ６月上旬から計３回の産卵誘発、また、長崎県から受精卵の提供をいただきまして、約５

万個体の着底稚貝を生産しております。そちらの稚貝について、７～８月にかけて室内で飼

育し、８～９月にかけて水研生産分を含む１万７千個体の稚貝を熊本県へ預託し、12月に移

植用の貝として３千個体を還送いただいております。 

 タイラギ母貝団地の造成といたしましては、殻長50㎜以上の稚貝を、今のところ690個体

を沖合の母貝団地に移植しており、今後３月までに残る２千個体を干潟及び沖合の母貝団地

に移植する予定としております。 

 また、着底基質（サルボウ等貝殻）散布等の取組ですが、今年度は沖合の３箇所につきま

して、サルボウ殻等14haの散布を実施しております。 

 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ましては、サルボウの採苗器を設

置しており、推定で4.5万個体の稚貝が採苗されていることを確認し、現在も継続して調査

中です。 

 引き続き、アサリの取組の結果です。 

 アサリについて、まず母貝団地の造成ですが、網袋に砂利とパームを入れ、その100袋を
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太良地先、多良川河口干潟及び糸岐川の河口干潟に設置をしております。多良川河口干潟の

網袋区では、最大で１袋当たり33個体の稚貝を確認しているところです。 

 アサリの推定資源量調査です。８月に発生した豪雨の影響で、本県の漁場につきましても、

11月に土砂の堆積を確認しております。令和４年の１～２月にかけて、太良地先においてア

サリ資源量を推定する調査を実施しており、調査の結果、成貝は発見されなかったものの、

稚貝は確認されました。現在、速報で聞いているところによりますと、数トン程度の稚貝が

確認されたというところです。 

 こちらがアサリの取組状況です。取組位置図及び設置した網袋の状況を示しております。 

 引き続き、アゲマキの取組です。 

 まず、佐賀県有明海全域でのアゲマキ移植による母貝団地の造成です。令和４年１月に２

mmサイズの稚貝を140.9万個移植しております。８mmサイズの稚貝につきましては、現時点

で12.5万個体を移植済みでして、今後、今年度中、３月までに100万個程度を移植する予定

としております。 

 放流後の生残率を向上させるため、豪雨の対策、低塩分の対策のために場所の選定や、食

害対策のための被覆網の設置等も実施しているところです。 

 引き続き、過年度移植のアゲマキの生息・成熟状況調査です。 

 令和２年度の移植群につきましては、産卵時期の直前に最大で平米当たり480個体の密度

で生残していることを確認しております。また、移植直後から被覆網等を施すことにより、

殻長２㎜の移植でも生残率が一定以上確保されるということを確認しております。 

 調査で採取されましたアゲマキの成熟状況については、成熟していることを確認しており、

浮遊幼生調査につきましては９～10月にかけて実施し、現在分析中です。 

 母貝団地造成の取組と並行して養殖技術の開発も行っており、２㎜サイズの稚貝60万個体

を鹿島市の浜地先に移植を済ませております。 

 最後に、ウミタケの増殖の取組です。 

 養殖試験に向けたウミタケの種苗生産につきましては、春採卵と秋採卵を実施しておりま

す。 

 春採卵ですけれども、４月に採卵し、稚貝約９万６千個体を生産しました。秋採卵につき

ましては、10月に採卵し、飼育を継続しましたが、着底稚貝は得られなかったという結果に

なっております。 
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 ウミタケの地撒き養殖技術の開発です。漁場造成を過去に実施しました佐賀市の早津江川

河口におきましては、最大で平米当たり８個体の密度でウミタケの生息を確認しております。 

 太良町地先、佐賀市地先、白石町地先の沖合におきまして、地撒き式、エイ類等の食害対

策として被覆網を敷設しており、地撒き及びカゴ式により生産した人工種苗約２万８千個体

を５～７月にかけて移植しております。 

 ８月まで稚貝の生残は確認されましたが、残念ながら、８月の豪雨の影響により、ほとん

どの稚貝がへい死しているという状況です。 

 また、カゴ式の養殖試験も並行して実施しておりまして、稚貝60個体を用いて、干潟で養

殖試験を１月より開始したところです。 

（長崎県） 

 長崎県です。長崎県の取組について説明させていただきます。 

 長崎県では主要７魚種のうちタイラギ、アサリ、ガザミ、カキについて説明させていただ

きます。 

 タイラギ増殖の取組結果・成果について説明します。 

 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、７月末時点で計15回の

採卵誘発を実施し、うち４回で採卵をしております。令和３年５～６月に佐賀県に500万粒、

3,300万粒の受精卵を譲渡しております。また、着底稚貝３万9,012個体を生産し、中間育成

を実施しました。 

 また、水研からの移譲種苗10㎜サイズの１万４千個、県生産種苗24㎜サイズの３千個の計

１万７千個を熊本県へ９月に預託し、12月に50㎜サイズの3,962個体が還送済みです。 

 また、諫早湾海底での中間育成試験は11月に実施をしましたが、40㎜サイズの育成群220

個体が潮流等により逸散をしております。１月末現在、熊本県からの預託還送群を含め、50

㎜サイズ6,989個体を飼育しているところです。 

 続いて、タイラギの母貝団地の造成につきまして、昨年度低塩分化の対策として沖合に造

成したマウンド礁に令和２年産貝の約４千個体の移植方法を検討しつつ、７月から数回に分

けて移植を実施しております。11月時点での移植日ごとの生残率が０～12％となっておりま

す。また、令和３年産貝は中間育成期間からマウンド礁に移植をしておりましたが、逸散し

て全滅をしております。今年度初めて、マウンド礁への移植をしましたが、現場の潮流が速
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く、タイラギの流出がありましたので、来年度に向けて現在移植方法を検討しています。 

