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有明海漁場環境改善連絡協議会（第29回） 

議  事  録 

１．日 時：令和２年１０月２８日（水） １３：３０～１５：５５ 

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） 

 開会に先立ち、当協議会の幹事会委員で、昨年12月に逝去されました弥永氏に哀悼の意を

表するとともに、御冥福を祈り、黙禱をささげたいと思います。皆様、御起立をお願いいた

します。黙禱。 

 ただいまから、第29回有明海漁場環境改善連絡協議会を開催します。 

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

会において、委員の皆様方に協議会の公開の是非についてお諮りし、協議会冒頭の会長挨拶

まで公開することとなっています。マスコミの皆様方におかれては、協議会冒頭の会長挨拶

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。 

 協議会終了後、２階の「キャッスルテラス（東）」において、協議会の事務局長の九州農政

局農村振興部長から記者の皆様へ本協議会の状況の説明を行います。それまではお待ち下さ

い。会場は15時00分から入室可能で、15時40分前後に説明会を開催したいと思っています。 

 開会に当たりまして、本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） 

皆さんこんにちは。九州農政局長でございます。 

 本日は、ノリの種付けが始まった御多忙の中、またコロナ禍の中にもかかわらず、有明海

漁場環境改善連絡協議会に御出席いただきまして、ありがとうございます。委員並びに関係

者の皆様方におかれましては、有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、新型コロナウイルスの影響によ

り開催が遅れたことをお詫び申し上げます。 
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 本協議会は、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いま

す。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、母貝団地の取組にお

いては、福岡県、佐賀県、長崎県で種苗生産の技術開発を進め、４県において天然貝と人工

貝を合わせて約10万個体を母貝団地に移植し、本年６月末時点では約４万５千個体の生残を

確認しました。しかしながら、その後の７月豪雨により低塩分化等が発生し、豪雨後の８月

末には約４千個体に減耗するといった課題が明らかになったところです。他方、ガザミやク

ルマエビ、シタビラメ等の漁獲が例年に比べて増えているというお話も聞こえており、資源

回復の兆しが少し見えてきたかなと感じているところです。 

 九州農政局としては、本日の御意見等も踏まえ、有明海再生に向けて引き続き努力をして

いきたいと考えています。関係者の皆様方にも、更なる御尽力、御協力を賜りますよう、よ

ろしく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、御協力をお願い申し上げ、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、退室をお願いします。〔マスコミ退室） 

 資料は、議事次第、出席者名簿、座席表、資料１「規約改正」、資料２－１「４県協調の取

組の全体概要」、資料２－２「二枚貝類の浮遊幼生に関する取組」、資料２－３「タイラギ及

びアサリの母貝団地造成の取組」、資料２－４「タイラギ及びアサリの種苗生産等の取組」、

資料２－５「有明海沿岸４県毎の取組」、資料「熊本県漁業協同組合連合会からの情報提供」、

資料２－６「現地実証等の取組」、資料２－７「有明海の環境変化の要因に関する調査」、資

料３「令和３年度予算概算要求」、資料４「令和３年度以降の取組方針」、資料２－７(参考)

「有明海の環境変化の要因に関する調査(参考資料)」、有明海再生に係るパンフレットとな

っています。本日の協議会は15時30分までを目途としていますので、御協力よろしくお願い

します。 

議事に入りますが、第１回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
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長に選任されていますので、これからの議事進行を九州農政局長にお願いいたします。 

（会長） 

よろしくお願いします。本日は限られた時間ですが、活発な意見交換が行われ、実のある

会議となるよう皆様方の御協力をよろしくお願い申し上げます。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）令和元年度の取組結果及び令和２年度の取

組状況について、（３）令和３年度予算概算要求について、（４）令和３年度以降の４県協調

の取組についてとなります。議事の（１）規約改正について、議事の（２）令和元年度の取

組結果及び令和２年度の取組状況についてのうち、４県協調の取組の全体概要、二枚貝類の

浮遊幼生に関する取組、タイラギ及びアサリの母貝団地造成の取組について、九州農政局か

ら説明をお願いします。 

（九州農政局） 

資料１「規約の改正」を御覧下さい。 

４ページ、５ページ目、今回の改正内容については、別表－１、協議会の構成及び別表－

２、幹事会の構成の変更です。具体的には、国立研究開発法人水産研究・教育機構の組織改

編に伴い、所属及び役職名の変更が生じています。また、諫早湾漁業協同組合の合併、統合

に伴いまして、所属等が変更になっています。 

資料２－１「４県協調の取組の全体概要」を御覧下さい。 

 １ページ目、平成30年度から３ヶ年にわたる４県協調の取組の基本的な考え方を示してい

ます。４県協調の重要魚種をタイラギ、アサリとし、また、個々の海域においてそれぞれ重

要な魚種を設定しているところです。 

 ２ページ目、平成30年度以降の３ヶ年のタイラギの取組イメージ、３ページ目、アサリの

取組イメージです。タイラギ、アサリともに有明海漁業振興技術開発事業や有明海特産魚介

類生息環境調査等を組み合わせて、それぞれ取組をしているというところの全体的な模式図

を描いたものです。こちらの調査結果については、この後、説明いたします。 
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 資料２－２「二枚貝類の浮遊幼生に関する取組」を御覧下さい。 

 ４県協調で取り組んでいるタイラギ及びアサリの浮遊幼生の結果を報告します。 

 １ページ目、４県協調の取組として、アサリについては、10地点で浮遊幼生調査をしてい

ます。タイラギについては、11地点で浮遊幼生の調査をしています。 

 ３ページ目、アサリの令和元年度春の浮遊幼生調査の結果です。13ページ目、令和２年度

の結果です。３ページ目の令和元年度の浮遊幼生については、例年より多めの個体数が確認

されています。例年より顕著に多かったところは、福－３峰ノ洲の北の辺り、佐－１嘉瀬川

の河口域、熊－６白川の河口域です。 

 13ページ目、令和２年度の春の浮遊幼生調査結果ですが、令和２年度は、令和元年度に比

べると若干少なめですが、概ね例年並みの浮遊幼生個体数になっています。顕著に多かった

ところは、熊－６白川の河口域、熊－８緑川の河口域です。 

 ４ページ目、令和元年度春のアサリの浮遊幼生の発生ピークがどこにあるのかを分析して

います。令和元年度は、概ね５月下旬にピークがあります。14ページ目、令和２年度のアサ

リの発生ピークがどこだったかを各県別に示していますが、概ね６月中・下旬にピークがあ

ります。今年度は昨年度に比べて３週間から１ヶ月ほど遅い結果になっています。５月の海

水温が例年に比べて低かったことが影響しているのではないかと推察しています。 

 ８ページ目、令和元年度の秋のアサリの浮遊幼生の状況です。例年に比べて５倍ほど浮遊

幼生が出ていて、浮遊幼生量が非常に多かったです。地点ごとに、例年に比べて顕著に多か

ったところを見ると、福－２三池島の辺り、福－３峰ノ洲の北の辺り、佐－１嘉瀬川の河口

域、熊－１荒尾の辺り、熊－３菊池川の河口の辺りです。 

 ９ページ目、アサリ浮遊幼生の秋の発生ピークです。概ね11月中旬で揃っていることが確

認できます。 

 16ページ目、令和元年度のタイラギの浮遊幼生の調査結果です。 

21ページ目、まだ中間段階ですが、令和２年度のタイラギの浮遊幼生の調査結果です。 

16ページ目、令和元年度の結果は、例年より少し多い状況でした。 

 21ページ目、中間ですが、８月までの結果を見ると、令和２年度は、令和元年度の総数を

上回り、例年よりかなり多い浮遊幼生の発生を確認しています。例年より顕著に多いところ

は、福－３峰ノ洲の北の辺り、長－１小長井沖、長－６国見沖の辺りです。 

 17ページ目、令和元年度のタイラギの浮遊幼生の発生ピークを示しています。令和元年度
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の発生ピークについては、福岡県が６月中旬、佐賀県が８月上旬、長崎県と熊本県が８月下