 続いて、比較として干潟に移植した令和２年産貝の結果ですが、令和４年１月時点で瑞穂

地区の移植群は生残率36％、小長井地区の移植群は生残率95％となっております。 

 続いて、アサリの増殖の取組について説明します。 

 アサリの生息状況調査では、諫早湾のアサリ養殖漁場でアサリの生息状況を調査しており、

令和３年５月時点では、令和２年度、過去５年平均を上回る3,367個体/㎡の稚貝の生育を確

認していましたが、10月までに減少し、その後は再度増加傾向に転じております。 

 今年度からの取組で、小長井地先、瑞穂地先にパームヤシを入れた袋を設置し、令和３年

５～６月と10月に設置をしております。令和４年２月及び６月に回収して着生した稚貝の個

体数、殻長を調査予定です。今のところの状況としては、砂利を入れた網袋のほうが良好

だったという話を聞いております。 

 続きまして、小長井地先では８月の豪雨等でアサリ等がへい死したため、新規300袋を設

置し、合計１千袋の網袋の維持管理作業を実施しております。また、説明にもありましたと

おり、今年度からアサリの融通が始まりまして、今年の６月に福岡県からのアサリの融通を

予定しております。 

 また、１月に実施した母貝団地の生息状況調査では、瑞穂地区では平米当たり345個、国

見地区では平米当たり807個を確認しております。 

（長崎県） 

 続きまして、マガキの取組について報告します。 

 マガキでは４項目に取り組んでおります。 

 まず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。そ

の内容ですが、６月に諫早湾内で天然マガキ種苗63万個体を採苗しまして選別、７月から干

潟域でシングルシード22㎜サイズ１万６千個体からの養殖試験を実施しておりまして、１月

時点での生残率は８％という結果でした。 

 ２つ目は、新たなシングルシード養殖適地の調査といたしまして、諫早湾内の干潟におき

まして、夏場の避難漁場候補、既存漁場以外の新規漁場候補地先での養殖試験を６月から開

始し、新規漁場につきましては、成長が既存漁場と概ね同等の箇所を探索しております。 

 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対策の開発です。海中
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ランブリング技術というのは、潮流等を利用しまして、飼育籠に収容した養殖マガキが籠内

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

回、ゴム製チューブの弾力を使用する装置を試作しまして、８月から諫早湾内で効果を見る

試験を行っています。その結果ですが、通常の養殖法と比べまして、養殖マガキの生残数は

上回りましたが、付着生物の抑制は不調に終わり、今後装置を改良する必要があると考えて

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。これは昨年度に開始をしまし

た継代的な選抜育種の継続でして、６月から今年度の選抜飼育を開始し、３月にその生残個

体から種苗生産を行い、来年度の選抜育種に活用する予定です。 

 こちらの写真は、左側が採苗した天然マガキ種苗、右が試作をしましたランブリングシス

テムの試作機です。 

 次に、ガザミの取組でございます。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。これは４県で連携をした放流と、ＤＮＡ標

識を用いた放流効果の調査を実施しております。本県は過去の調査結果から、放流適地と考

えております福岡県大牟田市地先に時期、サイズの異なる複数群を放流しておりまして、今

年度は５㎜のＣ１、10㎜のＣ３サイズを資料の尾数で放流しております。放流効果について

は、現在調査中です。 

 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、小型

ガザミを再放流し、再放流適地を検討するものです。今年度は抱卵と小型ガザミを資料の尾

数で放流しております。こちらについてもＤＮＡ標識を用いた放流効果調査を実施中です。 

（熊本県） 

 熊本県です。よろしくお願いします。 

 熊本県では主に左下表の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について、令和３年度は４つの取組を実施しました。 

 １つ目は中間育成技術の開発で、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

産稚貝約３万５千個体を令和３年８月に育成開始しました。令和４年１月には生残した約１

千個体を県内３箇所で育成中です。また、海上の囲い網にて令和２年産稚貝約７千個体の母
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貝団地補塡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で、福岡県、佐賀県及び長崎県が種苗生産された着底稚

貝約６万８千個体を令和３年８～９月に２箇所で受入れ、陸上で中間育成を実施しました。

このうち約１万２千個体を令和３年12月に３県へ還送した後、残る約７千個体は令和４年秋

頃まで海上で中間育成中です。 

 ３つ目は宇土市地先での母貝団地造成で、中間育成が終了した令和３年産稚貝を適宜母貝

団地へ移植し、垂下籠による育成試験を実施しています。本県の令和３年度～５年度の母貝

団地移植目標である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で、令和３年11

月に海底攪拌を行った４海域ではタイラギの生息は確認されませんでした。 

 次に、アサリ増殖について、令和３年度は４つの取組を実施しました。 

 １つ目は母貝団地の維持造成試験で、県内２箇所で実施しました。菊池川河口域では、移

植した網袋約100袋の追跡調査及び保護試験を実施しました。調査の結果、網袋１袋当たり

最大300個程度のアサリが確認されています。緑川河口域では、過年度に設定した保護区で

食害生物対策及び干潟耕うん等を実施しました。保護区では、産卵可能とされる殻長20㎜以

上のアサリが令和４年１月に対照区の1.7倍確認されました。 

 ２つ目は網袋等を活用した稚貝の着底促進保護で、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ました。 

 ３つ目は人工種苗の中間育成技術開発で、殻長７㎜まで中間育成した稚貝を10月に約31万

個、12月に約15万個、網袋や被覆網による保護対策を講じて移植試験を実施しました。 

 ４つ目は被覆網を活用した稚貝の保護対策で、県内７箇所で合計予定数量約７千平米の被

覆網を令和４年１～２月に設置しました。詳細な設置面積は現在取りまとめ中です。 

 次に、ハマグリ増殖について、令和３年度は２つの取組を実施しました。 

 １つ目は干潟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箇所約3,400平米の保護効果把握調査を実施しました。調査の結果、11月に保護区で

産卵可能なサイズの個体が対照区の２倍、１平米当たり11個確認されました。また、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ました。調査の結果、６月１日～９月

18日に浮遊幼生が確認され、その密度は最大で１立米当たり40個でした。 

 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、主要２漁場での生息
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密度調査結果は、菊池川が７月に１平米当たり38個、９月に１平米当たり43個で、緑川が６

月に１平米当たり35個、８月に１平米当たり14個でした。 

 最後に、クルマエビについて、令和３年度は２つの取組を実施しました。 

 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、令和３

年５～７月に14㎜種苗401万個体を本県地先に放流しました。また、放流適地を探索するた

め、令和３年５～７月に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しました。

さらに、標本船調査の結果、本県有明海での漁獲量は2.3トンと推定されました。 

 ２つ目は漁業者による海底攪拌及びその効果把握調査で、令和３年６～10月に底質環境、

水生生物、底生生物について調査し、海底攪拌の効果を把握しました。この結果、改良器具

を用いて海底攪拌を行った試験区で、対照区の1.4倍から９倍のクルマエビ採捕を確認しま

した。 

 （会長） 

 各県の皆様ありがとうございました。 

 続きまして、議事の（１）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） 

 それでは、資料１－６の現地実証等の取組につきまして説明させていただきます。 

 まず、１ページの有明海漁業振興技術開発事業について説明します。 

 本事業の趣旨ですが、先ほどの資料１－４で説明させていただいており、事業内容につき

ましては、資料１－５の各県からの説明と重複する部分がありますので、時間の関係から、

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も説明しましたので、３ページのアゲマキを御覧く

ださい。 

 アゲマキにつきましては、これまでに累計1,800万個以上の稚貝を放流し、母貝団地を造

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

も母貝団地の造成を進めており、横断的な取組となってきております。 

 一方で、佐賀県海域では豪雨による低塩分化や食害等による影響、福岡県海域では底質悪
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化の影響等によりまして、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、造成適地の探索等を進めていくことにしております。 

 ５ページを御覧ください。アサリについては先ほど説明をさせていただきましたので、省

略させていただきます。 

 ５ページのウミタケです。試験的な漁場造成により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は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

個体数が減少し、試験操業を見送っている状況です。今年度はより安定的な生産を目指して

養殖技術の開発に取り組んでいるところです。 

 次に、６ページのマガキです。これまでは長崎県のみで取り組んできておりますが、今年

度からは福岡県でも取組を開始しているところです。 

 ７ページ以降は甲殻類です。７ページのガザミ、またクルマエビもありますが、技術開発

を実施しているところです。甲殻類につきましては、ＤＮＡ標識を用いた放流効果の推定を

実施しています。 

 ７ページのガザミですが、そのＤＮＡ標識技術を用いまして、放流に適したサイズや時期、

場所などにつきまして、４県共同で現在検討を進めております。また、ＤＮＡを用いた親子

判別分析を行いまして、放流個体の再生産への貢献を推定するといった取組をしているとこ

ろです。 

 ８ページのクルマエビです。これまでに本事業で解明した放流の適地、有明海の湾奥部で

すが、適時期、早期６月ではないかと言われておりますが、また適サイズ40㎜程度に基づき

まして、平成28年度から４県共同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も調査を続けているところです。 

 魚類につきましては、エツやホシガレイ、トラフグ、ヒラメ、マコガレイ等がありますが、

各県で説明されていますので、ここでは省略をさせていただきます。 

 13ページが藻類になります。今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す。 

 次に、14ページを見ていただければと思います。 

 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なります。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に、これまでに効果が認められた技術を用いまし

て、母貝の生息適地の造成、稚貝の育成や移植、カキ礁による貧酸素水塊の軽減によって漁
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場の生産力の向上を図ることを目的とした実証事業になります。 

 事業の実施期間ですが、平成30年度から令和４年度までの５か年を予定しています。 

 14ページの左側に図がありますが、今年度につきましても各県で２箇所ずつ、計８箇所で

実施しております。各実施箇所の課題は右側の１から４、事業内容につきましては、①から

⑧にそれぞれ記載しているところです。 

 15ページの表ですが、事業全体の概要が分かるように、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年間の目標及びこれまでの成果等を整理したものです。従前か

ら御覧いただいていたケースもあろうかと思います。 

 本年度は事業開始から４年度目となり、それぞれの環境特性に合わせた技術開発をするこ

とを目的とするとともに、昨年度よりさらに規模を拡大するなどして取り組んでいるところ

です。 

 本年度の結果につきましては、実施箇所ごとに１ページずつまとめているところです。 

 16ページを御覧いただければと思います。 

 ここは福岡県の柳川市大和高田地先の干潟で行った取組の結果についてまとめております。 

 この場所は泥干潟であるため、アサリの生息というものは本来難しい環境ですが、泥干潟

であっても母貝が造成できるように取り組んでいるというところです。 

 具体的には、小規模高地盤を覆砂した水域の造成や、それより安価で作業性の少ない低コ

スト型の離底飼育器具の利用により、アサリの生残や成長、成熟状況を比較して、アサリ母

貝育成の有効を確認しているというものです。その結果につきましては、真ん中より下に写

真も載っておりますが、どちらについても効果があることが確認されております。 

 右側の主な成果のところに関連しますが、令和３年７月に採苗したアサリにつきましては、

生残や成長の度合いということに違いが見られております。これは令和３年８月の豪雨の影

響によるものと推測しておりますが、詳細については現在のところ解析中です。 

 19ページをお開きください。これは長崎県の島原市猛島地先で行った取組の結果について

まとめております。 

 ここは浮遊幼生が着底しても、その後の生育が難しいいわゆる礫浜に当たります。他の場

所への移植用とするために、採苗用の砂利入り網袋で稚貝まで生育させる実証に取り組んで

おります。今年度の成果より、これまでよりも沖側での採苗が可能であるということが分

かって参りました。 
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 このスライド中にＣ．Ｄ．Ｌというアルファベットが３つ並んでいる部分があります。Ｃ．