旬から９月上旬になっています。 

 22ページ目、令和２年８月までの前半だけですが、６月から７月に発生ピークがあるとい

うことが分かります。タイラギは、６月ぐらいまでに成熟貝が産卵すると言われており、８

月から９月に若い貝が産卵すると言われていますのでピークに合うと考えています。 

資料２－３「タイラギ及びアサリの母貝団地造成の取組」を御覧下さい。 

 １ページ目、令和元年度については、平成30年産貝を約１万個体、令和元年産貝を約９千

個体移植しています。また、平成30年度に天然稚貝が発生しており、約２万８千個体を移植

して、合計で約４万７千個体を母貝団地に移植しています。 

 令和２年度につきましては、令和元年産貝を約７千個体移植しています。 

 １ページ目はタイラギの母貝団地にどれだけ母貝を移植したかということでしたが、２ペ

ージ目は、タイラギの母貝団地に移植したものが今どれぐらい残っているのかを報告します。 

 令和元年度と令和２年度に移植した個体数を御報告しましたが、平成30年度にも移植をし

ていますので、平成30年度も全部含めて約10万６千個体をこれまで母貝団地に移植していま

す。そのうち、令和２年６月末時点で約４万５千個体が生残していることを確認しました。  

 一方で、その後、７月豪雨による低塩分化の発生や土砂堆積により、大幅な減耗が見られ、

令和２年８月末時点では約４千個体になってしまいました。災害に伴う減耗については、今

後取り組むべき課題だと考えています。 

 また、９月以降も逐次、中間育成した母貝を移植する予定にしていますので、これからこ

の４千個体から増えるものと思われます。 

 ３ページ目、アサリの母貝団地造成の取組です。アサリの母貝団地を造成するに当たり、

どこに母貝団地を設けることが効率的に浮遊幼生を発生させ、資源量を回復させていくのか

という観点から、浮遊幼生シミュレーションを実施しています。現在、12ヶ所の母貝団地を

設けており、そこからどのように浮遊幼生が発生し、それがどう移動するかを報告します。 

 ４ページ目、シミュレーションモデルの説明です。色々な流れを踏まえながら、幼生の生

態を含めながら、浮遊幼生シミュレーションモデルを組み立てています。 

 ５ページ目からが結果です。５ページ目、浮遊幼生の移動を矢印で示しており、どこから

どこに移動するのかです。今回は、母貝団地の資源量を調査して、その資源量からどれぐら
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い産卵するのかを分析しています。矢印の太さで浮遊幼生の量を表現しています。ただし、

今回は、母貝団地内の資源量しか把握していません。 

漁場全体に関する資源量は、現時点では把握できていませんので、母貝団地の資源量を基

に母貝団地からどれぐらいの浮遊幼生が移動していくのかを分析しています。 

 ５ページ目、矢印が丸になっているところがあります。これは自己回帰で、自分の生まれ

たところに着底した浮遊幼生を表しています。５ページ目は、筑後川・塩塚川河口域の母貝

団地の浮遊幼生がどういった動きをするのかということを示しています。これは春の結果で

す。秋の結果は11ページ目です。秋の、筑後川・塩塚川河口域での動きを示しています。 

 ５ページ目、春については、自己回帰する（自分が生まれたところにとどまる）か、佐賀

エリアと長崎エリアに浮遊幼生を供給していることが分かります。 

 11ページ目の秋については、自己回帰するか、佐賀エリア、長崎エリアにプラスして荒尾・

長洲エリア、菊池川エリアにも浮遊幼生を供給していることが分かっています。 

 ６ページ目と12ページ目、矢部川・堂面川河口域からどのように浮遊幼生が移動していく

のかを見ています。 

 ６ページ目の春については、自己回帰するか、佐賀エリア、長崎エリア、荒尾・長洲エリ

ア、白川エリアに浮遊幼生を供給していることが分かります。秋が12ページ目です。自己回

帰するか、佐賀エリア、長崎エリア、荒尾・長洲エリア、菊池川エリアに浮遊幼生を供給し

ていることが分かってきました。 

 ７ページ目と13ページ目、佐賀県太良町沖の母貝団地がどういったエリアに浮遊幼生を供

給するのかです。 

 ７ページ目、春の結果で、自己回帰と福岡エリア、荒尾・長洲エリア、菊池川エリア、緑

川エリアに浮遊幼生を供給しています。 

 13ページ目、秋の結果で、自己回帰と荒尾・長洲エリア、菊池川エリア、緑川エリアに浮

遊幼生を供給していることが分かりました。福岡エリアは浮遊幼生量が減りました。 

 ８ページ目と14ページ目、長崎県海域における母貝団地がどのように浮遊幼生を供給して

いるのかです。 

８ページ目、春の結果で、自己回帰と島原エリアに浮遊幼生を供給しています。 

14ページ目は秋です。同様に、自己回帰するか、島原エリアに供給していることが分かっ

てきています。 
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 ９ページ目と15ページ目、今度は熊本県海域の菊池川エリアです。９ページ目は春です。

自己回帰するか、福岡エリア、荒尾・長洲エリア、白川エリア、緑川エリアに浮遊幼生を供

給しています。15ページ目は秋です。自己回帰するか、福岡エリア、荒尾・長洲エリア、白

川エリア、緑川エリア、ここまでは春と同じですが、それに加えて長崎エリアにも供給して

いることが分かってきました。 

 10ページ目と16ページ目、今度は緑川エリアです。10ページ目は春です。自己回帰するか、

福岡エリア、荒尾・長洲エリア、菊池川エリア、白川エリアに浮遊幼生を供給しています。

16ページ目は秋です。網田地点だけになりますが、自己回帰のみとなっています。 

 なお、川口エリアも春はありましたが、昨年秋は資源量調査をしたところ、殻長20mm以上

の産卵母貝が確認されませんでした。 

 これまで各地点からどれぐらい幼生を供給しているのかという観点でお話をいたしました。 

19ページ目、春のアサリの浮遊幼生と秋のアサリの浮遊幼生の総括をしています。地図を

御覧ください。春と秋の特徴を色々分析すると、春は南風の影響を強く受けて、福岡エリア

に浮遊幼生が集まりやすいという状況が分かっています。一方で、秋は北から南に吹く風の

影響をかなり受けやすいということで、浮遊幼生が有明海から外洋に出て行きやすいという

特徴があります。また、佐賀エリアから長崎エリアは、春よりも秋において浮遊幼生が着底

しやすい傾向が今回のシミュレーションで分かってきました。このような春に有利なのか、

秋に有利なのかという特徴も踏まえて、今後、母貝団地の造成等を検討していく必要があろ

うかと考えているところです。 

 22ページ目、今年度、引き続き浮遊幼生シミュレーションの取組をしています。 

 今年度は、タイラギについても浮遊幼生シミュレーションモデルを構築しているところで

す。また３月に結果を御報告したいと思います。 

 アサリの浮遊幼生シミュレーションモデルは、現在改良をしています。先ほど、母貝団地

内の資源量を基に、その量と位置、どこに移動するのかということを報告しましたが、今年

度は母貝団地以外のところ、漁場の資源量も含めて調査をしています。漁場の資源量も含め

た浮遊幼生シミュレーションモデルの結果を３月に報告したいと考えています。 

（会長） 

ありがとうございました。続きまして、タイラギ及びアサリの種苗生産等の取組について、
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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」を御覧下さい。 

 １ページ目、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ほか有明海の

特産魚介類について効果的な増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

定額補助事業でございまして、現在、13種類で取り組んでいます。 

 ２ページ目、タイラギにつきましては、有明海全体での母貝団地の造成を目指した４県協

調の取組が行われていますが、本事業では、人工種苗生産や中間育成の技術開発を主に担っ

ています。 

 人工種苗生産は、平成29年度には、長崎県において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

取り組み始めました。各県とも採卵不調、凝集によるへい死など苦戦をしているところです

が、今年度は、８月末時点で福岡県約100個、佐賀県１万２千個、長崎県７万個、延べ約８万

２千個の着底稚貝の生産に成功しているところです。 

 中間育成については、自県採卵した着底稚貝に加え、水産研究・教育機構から各県数千か

ら数万、計２万２千個体の着底稚貝の分与を受けて、また各県の間で融通し合い各県の海域

特性に応じた中間育成を始めたところです。この稚貝は来年度造成予定の母貝団地に用いら

れることになります。 

 ３ページ目、アサリについては、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、人工種苗生産の技術開発を行うのではなく、効果的な天然

種苗の採苗手法と中間育成手法の開発、更には生残率の高い放流手法の開発に今年度も取り

組んでいます。 

（会長） 

 ありがとうございました。続きまして、有明海沿岸４県ごとの取組について、各県の皆様

から御説明をお願いします。福岡県からよろしくお願いします。 
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（福岡県） 

福岡県は、タイラギ、アサリ、アゲマキ、ガザミ、エツについて取組を行っています。こ

ちらが５魚種の取組の位置図です。タイラギから説明します。 

 令和元年度の種苗生産は、残念ながら着底稚貝を得ることができませんでしたが、水研機

構、熊本県から頂いた合計24万個体の稚貝を中間育成した後、沖の母貝団地へ移植していま

す。母貝は、目標の２千個体以上に対し、３千３百個体を移植し、年度末の生残数は約２千

４百個体となっていました。また、平成30年度に生産した母貝は、成熟を確認できています。  

 こちらは課題です。課題を踏まえて今年度は、種苗生産で８月末までに71個の着底稚貝を

得ています。資料にはありませんが、その後も着底は続き、最終的には少ない状況ですが、

約800個の着底稚貝が得られています。また、現在、水研機構から頂いた２千５百個体の稚貝

と併せて海上で中間育成をしています。 

 引き続き今年度も母貝団地の造成を行っており、3千個体以上という目標に対して、現在、

約２千６百個体を移植済みです。７月豪雨の後に調査した時の生残率は約４割でした。干潟

については、残念ながら低塩分によって全滅が確認されました。今後も、今年度中に追加で

母貝を約５千個体移植予定です。併せて、過去に移植した母貝も含めて、今後も成熟状況等

の調査を継続していきます。 

 アサリです。令和元年度は、５月から６月に295ｔの移植放流を行っています。また、約８

千袋の網袋で採苗したアサリの成貝を移植して、これを母貝として活用し母貝団地の拡大を

図っています。 

 採苗試験です。平成29年度と30年度に設置した網袋で採苗したアサリの網袋内での成長と

成熟を調査し、大きいもので殻長32mm以上に成長したことを確認できています。令和元年５

月に網袋を設置した試験区で最も多くのアサリを確認できています。更に12月には合計で約

４千５百袋のパーム網袋を設置し、現在、１袋当たり、多いもので455個のアサリを確認でき

ています。 

こちらは主な課題です。これらを踏まえて、今年度は８月末までに約400ｔの稚貝を移植し

ています。また、網袋で採苗、育成したアサリの成貝の活用による母貝団地の拡大も引き続

き行っています。採苗試験も同様に行っており、今年度は８月に合計約４千８百袋のパーム

網袋を設置済みで、今後、追跡調査を行っていきます。 
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 ガザミです。令和元年度は、小型のＣ１サイズを61万個体、大きめのＣ３サイズを45万個

体放流しており、漁獲物のＤＮＡ分析を行っています。平成30年漁獲物のＤＮＡ分析より、

平成30年６月に放流したＣ１サイズ種苗が同じ年内に湾奥や湾央で確認され、甲幅長170mm

まで成長していることが確認されています。 

 ペイント放流も行っており、抱卵雌を86個体、ヤワラを４千個体放流しています。更に、

水温水深センサーを付けた雌30個体を放流し、追跡調査を行っています。平成30年の放流分

について湾奥や湾央、湾口、橘湾で採捕されており、センサーのデータ解析から、水温13度

以下で冬眠し、令和元年５月中旬から深い場所へ移動していることを確認しています。  

こちらは課題です。これらの課題を踏まえまして、令和２年度は、６月にＣ１を25万個体、

Ｃ３を15万個体放流済みです。漁獲物のＤＮＡ分析を実施して、放流効果の検討を行います。   

また、ペイント放流、センサー装着個体の放流も昨年度と同規模で行っています。 

 エツです。種苗生産と放流技術の開発を行っています。種苗生産の現場で配合餌料を用い

る試験を行い、配合餌料を食べることは分かってきました。食いが悪いことが検討課題とな

っています。現場の調査から、エツに最適な放流時期、放流場所が分かってきています。 

しかし、エツに適した放流手法がまだ確立されていませんので、色素によって耳石の染色

試験を行っています。こちらは課題です。これらの課題を踏まえて、今年度も引き続き配合

餌料の試験を行います。ただ、食いが悪いので、併せて冷凍生物餌料の導入試験を実施した

いと思っています。引き続き、現場での分布調査、標識放流技術の開発を行っていきます。 

 アゲマキです。令和元年度は、底質改良を行って、令和２年３月に佐賀県から頂いた種苗

７万個体を移植しています。移植場所は前年度から変更しており、その後、成長を確認でき

ましたが、７月、８月の出水後にへい死もしくは逸散が確認されています。 

 こちらが課題です。これらの課題を踏まえて、今年度は、５月に大型種苗５千個体を佐賀

県から頂いて、籠や囲い網で保護して移植しています。その後の８月の調査において、３月

放流群はほとんど確認できませんでしたが、籠による移植群は６割ほど生残が確認されてい

ます。９月から浮遊幼生調査などを実施して、天然アゲマキの生息状況の確認を行ってまい

りたいと思っています。翌年３月には、昨年度と同様に、種苗を移植予定です。 

（会長） 

 ありがとうございました。続きまして、佐賀県からよろしくお願いします。 
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（佐賀県） 