Ｄ．Ｌは一番潮が引いたときの海面のことでして、大潮期で一番潮が引いたときをゼロとし、

それよりも１メートル高ければ＋１といったように記載されるものです。 

 主な成果のところを見ていただければ、これまで考えていたよりも広い範囲で採苗は可能

であり、そのところが今回の結果の一部でございます。 

 時間の関係上、他の取組につきましては、説明は省略させていただきますが、他の取組の

結果も含めまして、漁業者の方に参加いただいている地区協議会で既に説明をさせていただ

いております。また、漁連等の方に委員として参加いただいている技術検討評価委員会でも

説明させていただく予定としております。 

 また、担当は水産庁の研究指導課ですので、そちらに県庁等から問合せいただければもっ

と詳しい説明ができるかと思います。 

 次に、24ページを御覧いただければと思います。 

 24ページは有明海水産基盤整備実証事業についてです。 

 有明海水産基盤実証事業は、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。 

 右上の図ように、凹凸覆砂畝型漁場と生物機能活用型基盤を造成して餌料環境改善を試み

たところ、これまでタイラギの餌となる付着珪藻が増加しているなどの一連の基盤整備効果

が認められてきているところです。 

 また、数は少ないわけですが、採捕できた天然の着生稚貝を中間育成後に移植し、餌料や

底層の環境がタイラギの成長に与える影響についてもモニタリングをしてきております。来

年度につきましても、このようなモニタリングを継続しながら、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、餌環境の改善や基盤造成の適地

条件の把握に取り組んで参りたいと考えております。 

（会長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、議事の（１）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

政局から説明させていただきます。 
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（九州農政局） 

 九州農政局です。 

 資料１－７を準備いただければと思います。 

 資料１－７の１ページは今年度の貧酸素現象の調査結果を紹介させていただきたいと思い

ます。 

 今年度の梅雨明けの晴天続きで水温躍層、要は鉛直方向に水が混ざりにくい状況が発生し

まして、そこにシャットネラ赤潮が発生し、海底の有機物やシャットネラ赤潮の死骸等を海

底のバクテリアが分解し、そのときに酸素を使いまして、貧酸素現象が諫早湾、鹿島市の沖

辺りでそれぞれ独立して別々に発生しました。 

 この貧酸素現象につきましては、台風９号の接近で一時的に回復しましたが、８月の豪雨

によって河川から有機物の供給がありまして、再び海底のバクテリアが分解の過程で酸素を

使って貧酸素状態がまた発生しました。９月上旬の大潮で解消したということを確認してお

ります。 

 続きまして２ページ、赤潮の調査でございます。下に４つ図がございますが、各年度の４

～12月の集計値を示したものになっておりまして、有明海と諫早湾とそれぞれの件数と日数

を整理したものです。今年度の赤潮の発生件数、日数ともに直近10か年の同期間と比べて同

程度であったという結果になっています。 

 続きまして、３ページです。 

 底質環境調査になります。今年度も長崎県と熊本県で底質攪拌、海底攪拌をしております。

その結果を左の図で示しておりますが、青の強熱減量、赤の硫化物ともに攪拌後、改善が見

られているということを確認しております。 

 その結果を踏まえ、右の底質特性別海域区分図を更新しています。 

 続きまして、４ページをお開きください。 

 二枚貝類等生息環境調査ということで、ナルトビエイの捕獲調査を実施しております。 

 今年度のナルトビエイの捕獲個体数です。皆様方に協力いただいて捕獲しておりますが、

青色の線が昨年度の結果、赤色が今年度の結果になっております。今年度の特徴としまして

は、５月、６月が昨年に比べて少ない、そして９月、10月が逆に昨年度に比べて多かったと

いうことになります。総数で申しますと、昨年度比82％ということで少なかったということ

になります。今年度の捕獲量を踏まえまして、有明海に来遊している量を推計しましたとこ
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ろ、約4.9万個体と推定され、右の図に落としておりますが、例年より少なかったという評