 佐賀県の主な取組魚種と取組位置図はこちらのとおりです。主要二枚貝であるタイラギ、

アサリ、アゲマキ、ウミタケについて報告します。 

 令和元年度のタイラギの取組は、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

でおり、安定的な種苗生産技術開発のため、令和元年６月から９月に約９千個体の着底稚貝

を生産しました。また、水研機構から提供いただいた稚貝を陸上及び海上で中間育成してい

ましたが、残念ながら、減耗により飼育を終了しました。 

 令和元年度における種苗生産技術開発の課題は、親貝養成期間の変更、採卵方法の統一、

飼育環境の改善、餌料種類の増加、塩分調整の必要のない玄海水産振興センターでの飼育に

取り組んでいます。 

 タイラギの母貝団地の造成は、沖合と干潟、各３ヶ所で実施しています。令和元年度の母

貝団地の移植目標は２千個体です。移植後の減耗を考慮して、平成30年産１千個体及び令和

元年産５千個体の母貝を移植しています。更に、昨年度発生が確認された天然稚貝約２万８

千個体の移植を併せて実施しました。また、着底基質の散布の取組も行っています。浮遊幼

生が着底しやすい環境を整備するため、海底表層にタイラギの着底基質として生きたサルボ

ウ貝１ha及びサルボウ殻４haの薄層散布を実施しました。着底基質散布の取組の結果、残念

ながらタイラギの着底は確認されませんでしたが、散布したサルボウが生息していること、

また散布したサルボウ殻は表層付近に点在していて、着底基質としてしっかり機能している

ことを確認しています。 

 主な課題としては、母貝団地造成のため、安定的な種苗生産及び中間育成技術の開発が必

要であると考えていす。また、浮遊幼生の着底を促進するため、着底環境の整備手法の開発

についても引き続き取り組むこととしています。 

 令和２年度の主な取組です。タイラギの種苗生産及び中間育成技術は、生産目標は着底稚

貝４万個体、中間育成による50mmサイズ７千個体、その後、海面飼育を行い、母貝団地移植

用稚貝として50mmサイズを３千個体生産することとしています。現在、計５回の産卵誘発に

より着底稚貝約１万１千６百個体を生産し、飼育を継続しています。 

 タイラギ母貝団地の造成は、今年度は沖合１ヶ所、干潟３ヶ所としており、令和２年度の

目標は２千個体です。令和元年産は４月に約１千個体を母貝団地に移植しています。令和２
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年産は１月頃に約２千個体を母貝団地に移植予定です。残念ながら、令和２年４月までに移

植した稚貝は、７月豪雨により、干潟、沖合で大規模にへい死しました。現時点では、沖合

域で30個体程度の生残を確認しています。着底基質散布の取組は、海底表層に着底基質（サ

ルボウ殻）を今年度は16haに散布しています。 

 アサリです。令和元年度の主な結果及び成果です。効果的な食害対策手法の検討として、

過年度に実施した網袋や被覆網の設置漁場において、生息状況調査を実施しています。 

 アサリの推定資源量調査は、昨年度実施した調査と同様に、太良町地先にて調査を実施し

ており、多良川河口13.5ｔ、糸岐川河口11.7ｔの結果になっています。 

 主たる課題は、安定的かつ持続的な漁獲、更には漁獲量の増大へ繋げるため、継続的な生

息状況及び資源量の把握が必要と考えています。 

 令和２年度の取組です。効果的な食害対策手法の検討として、被覆網区、網袋区の調査を

継続します。また、推定資源量調査は、主要漁場である太良地先、多良川と糸岐川の河口に

おいて、アサリ資源量の調査を令和３年１月から２月に実施することといます。 

 なお、７月豪雨後の調査では、土砂の堆積等の影響により、調査区においてアサリは確認

されなかったという結果になっています。 

 アゲマキです。令和元年度の主な結果及び成果です。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。昨年度は、種苗生産した８㎜サイズのアゲマキ稚貝218万

個を県内海域及び福岡県海域に移植を実施しています。過年度移植のアゲマキの生息・成熟

状況調査です。過年度に移植を行ってきた地先について、生息状況、成熟状況を調査した結

果、鹿島市の地先において、平成31年３月に、残念ながら、高塩分が原因と推測されるへい

死を確認しました。その後、令和元年８月の豪雨による海域の淡水化とアゲマキの産卵によ

る疲弊が相まって、更に活力が低下しました。これらにより、アゲマキが底泥中に深く潜る

ことができず、10月頃に、写真をのせていますが、ナルトビエイの食害の影響を受け、アゲ

マキの大量減耗が発生したと推察しています。原因は、繰り返しになりますが、冬季の少雨

による高塩分化、また夏季の豪雨による淡水化、これらの影響によって、アゲマキの活性が

低下したり衰弱したりしました。併せて産卵による疲弊で、アゲマキは通常はエイの食害を

受けない生き物だと考えていますが、今回については大きい影響を受けたと考えています。 

 課題は、被覆網などによりエイ類の食害対策を強化して種苗放流を実施し、早急に母貝団

地の再生を図る必要があると考えています。 
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 今年度の主な取組です。母貝団地の造成は、種苗生産した８mmサイズのアゲマキ稚貝、目

標としては２百万個を県内海域に移植することにしています。また、過年度移植のアゲマキ

の生息・成熟状況調査については、過年度移植群の調査を１か月から２か月間隔で実施して

います。また、母貝団地の効果確認のため、成熟状況を確認し、産卵期に浮遊幼生調査を実

施することとしています。なお、令和２年７月豪雨後の調査では、アゲマキは、減耗はあっ

たものの、減耗割合は１割から５割で、比較的残っています。 

 ウミタケです。令和元年度の種苗生産技術の開発は、切開法により平成31年４月から令和

元年８月にかけて種苗生産を３回実施し、計18万６千個体の稚貝を生産しました。ウミタケ

漁場造成技術の開発、効果の把握のため、過年度に造成した漁場について生息状況調査を実

施し、造成効果を把握しています。併せて、種苗生産したウミタケ18万6千個体を漁場造成箇

所に移植しました。 

 成果は、令和元年６月に３年連続でウミタケの試験操業を実施しました。平成28年度に造

成した試験区の周辺において、令和元年６月に試験操業を11日間行い、合計で約1.5ｔを漁獲

しました。 

 主たる課題は、種苗生産が不安定であり、種苗生産技術の開発が必要、過年度に造成した

漁場の生息状況調査を実施する必要があるとしています。 

 令和２年度の主な取組です。ウミタケ種苗生産技術の開発は、今年度、10万個体を目標に

種苗生産を既に実施しており、実績は24万９千個体となっています。ウミタケ漁場造成技術

の開発としては、令和３年３月に過年度造成漁場の生息状況調査を実施し効果を把握する予

定にしています。また、種苗生産した個体を令和２年５月から６月に放流して、追跡調査を

行っています。 

（会長） 

 ありがとうございました。続きまして、長崎県からよろしくお願いします。 

（長崎県） 

 長崎県では、タイラギ、アサリを含めた７種の取組を行っています。 

 タイラギの令和元年度の主な結果は、種苗生産において、着底稚貝約４百個体の生産にと

どまっています。中間育成は、水研機構から稚貝の提供を受けて行い、令和２年３月末時点
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では約５千５百個体が生残していました。母貝団地造成は、約５千４百個体を移植しまして、

それぞれの成熟を確認しています。令和２年３月時点では約２千９百個体が生残していまし

た。低塩分回避の試験として、農政局のＢ６櫓の支柱の深場に稚貝を移植し、６月から８月

の生残率については80％以上と高くなっています。 

 タイラギの課題です。種苗生産、中間育成の安定化及び母貝団地での梅雨時期の低塩分化

対策が課題として挙げられています。 

 これらの課題に対して、今年度の取組は、種苗生産については、着底稚貝を約７万個体生

産し、４万６千個体を中間育成中です。母貝団地造成は、今年度は３千個体を筏に垂下しま

したが、７月豪雨の影響により90％以上がへい死しています。沖合域へ出したＢ６櫓の結果

については、生残率が68％と高くなりました。 

 アサリの取組の令和元年度の結果です。網袋採苗試験から、網袋の設置時期は５月から６

月が有効である可能性が高いと考えています。アサリの餌が不足する秋に海底耕うんを実施

することで餌料環境が改善することが確認できました。 

 網袋式増養殖の実用化に向けた試験です。１袋当たり２㎏のアサリを入れたものについて

は、身入りの良さ、歩留りの評価でばらつきが見られましたが、収容量１㎏のものについて

は安定した評価を得ることができました。母貝団地造成は、金崎地先、釜地先の覆砂漁場に

おいて、網袋を各１千袋設置しています。令和元年度に造成した覆砂漁場においては、0.6㎏

／㎡の稚貝を放流しています。 

 アサリの課題は、採苗の効率化や漁業者が実施可能な網袋式増養殖技術の開発が必要と考

えています。 

 今年度の取組は、増養殖に用いられる殻長25mm以上の稚貝を確保するための採苗試験や網

袋式増養殖の実用化に向けた取組を引き続き行っています。母貝団地造成の調査では、昨年

度放流した種苗の生息状況を確認したところ、７月豪雨により、地まきした成貝が釜地先で

はほぼ全数、金崎地先では半数近くがへい死しましたが、網袋のものに関しては８割近くが

生き残り、網袋の有効性が示唆される形となっていました。 

 マガキの取組は、令和元年度に、シングルシード養殖技術の開発としまして、漁業者自ら

が生産した種苗と購入した種苗を用いて養殖試験を行った結果、夏季に大量へい死が見られ

ましたが、漁業者が生産した種苗を用いた方が成長が良い結果でした。 

 漁業者が生産する種苗の量産化にも取り組んでおります。令和元年度は、荒天のため、１
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万２千個の生産にとどまっています。 

 シングルシード養殖適地の調査です。地図で示す既存漁場に加え新規漁場候補地で養殖適

地調査を行い、その結果、新規候補地となっている漁場においても既存漁場と同等の成長を

確認できました。 

 フジツボ等付着物への対策として、マガキにイソギンチャクをつけて垂下養殖を行い、ホ

ヤ類に対する付着軽減効果が見られました。これらを踏まえ、漁業者自らが行う種苗の量産

化や夏季の大量へい死対策が課題として挙げられます。 

 令和２年度の取組です。引き続き漁業者が生産する種苗の量産化を図ったところ、今年は

うまくいき、25万５千個の種苗を得ています。 

 令和２年度からの新規の取組です。早期に着底する天然マガキを採苗して、結果として８

千８百個採苗でき、それを用いて飼育試験を開始しています。 

 シングルシード養殖適地の調査は、新規漁場候補地に加えまして、低塩分、高水温から避

難できる漁場がないかということで、避難漁場候補地でも飼育試験を開始しています。 

 引き続きイソギンチャクを用いた付着生物軽減対策の試験を６月中旬より開始しています。 

 シングルシードの華漣という品種について、近年の環境変化に対応した高水温耐性種を選

抜できないかという技術開発をしています。 

 ガザミです。令和元年度に、種苗生産コストの削減に向け、餌料のワムシを省いた生産に

取り組みましたが、種苗生産にはワムシが必要との結果に至りました。 

４県で複数群による大量放流を行って効果を調査した結果、長崎県地先で放流するよりも、

福岡県大牟田市地先で放流した方が長崎県において回収率が11倍と効果が高いことが推定さ

れました。これを踏まえて令和元年度は大牟田市地先にＣ１サイズ122万尾、Ｃ３サイズ60万

尾を放流しています。漁獲された抱卵ガザミと小型ガザミにＤＮＡ標識を施し、再放流効果

を調査しています。現在、調査を継続中です。 

 これを踏まえると、湾奥の方で効果が高いことが分かりましたが、湾奥にも最適地がある

と考えられるので、その解明が必要です。 

 令和２年度の取組です。引き続き、適地と考えられる大牟田市地先において、Ｃ１サイズ

200万尾、Ｃ３サイズ30万尾を放流しています。また、抱卵ガザミと小型ガザミの再放流試験

を令和元年度と同規模で実施しています。 
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（会長） 

 ありがとうございました。続きまして、熊本県からよろしくお願いします。 

（熊本県） 

熊本県における有明海再生の取組は、主に下の表の６魚種を対象に実施していますが、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。 

 タイラギの増殖の取組の令和元年度の結果です。中間育成技術の開発は、水研機構から御

提供いただいた令和元年産稚貝５万４千個体及び平成30年産稚貝１万個体を陸上または海上

で中間育成しました。なお、中間育成した稚貝の一部については、令和元年10月から11月に

合計１万５千個体を３県に提供しました。 

 母貝団地造成は、宇土市赤瀬漁港内で、平成30年産母貝２千個体、令和元年産稚貝2,025個

体を、順次、写真のような垂下式で移植しました。結果は、本年３月末時点で、どちらも千

５百個体程度、70％以上の生残率となっています。また、成長は、グラフのとおり、平均殻

長11cmから17cmに成長し、平成30年産母貝については性成熟を確認しました。 

 底質環境調査、タイラギ生息状況調査、海底攪拌による底質改善についてです。県内４海

域で潜水調査によるタイラギ生息把握及び海底攪拌を実施しました。その結果、長洲町の長

洲沖、宇土市の網田沖でタイラギ成貝の生息を確認しました。 

 主たる課題は、母貝団地造成に必要な人工種苗の安定的な育成及び数量確保が必要と考え

ています。 

 令和２年度の主な取組は、位置図の場所にて、三つの取組を実施しています。 

 中間育成技術の開発で、令和２年産稚貝５万個体と移植母貝の補填用として平成30年産及

び令和元年産稚貝２千５百個体の中間育成を実施しています。 

 宇土市地先での母貝団地造成にて、３千個体を目標に垂下式による移植を実施しています。   

令和２年７月豪雨による海域の塩分低下により、６月末の3,149個体から８月末時点で

1,248個体と、40％程度に減耗しています。 

 アサリの増殖の取組の令和元年度の主な成果です。 

 高密度漁場からの稚貝移植等による母貝団地の造成は、県内５ヶ所に新たに合計791㎡の

試験区を設置し、網袋換算で516袋分の稚貝の移植を実施しました。 

 保護区設置による母貝の保護は、過年度設定した緑川河口域の保護区２万８千㎡で、ナル
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トビエイ等の食害生物対策、海底耕うんを実施しました。その結果、保護区では、対照区と