価結果になっています。 

 続きまして、５ページです。 

 ５ページが、今年度から調査を開始しました。これまで食害は主にナルトビエイというこ

とでナルトビエイの捕獲調査をしておりますが、アカエイについても二枚貝類を捕食してい

るのではないのかというお声が多くございましたので、アカエイの食性調査を今年度から実

施しております。 

 今年度の８～10月にかけましてアカエイ44個体、ヤジリエイ５個体、アリアケアカエイ１

個体、シロエイ１個体、下に写真がありますが、この４種のアカエイ類を捕獲いたしまして

食性調査しました。その結果が真ん中の表になります。アカエイの雌の生魚個体からは二枚

貝類というのが一部見られましたが、その二枚貝類はマテガイ属であったということを確認

しております。アカエイ類が主に好んで食べているのは甲殻類中心であったということで、

特に一番多く出てきたのがシバエビであったということを確認しております。 

 今年度から調査しましたが、調査を開始する時期が遅れ、８月からになっておりますので、

来年度春の時期の調査も含めて調査を継続しまして、結果を報告させていただきたいと思い

ます。 

（会長） 

 今までの説明が議事の（１）の説明になります。 

 続きまして、議事の（２）の令和４年度予算概算決定について、農村振興局から説明をお

願いします。 

（農村振興局） 

 資料２の令和４年度予算概算決定という資料を御覧ください。 

 １ページです。 

 有明海再生対策に関する令和４年度の予算概算決定額を記載しております。今、国会で審

議をいただいているところです。 

 概算決定額、一番右側の欄ですけれども、上段の表の１から５について、合計17億6,500

万円と、令和３年度予算額と同額で決定しております。 



- 26 - 

 下段は参考として、水産公共などの関連対策の令和４年度予算概算決定額を記載しており

ます。国においても厳しい財政状況の中ですけれども、有明海の再生は重要な政策課題と考

えておりまして、引き続き有明海再生に向けた取組を着実に推進してまいりますので、よろ

しくお願いします。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

 ただいまのことで議事の（１）と（２）の説明が終わりました。 

（会長） 

 それでは、議事の（３）意見交換に入りたいと思います。 

 まず、各県の漁連、漁協の委員の方々から順番に意見いただきたいと思います。 

 それでは、福岡県漁連、よろしくお願いします。 

（委員） 

 今回も有明海の振興事業につきまして、貴重な財源を確保いただきましてありがとうござ

いました。厚く御礼申し上げます。 

 再三のことですが、二枚貝類については、福岡県の場合、昨年の出水の影響はありますが、

昨年も稚貝が着底しております。そういう中で、今秋のアサリ資源調査ですが、大体460ト

ンが確認できているということを聞いておりますので、それから６か月ぐらい経っているの

で、この量も幾分増えているかと思っています。 

 一方、タイラギがどうしてもなかなかうまい具合にいかなかったのですが、当初から見れ

ば、種苗生産の状況もある程度は確立した技術が確保されつつあるということは、本当によ

く頑張っていただいたという気持ちです。 

 着底がなかなかできないということは、今後の大きな課題と思いますし、これをぜひ解明

し事業に結びつけていただければと期待しているところです。 
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 また、今年度の状況として、ぜひこれは問題と捉えていただきたいと思うことが一つあり

ます。今年度の基幹でありますノリの結果です、まだ全体的に終わっておりませんが、福岡

県では大体平年並に確保でき安堵しております。 

 一方、今年度ほど雨は少なかったし、海の環境的には栄養塩類の減少がずっと続いたとい

うことは、今までにないような環境にあったと思います。そういう中で、いわゆるノリが最

後まで色落ちを免れたと、これはあくまでも福岡県のことですが、私も長い間携わってきた

中で、３月になるまでそういう状況がなかったということは、これまでになかったことでは

ないかと思っています。 

 栄養塩類が少なかったということに関連しますが、植物プランクトンの増殖がなく、その

ために色落ちがなかったいうことになったのだろうと思います。 

 その原因が何かと考えた時に、福岡県有明海の地先において、昨年からいわゆるバカ貝、

学名的にはシオフキの大繁殖がありました。アサリのように直接金にはならないですが、こ

の秋の調査で１万３千トンが生息しているということです。先ほど言いましたアサリが460

トン、サルボウが342トンという資源量ですから、膨大な量です。こういう状況は、昭和39

年、東京オリンピックの前後であったと思うのですが、同様な状況があったことを記憶して

います。このバカ貝が大繁殖をして、これを捕って暮らしたことがあるのですが、アサリで

なくても、二枚貝類の大繁殖によって、プランクトンの増殖を抑えたのではないであろうか

と考えます。 

 それと、有明海研究所からの話なのですが、二枚貝類の同時に生息が、生きるための生理

現象によって、肥料効果をもたらすなどの良い効果があったのではないかと考えております。 

 ぜひ今申しましたことと関連性がどうであったのか、栄養塩類がなかったからプランクト

ンが発生しなかったのか、二枚貝類の発生によって、プランクトンを食べて抑えたのかなど

を今後ぜひ調査、解明していただければと思います。今後の我々の資源管理にも必要になる

ことだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、佐賀県漁協、よろしくお願いします。 
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（委員） 

 佐賀有明漁協です。どうぞよろしくお願いします。 

 まずもって有明海、八代海の再生につきましては、農林水産省をはじめ、関係省庁並びに

県や市町の御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たいと思

います。 

 さて、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、異常な気象が続いております。そうした中、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、特にタイラギ漁について10年連続で休漁となり、有明

海再生への道のり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、漁業者みんなが期待を寄せ、我々の悲願でもありますので、しっかり取り組んでほし

いと思っております。 

 また、これまで各県でいろいろ取り組まれた事業については、県域での取組が中心であっ

たかと思います。 

 そのような中、これからは稚貝や種苗を譲り合いながら、有明海再生に向けて取り組んで

いく必要があると思います。 

 例えば、タイラギ稚貝を低比重海域から熊本県の高比重海域へ移植したように、今後はア

サリの稚貝が濃密に発生した場合など、県域を越えて効果的に移植するような取組も考えた

らどうかと思っています。 

 また、ノリ養殖においては、今年度も育苗当初から赤潮が発生するなど被害が発生し、西

南部地区では秋芽ノリ、冷凍ノリの両方とも不作となり、一部の支所では冷凍網を１枚も生

産することがなく終了という深刻な事態になったところです。 

 国におかれましては、プランクトン発生を抑えるための二枚貝類の増殖など資源回復に向

けた取組をいただいておりますが、西南部地区で頻発する赤潮発生のメカニズムについても

解明に取り組んでほしいと思います。 

 また、瀬戸内海では、昨年ノリの養殖に必要な栄養分を増やすために工場や家庭からの排

水規制を緩和する瀬戸内海環境保全特措法が改正され、周辺環境の保全と調和した形で一部

海域への栄養塩類の供給を可能にした栄養塩類管理制度の創設がなされたと聞いております。 

 有明海でも同じような変化が見られているように思えることから、有明海・八代海総合調
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査評価委員会の中で、協議をいただき、有明海・八代海の特措法の中でも栄養塩類管理制度

について検討をいただければと思います。 

 今後とも関係する国や県の皆様方におかれましては、有明海、八代海の再生のため、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、私から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。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） 

 初めに、日頃より関係の皆様方におかれましては、有明海の再生事業に対し、御尽力いた

だいておりますことに対し、お礼申し上げます。 

 現在、本県においても様々な事業が行われており、僅かではありますが、取組の成果も見

えつつあるようです。しかし、ここ数年は異常気象による自然災害の影響もあり、一進一退

の状況を繰り返しております。 

 今年度についても、夏場の豪雨や秋からの少雨等により、一部地域においてアサリが大き

な被害を受け、カキについても成長が遅れるなどの影響が出ております。現在、預託等の対

策も取られておりますが、これに併せて、新たな対策の検討もお願いします。 

 また、浜の声として、10年ほど前から、せっかく夏場を越していたアサリが翌春までに生

き残らないということが起こっていると聞いております。底質環境によるものか、餌のプラ

ンクトンの問題なのか、原因が分かっておりません。これに関する原因究明をお願いしたい

と思っております。 

（会長） 

 ありがとうございます。それでは、熊本県漁連、よろしくお願いします。 

（委員） 

 まずは、概算要求ありがとうございました。今年度から、有明再生ＰＴの座長が替わられ

て、これから忙しくなると思いますけれども、よろしくお願いします。 
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 委託事業などの取組が進む中で、今年度は先ほど説明があったように、タイラギが発生し

て、魚価の足しになったという喜ばしい話を伺っています。また、ハマグリもアサリも、近

年になく順調に育っています。アサリについてはまだまだ生産に結びつくような大きさでは

ないけれども、量的にはいるのではないかと思います。皆様方には、産地偽装で心配をかけ

ておりますが、産地偽装のないように、熊本県内でアサリを採れるように、一緒になって頑

張っていきたいと思います。 

 今年度から、熊本市と宇土市で二枚貝類に対するカモの食害があり、鳥獣害対策事業で対

応しております。そういう中で、一羽のカモが多くのアサリを食べているということが判明

しました。現在、ナルトビエイを対象として事業の中で執り行っている二枚貝類生息環境調

査に、カモも対象として取り入れていただけないかと思っております。一羽のカモが多くの

二枚貝類を食べているということを皆様に知っていただき、このカモがかなりの量で有明海

に飛来しています。少しずつでも皆さんと一緒になって取り組んでいけたらと思います、よ

ろしくお願いします。 

（会長） 

 ありがとうございました。それでは、今度は各県から、意見をいただければと思います。

まず、福岡県何かあれば、よろしくお願いします。 

（福岡県） 

 委員からお話があったように、アサリの稚貝等の発生も見られています。それから、今ま

で報告があったように、増殖技術も少しずつでありますけれども、進んでいるという中で、

現在の状況をうまく利用し、技術も生かしながら、引き続き４県と協調しながら、有明海再

生に向けて尽力したいと考えております。 

 これも、委員からお話がありましたが、シオフキが大量発生して、ノリの作柄にいい影響

を与えたのではないかと、色落ちしなかったのはその関係でないかというお話もございまし

たので、研究機関としてもいろいろ関係というのを調べて参りたいと思います。 

 今後もしっかり頑張って参りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（会長） 
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 それでは、佐賀県、よろしくお願いします。 

（佐賀県） 

 佐賀県でも、タイラギが10年連続休漁、久しぶりに捕れたアゲマキが、再び資源の減少に

よって休漁になるなど、一旦見えた再生の兆しというのが不安定な状況となっています。 

 ただ、この取組の中で成果が見え始めているのは間違いありませんので、今後とも、有明

海沿岸４県、漁協、漁連の皆様と連携を図りながら、漁業者の皆様が実感できるような取組

を進めて参りたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

（会長） 

 ありがとうございます。続きまして、長崎県、よろしくお願いします。 

（長崎県） 

 これまでの４県の地道な取組により、アサリの資源量、数値として見れば、全体的に上

がってきていることや、あるいは本県においては、カキのシングルシードの養殖試験、高水

温耐性試験など、より実践的な取組を行わせていただいているところ、本当に感謝していま

す。 

 一方で、今日も多くの意見がありましたが、夏場の豪雨や、近年の異常な自然環境の変化

によって悪影響を受けてきているといった事態もあります。 

 また、本県漁連の委員からありましたとおり、アサリが原因不明で減耗しているので、こ

の原因究明を早くやるべきではないか、組合員の高齢化が進んできていますので、取組を

もっと加速するべきじゃないかなど、要望があるといったことも事実です。 

 豪雨に対しましては、アサリの融通や預託など、そういったいろいろな工夫をされてきて

いるところだと思います。これをさらにこの場に出席の皆様の英知を結集しまして、関係者

の御尽力を得て、取組を進めていただければと考えております。そのためには、それを裏打

ちする関連予算を含めまして、しっかり確保することを要望させていただきたいと思います。 

 また、いろいろ効果のある取組も出てくれば、それらを迅速に実施していただいて、早く

生産につながる、要するに施策の推進と、これの実現につなげていただければと考えており

ます。 
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 長崎県としましても、有明海の再生に向けて、最大限努力して参りたいと思っております

ので、皆様の御協力方よろしくお願いします。 

（会長） 

 ありがとうございます。それでは、熊本県、よろしくお願いします。 

（熊本県） 

 熊本県です。よろしくお願いします。 

 この協議会の中でいろいろ有明海再生に向けた４県協調の取組について、国、県、漁業団

体と一緒に取り組んできた結果、熊本県でも今、熊本県漁連委員が話されたように、アサリ、

タイラギも明るい兆しが見えてきているという状況です。 

 その中で、熊本県としても漁業団体と一緒に取り組んでいるところですが、特にアサリの

増殖の取組や、海底の底質を変える海底攪拌の取組など、４県が協調した取組として進めて

いく必要があると考えております。 

 それから、熊本漁連委員が言われた、アサリについては食害も一つの大きな減少要因とし

て考えておりますので、食害対策ついてもさらに進めていく必要があると考えておりますし、

今後ともこの４県協調した取組が進んでいくようによろしくお願いしたいと思います。 

（会長） 

 ありがとうございました。委員の皆様から一通り意見いただいたところですが、この意見

を踏まえて、水産庁並びに農村振興局から何かお話があれば、よろしくお願いします。 

（水産庁） 

 まず、４県の漁連の会長、また、県から様々な意見をいただきました。ありがとうござい

ました。 

 ４県ともに、４県の連携、また国とも連携しながら、貝類の増殖などを引き続きしっかり

やっていくということであったかと思うので、このような枠組みを使いながら、必要な予算

も獲得し、しっかり進めていきたいと思っているので、引き続きよろしくお願いします。 

 個別の案件について、福岡県漁連委員をはじめ、何人かの方から言われた、二枚貝類と栄
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養塩類、ノリの生育との関係といった話があったかと思います。確かに、水産機構の西海区