比較して、１人当たり１時間当たりの母貝採捕量が2.8倍となる効果を確認しました。 

 人工種苗の中間育成技術の開発は、人工稚貝52万個体を殻長１mmから９mmまで中間育成し、

網袋による保護対策を行った移植試験を実施しました。結果は、移植した人工稚貝が産卵可

能サイズである殻長20mmまで成長し、高生残であったことを確認しました。 

 ４番目、アサリ漁場の環境改善対策の実施についてです。県内５か所で竹支柱等を設置し、

流れの創出による底質改善及び食害対策を実施しました。 

 これは長洲地先の結果です。アサリ稚貝の着底は、竹設置区、対照区の両区で確認されま

した。グラフは波浪による底質の動かされやすさを評価したものですが、竹設置区内の底質

は対照区内の底質よりも波浪の影響が低減したことを確認しました。 

 網袋を活用したアサリ稚貝の着底促進保護についてです。令和元年度末に県内13ヶ所にお

いて合計約６千５百袋の網袋を設置し、稚貝の着底の取組を行っています。 

 主たる課題は、資源量及び漁獲量が不安定であり、稚貝の減耗防止対策や産卵母貝の保護、

育成等の検討が必要と考えています。 

 令和２年度の主な取組は、位置図の場所において４つの取組を実施しています。母貝団地

の形成については、県内４か所で、移植した稚貝の追跡調査及び保護試験を実施しています。

保護区設置による母貝団地の保護で、昨年度と同様に、緑川河口域の保護区３ヶ所で海底耕

うん等を実施し、管理方法の検討を行ってまいります。人工種苗の中間育成技術の開発で、

人工種苗の中間育成及び網袋への収容等保護対策を行った移植試験を実施しています。アサ

リ漁場の環境改善対策として、過年度に竹支柱や網袋を設置した試験区で、資源増殖のため

の漁場管理を実施しています。 

 ハマグリの増殖の取組の令和元年度の主な結果です。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は、緑川河口域に保護区を造成し、母貝保護用被覆網を設置し

て食害生物対策を行い、海底耕うんを実施しました。その結果、保護区では、対照区と比較

して母貝生息量が約3.6倍となりました。 

 採苗のための網袋等の設置及び効果の把握は、浮遊幼生調査を実施し、１㎥当たり最大で

25個体の浮遊幼生を確認しています。また、網袋及び被覆網による採苗手法別の採苗試験で

は、被覆網での採苗が確認されています。 

 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については、県内主要漁場である
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２漁場で調査をしており、令和元年度の分布密度の推移は、過年度と比較して両漁場ともや

や減少傾向でした。 

 主たる課題は、漁獲量及び稚貝の発生量が不安定であるため、稚貝の減耗防止及び母貝の

保護対策の検討が必要と考えています。 

 令和２年度の主な取組です。御覧の場所において三つの取組を実施しています。取組内容

は令和元年度と同様です。 

 クルマエビの令和元年度の取組は、クルマエビ種苗の早期放流、漁獲及び漁場環境の調査

です。令和元年５月から７月にかけて、10～14mmの種苗586万尾を熊本県及び福岡県地先に放

流しました。また、標本船調査を行い、令和元年度の熊本県海域での推定漁獲量は2.7ｔとな

りました。 

 漁場環境の調査です。このグラフは、標本船における年間漁獲量と漁場底質環境との関係

を示したものです。また、各点には、底質の細砂分及び中砂分の割合を記載しています。結

果は、調査時に採捕されたクルマエビのうち約９割が、細砂分及び中砂分９割以上、硫化物

が非常に低い底質環境で採捕されていました。 

 干潟と沖合との段落ち部での漁業者による海底攪拌及び効果把握調査です。令和元年度は、

７月に４海域で合計800ha、写真のような２種類の攪拌器具を用いて海底攪拌を実施しまし

た。グラフは、海底攪拌を行った宇土市網田地区のクルマエビの累積採捕数です。写真の攪

拌器具（改良型）を用いた場所では、攪拌未実施である対照区の約6.8倍と多くのクルマエビ

が採捕されています。 

 主たる課題は、資源回復のため、小型種苗の大量放流効果及び漁場環境の把握が必要と考

えています。また、水産有用生物の生息に適した環境把握のため、段落ち部での海底攪拌に

よる底質改善及び持続性の効果把握が必要と考えています。 

 令和２年度の取組です。位置図の場所で二つの取組を実施しております。 

 クルマエビ種苗の早期放流、漁獲調査です。熊本県及び福岡県地先での14mm種苗531万尾の

早期放流、推定漁獲量等算定のための漁獲物調査を実施しています。昨年度と同様に、海底

攪拌及び効果把握のための調査を実施しています。 

（会長） 

各県の皆様、御説明ありがとうございました。 
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続いて、熊本県漁連から情報提供いただけるということで、お時間をとっています。熊本

県漁連からの情報提供の資料をお手元に配っています。会長、よろしくお願いします。 

（委員） 

７月の熊本豪雨について、国、各県、各漁連におかれては多大なる御心配と御支援をいた

だいたことを、漁業者を代表して心よりお礼を申し上げます。 

 それに伴い、先日、アサリはどうなっているだろうかということで調査を行いました。そ

の結果、１ページ目のように、これまで、袋の中にはアサリが定着しても周りにアサリが発

生するということはありませんでしたが、今年はそれが見られました。これについて、今日

は皆様方に御報告したいと思います。 

 先ほど熊本県が示された写真については、普通、ほとんど私の組合のものだろうと思いま

す。ハマグリについてもアサリについても、今のところ順調にいっていますので報告いたし

ます。 

 ２ページ目、これが現在袋の外にいる自然に定着したアサリの稚貝です。本当に楽しみで

す。いろいろな形で国、県の事業によってこういう結果が得られたのだと、漁業者のみんな

で喜んでおります。 

 次のページ、海底攪拌・耕うんについてです。これは平成16年度から始まりまして、私は

最初から取り組んでいます。農政局、県と話し合いながら、何が有明海の再生に一番適して

いるのかということで始めたのが攪拌・耕うん事業です。これをなぜ今日言いたいかという

と、いろいろな会議で、国の見解と漁業者の見解は違うのではないかということをよく耳に

しますので、今日は皆様方に、再度、私個人の考えとして、各県各漁場において取組は違う

と思いますが、熊本県、特に私のいる川口地先はこの事業によってかなりの効果が出ている

ことを知っていただきたいからです。 

 最後のページの左上のクルマエビは、２月、３月に見つかった天然のクルマエビです。夏

場だったら放流エビではないかと言われますが、手袋をしていることから分かるように、ま

だ寒い時期にこれだけの天然のクルマエビを発見できたということは、少しずつ漁場が回復

しているのではないかと。また、下のガザミも、４月、５月だったと思いますが、放流のガ

ザミではなくて天然です。 

 １枚戻ってもらい、左側は源式網で、右側は三重流し刺網という昔ながらの網ですが、こ
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れによって、次のページの右上に示しただけの漁獲があったと。 

 ただ、これが一概に漁師の生計に結びつくかといえば、まだそこまではいかないけれども、

平成14年、15年、16年当時を思い出していただければ、あの臭い、海底に何もいなかった、

我々が死の海と言っていたヘドロだらけの海で、現在、このような漁獲があることを皆様方

にも知っていただきたいということです。 

 これは川口漁協だけの調査です。しかし、実質的には、熊本県の15の組合が農政局の事業

で同じような調査をしています。 

 最終的に何を言いたいかというと、１年１年では分からないが、10年、20年というような

月日を重ねていけば、こういうふうに良くなるんですよということを皆様方に知っていただ

きたい。 

 最後に、更に実証、検証の拡大を国にお願いして、まとめとさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

（会長） 

ありがとうございました。熊本県漁連会長から現場の状況について御報告いただきました。 

続きまして、現地実証等の取組について、水産庁から御説明をよろしくお願いします。 

（水産庁） 

資料２－６「現地実証等の取組」を御覧下さい。 

１ページ目、これは有明海漁業振興技術開発事業の概要です。本事業の趣旨は、先ほど資

料２－４で説明したとおりです。また、事業内容については、先ほど資料２－５で県の方か

ら御説明がありました内容と重複します。 

 ２ページ目、タイラギは先ほど御説明しましたので、省略します。 

 ３ページ目、アゲマキは、これまで累計1,500万個以上の稚貝を放流し、母貝団地を造成し

てきました。その結果、平成30年６月には22年ぶりに漁獲が一部再開されました。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始め