水研、今の水産技術研究所ですが、その研究員が、例えば、カキであれば、１個のカキが１

時間で10リットルぐらいの水を濾過する、当然濾過するということは、そこで植物プランク

トン等を食べるわけですが、そうすると、１日で240リットル、大体お風呂１杯分ぐらいに

水を濾過しており、例えば、大規模なカキ礁を海水が経由して通り過ぎると、その水の濁度

といいますか、透明度も変わってくるというような科学的な説明をされたことがあったかと

記憶をしています。 

 確かに、二枚貝類自体、カキに限りませんけれども、プランクトンを食べるわけで、それ

がいわゆる栄養塩類を消費するようなプランクトンであれば、ノリとの競合関係も可能性と

しては十分想定されるのだろうと思います。二枚貝類を増やすことと栄養塩については、科

学的な十分な検証などは必要かと思いますが、そのような効果の可能性は考えられると思い

ます。一方で、ノリの漁場を造る際に、カキ礁を撤去した経緯もあると思います。 それか

ら、４県で協調しながら貝類等を増やしていくことについては先ほど申し上げたとおりで、

今の枠組みを使ってしっかりとやっていくものと考えております。 

 また、佐賀県においては、西南部でノリが大変だったと伺っております。佐賀県でも、先

ほどの貝類の関係でいえば、サルボウを使って実証的なことを取り組もうとされているよう

ですので、それらの取組に期待したいと思っております。 

 タイラギが少し発生したという報告が熊本県からありました。また、種苗生産は随分うま

くいったものの、着底までに課題があるという話も聞いています。課題もまだあろうかと思

いますが、関係県等と連携しながら、この枠組みを使って引き続きしっかりと取り組んで参

りたいと思っております。 

（農村振興局） 

 先ほどの水産庁のお話に尽きるわけですけれども、農村振興局農地資源課長の私からも発

言させていただきたいと思っております。 

 本日は、各関係機関の取組報告もあり、さらに、福岡県地先のシオフキの繁殖や、佐賀県

西南部のノリ不作、長崎県の夏場の豪雨の影響、熊本県のカモのアサリ食害の話など、いろ

いろと現場の生の意見を伺いました。厳しい状況が、地域ごとに異なる様々な課題があると

感じたところです。 
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 他方、評価いただけた４県協調のアサリやタイラギの取組については、またしっかり進め

て参りたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、本日いただきました意見、取組の効果や課題を踏まえまして、

有明海の資源回復に実感を持っていただけますよう、農村振興局といたしましても、４県並

びに４県の漁業団体の皆様の協力をいただきつつ、効率的に取組を推進して、できるものは

加速化につなげていけるように頑張って参りたいと思い、そういった効果を踏まえて、さら

に次年度要求につなげて参りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

（会長） 

 先ほどの瀬戸内海特措法の関係を水産庁からお話しいただきます。 

（水産庁） 

 先ほど佐賀県漁協委員から瀬戸内特措法のような制度が検討できないかといったようなお

話がありました。私の知識の範囲内ですが、答えさせていただければと思います。 

 瀬戸内海特措法、たしか昭和48年に、いわゆる議員立法でできた法律だったと記憶してい

ます。背景としては、高度成長期に瀬戸内海、臨海周辺で工業地帯ができ、また生活活動も

活発化する中で、いわゆる排水、汚染物質が閉鎖性水域である瀬戸内海の中に大量に流れ込

んできてしまったという状況があり、地元の瀬戸内海の兵庫県の漁連等の話を聞きますと、

当時、いわゆる茶色っぽい海、瀕死の海と言われるほど、水質汚染が大変厳しい状況であっ

たとのことです。 

 そのような中で、水質自体は環境省の所管ですが、通常の水質汚染の防止対策に加え、

もっと強い水質汚染の防止をしなければいけないということで、水質汚染の防止法の特別措

置法として作られた法律であったと思います。つまり、一般的な水質基準に加え、総量規制

を上乗せ規制として導入する必要があるとの背景があり、それが契機であったかと思います。

当初時限立法で作られたはずですが、その後、恒久法になり、海をきれいにしていくような

規制や努力が続いてきたわけですが、瀬戸内海自体がきれいな海となるのは良いのですけれ

ども、豊かさが失われてきているのではないだろうかといったような地元の懸念がおこり、

美しくかつ豊かな海にしていこうということで、瀬戸内海特措法の中に、豊かな海というふ
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うな概念を加えて法改正を行い、その後、栄養塩類の管理制度というものができたという経

緯があります。 

 栄養塩類管理制度についてですが、総量規制として上乗せ規制されている部分について知

事が、栄養塩類に関する計画を作成することで、上乗せ規制の緩和ができるとの制度であっ

たと思います。 

 また、実態としても、瀬戸内海は、湾灘にもよりますが、伊勢・三河湾、東京湾など総量

規制が導入されている閉鎖性水域と比べても、栄養塩類が少ない状態にあるといったデータ

もあったと思います。 

 有明海は、瀬戸内海と規制の経緯や海域の状況も異なり、一般論として、ノリの問題はあ

り、富栄養化などによる貧酸素水塊の問題もまだ多いといった状況もあると思います。先ほ

ど、漁場改善のための赤潮対策に関する取組として、赤潮の発生メカニズムや、海域の状況

の調査研究を進めたいといった話がありましたが、まずはそれらに対応していくことが重要

と思います。 

 繰り返しになりますが、瀬戸内海の制度は、先ほど申し上げたような総量規制・上乗せ規

制が掛けられた上で、知事が計画を立てることで、その上乗せ規制の緩和ができるものであ

り、有明海は、瀬戸内のように上乗せ規制がないので、事情は異なるように思います。 

（会長） 

 ありがとうございます。残りを九州農政局から簡潔にお願いします。 

（九州農政局） 

 佐賀県有明海漁協委員からいただきました、二枚貝類で稚貝や種苗を４県の県域を超えた

融通、協調をお願いしたいというお話がありました。これに関しましては、今年度から、ア

サリの重要母貝団地において、親貝を融通するという取組をまさに始めたところです。意見

いただいたものは、この取組をさらに発展させたものと考えておりますので、まずはこの取

組をまず着実に進めつつ、その中から課題等も出てまいりますので、その課題を踏まえて、

今後の発展の可能性について、４県と相談して参りたいと考えております。 

 佐賀県有明海漁協委員から２点目、西南部は今シーズン赤潮に悩まされてきたので、赤潮

の発生メカニズムの解明をお願いしたいというのが２点目かと思います。 
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 こちらにつきましては、佐賀県有明海漁協、佐賀県、九州大学で有明海の湾奥部の赤潮予