ており、横断的な取組となってきています。 

 一方で、昨年は少雨による高塩分化やナルトビエイによる食害等の影響、今年は７月豪雨

による低塩分化や堆積物の影響により、各地に造成した母貝団地で大量減耗が見られたこと
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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

いくこととしています。 

 ４ページ目、アサリですが、先ほど御説明しましたので、省略させていただきます。 

 ５ページ目ハマグリ、６ページ目ウミタケ、７ページ目マガキについては、資料２－５に

基づいて御説明のあったとおりです。各県で取り組まれています。 

 ８ページ目からは甲殻類です。８ページ目のガザミは、現在、放流に適したサイズ、時期、

場所等について４県共同で検討を進めています。 

 ９ページ目、クルマエビは、これまでに本事業で解明した放流適地、有明海の湾奥部で、

適切な時期は早期ということで６月、また適切なサイズは約40mmサイズ、これに基づいて平

成28年度から４県共同事業で放流を行っています。また、平成30年度から、熊本県で小型種

苗、これは14mmですが、その放流効果等について調査を続けています。 

 魚類です。10ページ目エツ、11ページ目ホシガレイ、12ページ目トラフグ、13ページ目ヒ

ラメとマコガレイについて、それぞれ技術開発を行っています。 

 14ページ目からは、有明海のアサリ等の生産性向上実証事業の説明です。 

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

に効果が見られた技術を用いまして、母貝の生息適地を造成、拡大する技術、稚貝を育成す

る技術、移植に係る技術、カキ礁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

施しまして、漁場の生産性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か年間を予定しています。 

 15ページ目の表は、事業全体の概要が分かるように、大課題、実施場所、その場のアサリ

等に対する環境特性、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て必

要な技術開発を実施しています。 

 16ページ目から23ページ目までは、個別の内容について、これまでの取組やその成果、そ

れから令和２年度の計画を記載しています。 

 まず、16ページ目、福岡県柳川市大和高田地先での母貝に関する実証です。この場所は泥

干潟で、アサリの生息は難しいのですが、泥干潟であっても、離底式のかごを用いることで

母貝の育成を可能にすることなどを実証しています。 

 17ページ目、熊本県宇土市住吉地先での母貝に関する実証です。この場所は粒径が小さい

砂干潟で、底質が動きやすく、母貝が流出しやすい場所です。このため、カキ養殖かごや網
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袋といったアサリの逸散防止に有効な手法の検討を行うとともに、収穫ネットや角ざるを利

用して母貝確保に必要な稚貝採取技術の検討に取り組んでいます。 

 18ページ目、福岡県柳川市地先での稚貝育成に関する実証です。この場所は河川水の影響

がある干潟ですが、一部をアサリ保護区として設定し、資源保護を実施している場所です。

稚貝着底域の拡大を図るため、採苗実績のあるパームや軽石の網袋による試験の規模を大き

くして実施するとともに、網袋の流出抑制に有効な手法の検討に取り組んでいます。 

 19ページ目、長崎県島原市猛島地先での稚貝育成に関する実証です。ここは礫浜ながら浮

遊幼生が着底する場所となっています。ここで実績のある採苗用砂利入り網袋の設置に最適

な地盤高の検討、沖出しによる成長促進試験に加えまして、実際の作業量やコストの検討に

も資するよう規模を大きくして稚貝の採苗試験に取り組んでいるところです。 

 20ページ目、佐賀県佐賀市諸富地先での稚貝移植に関する実証です。ここは砂混じりの泥

干潟です。一部ですが、稚貝の集積する場所が存在することから、稚貝の生息域を拡大する

ために、砂干潟上では稚貝を収容した網袋を直置きにし、砂混じりの泥干潟上では直置きせ

ずに、コンポーズ上に稚貝を収容した砂利入りの網袋を置いて、その生残効果の確認を行っ

ています。 

 21ページ目、長崎県諫早市小長井地先での稚貝移植に関する実証です。ここは泥干潟上に

覆砂された養殖場です。小長井産や島原産のアサリを用いて、移植に効果的な水深帯の把握、

夏季の場所替えなどによる生残効果の検討を行うほか、実際の作業量やコストの検討にも資

するよう規模を大きくして実証試験に取り組んでいます。 

 22ページ目、熊本県玉名市岱明地先での稚貝移植に関する実証です。ここは粒径が小さく、

底質が動きやすい砂干潟です。浮遊幼生を効率的に確保することや成長段階に応じた移植方

法を実証しています。 

 23ページ目、佐賀県鹿島市地先でのカキ礁造成による貧酸素水塊の軽減に係る技術開発で

す。ここは貧酸素水塊の影響がある浅海域です。カキの良好な着生が確認された金網製の棚

式着生材の規模拡大、またカキ礁の造成可能場所を加味した物質循環モデルの改良と評価、

それからカキ礁による流動環境への影響の把握に取り組んでいます。 

 以上が、有明海のアサリ等の生産性向上実証事業の内容です。 

 24ページ目、有明海水産基盤整備実証調査では、これまで沖合のタイラギ漁場における覆

砂による漁場環境改善の効果実証等を行ってきました。関係する漁協の関係者の皆様の御協
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力を得ながら、福岡県大牟田沖において凹凸畝型の覆砂を造成した結果、タイラギの着底、

成育、生残に悪影響を及ぼす浮泥堆積の抑制に効果があることが確認されています。 

 今年度は、タイラギの浮遊幼生調査で、まだ現在集計中ですが、昨年度より多くの浮遊幼

生が確認されたと聞いています。 

（会長） 

ありがとうございました。続きまして、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」を御覧下さい。 

 有明海の環境変化要因について、貧酸素水塊の発生状況、赤潮、底質環境、ナルトビエイ

調査の結果を報告します。 

 １ページ目、昨年度、貧酸素水塊は２回発生しました。発生した場所は、鹿島市沖と諫早

湾沖の２ヶ所です。１回目は７月下旬の台風５号による豪雨の後です。塩分躍層、水温躍層

ができて植物プランクトンが増殖し、酸素を使ったことから、貧酸素水塊が発生しています。

こちらは８月中旬の大潮で解消しました。２回目は８月下旬の前線豪雨に伴うもので、こち

らも９月中旬の大潮で解消していることを確認しています。 

 ２ページ目、今年の前半の結果です。今年も７月豪雨の後に塩分躍層、水温躍層ができま

して、１か月ほど、貧酸素水塊が昨年と同じく鹿島市太良沖と諫早湾沖の２か所で発生して

おります。こちらも９月上旬の台風９号、台風10号の接近時に解消されたと考えています。 

 ３ページ目、赤潮調査です。昨年の赤潮の状況は、まず、左下の二つのグラフを見ると、

発生件数は例年に比べて少なめでした。今度は右下の二つのグラフを見ると、発生日数は例

年並みという結果が出ています。 

 ４ページ目、今年度前半の赤潮の発生状況です。今年度はまだ調査が終わっていませんの

で日数や回数はまだ集計できていませんが、発生状況だけ報告いたしますと、６月下旬に諫

早湾、有明海湾奥部、熊本県沖で微細藻類による赤潮の発生を確認しています。７月下旬に

同じ箇所で珪藻類による赤潮の発生を確認しています。 

 ５ページ目、底質環境調査です。昨年度も底質攪拌等をしていますので、そちらの結果を
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真ん中の段の右側の区分図に反映させています。 