測シミュレーションに取り組んでいると聞いております。 

 また、国立研究開発法人水産研究・教育機構、佐賀県有明水産振興センター等の研究機関

が、環境情報の収集、分析を行っているということも聞いております。 

 また、九州農政局も、流況シミュレーションを持っていますので、協力できる部分はある

と思いますので、また、関係機関と情報交換しながら、赤潮の発生メカニズムの解明も情報

交換して参りたいと考えているところです。 

 続きまして、長崎県漁連委員からアサリが生残しない原因解明をという話ですが、今年度

は、母貝団地における自然災害リスク評価を始めました。まずは、豪雨によってその低塩分

状態がどうなるのかということを分析しており、来年度は貧酸素現象ということも取り組ん

で参りたいと思います。低塩分や貧酸素もアサリが減耗する原因の一つかと考えております

ので、しっかり評価をして、整理をして参りたいと考えております。 

 最後に、熊本県漁連委員からいただきました二枚貝類にはカモの食害もあり、二枚貝類生

息環境調査の対象にカモを追加できないかというお話があったかと思います。 

 二枚貝類のカモ食害につきましては、今、鳥獣害対策の事業にて熊本県対応されていると

認識しております。 

 一方で、ナルトビエイの捕獲調査などは有明海特産魚介類生息環境調査委託事業の中で二

枚貝類生息環境調査として対応していますが、この調査は漁業者の方々に協力をいただきな

がらナルトビエイを捕獲してもらうなど対策をしていただいていますが、カモの駆除となり

ますと、やはり猟銃を使うなど、漁業者の方で対応できないような対策になってしまうと考

え、様々な課題があるのではないかと考えているところです。 

 要望があるということは今回認識をいたしましたので、具体的にどういう課題があるのか

ということも踏まえて、関係機関と相談してまいりたいと考えています。 

（会長） 

 ありがとうございました。今、一通りこちらからお話をさせていただきました。それぞれ

の取組は、またいろいろ成果が上がるように頑張っていきたいと思いますので、また情報共

有しながら、一緒に取組をさせていただければと思います。 

 それでは、時間も過ぎていますので、次の議事、（４）その他は何かありますか。 
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（九州農政局） 

 事務局からです。 

 委員の皆様に連絡です。今回の協議会でいただきました意見につきましては、農政局、そ

れから各県の担当者で事務的、技術的な整理をさせていただきまして、検討を進めて参りた

いと考えておりますので、よろしくお願いします。また、県の皆様方もよろしくお願いしま

す。 

 本日の議事につきましても、事務局において、まず、議事録を作成し、後ほど委員の皆様

方に確認をいただいた上で農政局のホームページに掲載をさせていただきたいと考えており

ます。協力をお願いします。 

 また、今回説明した資料でございますが、これについても、配付資料の一覧で、表紙の後

ろにつけております一覧の部分についても、ホームページ掲載をさせていただきますので、

承知おきいただければと思います。 

（会長） 

 議事については以上で終わりですが、ここまで通して、何か委員の方々から特段、何かあ

れば。 

（委員） 

 二枚貝類の融通は、佐賀県から稚貝の発生が見られないというようなことがあったように

聞いておりますが、そうでしょうか。 

 二枚貝類の融通は大事なことと思います。しかし、佐賀県の稚貝がないということを聞い

たときに、何でだろうと思いました。佐賀県には結構な量の稚貝が昔発生していましたし、

福岡県側からも許可をいただいて採捕したこともあります。 

 そのような中で、原因究明も含めた二枚貝類の取組も図ってほしいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

（会長） 

 分かりました。二枚貝類の融通に関係してですが、基本的には二枚貝類の生息の話と思い
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ますので、先ほど赤潮など、いろんな要因があるのだと思いますけど、引き続き、４県協調

による対策及び調査を進め、原因究明をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 議事はこれで終わりですが、本日の概要については、この後予定している記者説明会で報

告するということになっています。説明は、本協議会の事務局である九州農政局が行います。 

 報告内容について、皆様に事前に確認させていただきたいと思っていますので、よろしく

お願いします。 

（九州農政局） 

 口頭で説明させていただきます。 

 有明海、海域全般といたしまして、今年度、栄養塩類が少なかったという中で、特に福岡

県沖につきましては、少ないにもかかわらず、シオフキという二枚貝類が大繁殖したという

ような状況。一方で赤潮は発生せず、ノリの漁業関係も順調に推移した中で、今までにない

環境であることで、これの因果関係について、関連性について解明してほしい。 

 一方で、佐賀県の沖、特に西南部につきましては、雨が降っても栄養塩類が戻らないとい

うような状況の中で、赤潮もずっと続いてきたというところで、この赤潮についてのメカニ

ズムについて究明をお願いしたいということ。 

 加えて、二枚貝類、特にアサリの稚貝については、県域を超えた融通するシステムの検討

を進めていただきたいということ。 

 諫早湾の関係につきましては、特にアサリが生残しないという状況、課題があり、それに

ついての原因の究明をお願いしたいということ。 

 熊本県沖の海域におきましてはカモの食害が増えており、カモがアサリを食することに対

しての検討を進められないかということの意見がありましたということを、紹介をしたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

（会長） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、記者説明会で報告させていただきます。 

 これで議事については全て終了させていただきます。 
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 進行を事務局にお返しします。進行に協力いただきまして、ありがとうございました。 

（九州農政局） 

 本日は、長時間にわたりまして審議いただきまして誠にありがとうございます。 

 これをもちまして、第32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 ──