 ６ページ目、ナルトビエイ調査の結果を報告します。昨年度のナルトビエイ調査です。下

のグラフを見ると、昨年度は約2.6万個体、250ｔほど捕獲されました。平成30年度と比べる

と若干増えています。昨年度、約16万個体が有明海に来遊したのではないかと推察していま

す。今年度の前半は、グラフに緑色で線を描いていますが、例年と同様の傾向を示していま

す。６月ぐらいにピークがあるという傾向です。量は、昨年度に比べますと若干少なめのよ

うです。資料２－７は、資料２－７（参考）も準備していますので、時間のある時に御覧い

ただければと思います。 

（会長） 

ありがとうございました。以上、規約の改正、令和元年度の取組結果及び令和２年度の取

組状況の説明でした。続きまして、令和３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３年度予算概算要求」を御覧下さい。 

１ページ目、有明海再生対策に関する令和３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、上段の表の１から５について合計17億6,500万円、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、厳しい財政状況ですが、有明海の再生は重要な政策課

題と考えていますので、引き続き有明海再生に向けた取組を着実に推進していくため、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きたいと考えています

ので、よろしくお願いします。 

（会長） 

ありがとうございました。続いて、概算要求にも関係しますが、令和３年度以降の４県協

調の取組について九州農政局から説明します。 

（九州農政局） 
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資料４「令和３年度以降の取組方針」を御覧下さい。 

 有明海再生対策は、３ヶ年ごとに対策の内容を決めて取組を進めています。今年度がその

３ヶ年の最終年度となるので、来年度からの３ヶ年、具体的に何をやるのかということを４

県の皆様と議論を始めています。その議論の進め方、論点について、この場で紹介したいと

思います。 

 １ページ目、来年度からの３ヶ年対策は、引き続きタイラギ、アサリを４県協調の重要魚

種として取組を進めていったらどうだろうかということです。 

 タイラギに関する論点です。一つ目の丸、これまで４県の発表の中でもあったとおり、種

苗生産が難しくて、うまくいく年、うまくいかない年、色々ありますので、引き続き、次期

対策においても種苗生産の安定化に向けた技術開発を継続していく必要があるのではないか

と考えています。 

 二つ目の丸、タイラギの母貝団地について、自然災害、豪雨による低塩分化の影響をかな

り受けましたので、このような自然災害リスクを踏まえた母貝団地の造成に取り組むことを

考えています。 

 ２ページ目、一番上の丸、タイラギの浮遊幼生が今年は少し増えてきたと申しましたが、

一定の水準まで至っていないので、産卵をしやすい成熟母貝の母貝団地における割合を増や

していく取組が必要ではないかと考えています。 

 真ん中の丸、今、母貝団地を造成していただいていますが、管理の手間がかなりかかって

いると聞いており、今後の管理のことをしっかり考えていかないといけないということで、

効率的な管理技術の開発や体制整備の必要があります。 

 最後の丸、今、タイラギの取組については、人工種苗を生産して、それを中間育成して母

貝団地に移植し、それが卵を産んで浮遊幼生になるというところにまで力を入れていますが、

その後、しっかり着底させて天然稚貝の発生を促すことが重要になってくるので、次のステ

ップとして、着底しやすい環境の整備技術開発が必要ではないかということを議論していま

す。 

 ３ページ目、アサリの取組です。右のグラフ、熊本県の漁獲量の推移を見ると、浮遊幼生

はかなり発生するようになってきたものの、なかなか漁獲に反映されません。また、自然災

害、豪雨等のリスクにさらされ、影響を受けるということもありますので、引き続き母貝団

地における母貝量を確保していく必要があるのではないかということが一つ目です。 
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 最後の論点です。アサリの浮遊幼生シミュレーションモデルで、どこが浮遊幼生を供給し

やすい母貝団地なのかということがだんだん分かってきたので、重要な母貝団地をしっかり

設定して、４県協調によって母貝を資源管理していく必要があるのではないか。災害が起き

た時でもいち早く補充する、重要な母貝団地における資源管理を４県協調でしていくべきで

はないかということを議論しています。 

（会長） 

ありがとうございました。今後の取組に当たっての主な論点について御説明いただきまし

た。議事（１）から議事（４）までの資料の説明は終わりました。 

続いて、議事（５）意見交換です。全体を通して意見交換をしたいと思います。皆さんか

ら御意見をいただいて進行したいと思いますので、御意見がありましたら、よろしくお願い

申し上げます。それでは、福岡県会長よろしいでしょうか。 

（委員） 

要望といいますか、お願いしたいことがありますので、発言させていただきます。 

 ここまで有明海の環境整備について本当に御尽力いただきまして、ありがとうございます。

予算もこういう形で継続していただいていることについて、大変感謝しております。これか

らもよろしくお願いします。 

 今日の説明の中で、従来から見れば環境がよくなったという説明が多かったのですが、今

年７月の九州全体の出水、こういうことは今までなかったと思います。福岡県の地先、我々

の地先ですが、春にすごい量の稚貝が発生しておりまして、昨年あたりからの浮遊幼生の動

向等々の話を聞きながら、確実に生態をつかめるようになったなと喜んでいたわけです。こ

れを全面的に移植して母貝団地を整備しようという取組をしていたところですが、出水でこ

こまでやられたかと思うぐらいへい死してしまいました。ただ、その前後に集中的に移植放

流をしたこともあり、まだ推定量で200～300ｔ残っているということですので、これを何と

か次世代の母貝として育てていきたいと思うのが一つです。 

 それから、ここまでなくなったアサリをもう１回増殖させなければならないという大きな

課題があるわけです。先日、アサリ管理委員会との会合を持ちましたが、今回のことは天災
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と捉えて、これからはとにかくしっかり管理生産を計画して取り組んでいくことを強く決議

したところです。 

 そういうことから、今後、福岡県は、これは４県同じことと思いますが、増殖のための活

動をやっていくということをしっかりみんなで考えております。そのためには、いろいろな

形で管理増殖を心がけて、反省を踏まえて取り組んでいきますので、農水省また水産庁にも

是非御支援いただきますようにお願いいたします。期待しております。 

（会長） 

ありがとうございます。農村振興局や農政局、水産庁から何かありますか。今、御要望と

いうことだったと思いますが、御要望ということでしっかり受け止めて、今後また取組を進

めていくということでよろしいですか。 

（委員） 

ありがとうございます。 

（会長） 

佐賀県の組合長、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。 

（委員） 

先ほど福岡県会長が言われたこととほぼ重複しますが、50年に１度という豪雨が３年連続

で来て、海域に大量の流木やヨシくずなどが流入して環境が悪化しておりますが、関係機関

の協力を得て全部撤去することができています。ただ、流水によって、佐賀県の地先もアゲ

マキやウミタケの稚貝が死ぬという状況が発生しています。 

 そういう中で、自然相手となりますので、再生はなかなか難しいと思いますが、何とか工

夫して、保護して生き残せるように、国や県には引き続き再生予算や研究予算の確保をして

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） 

ありがとうございます。来年度以降の取組方針の中に、自然災害リスクを踏まえた取組と
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いうことで、特に今年の豪雨災害を踏まえた方向性もございました。その他、報告の中にも、

今回の災害に伴う影響を踏まえた調査の取組という中身もあったかと思います。今の佐賀県

組合長からのお話も踏まえて取組を進めていただきたいということでよろしいでしょうか。 

（委員） 

よろしくお願いします。 

（会長） 

長崎県の会長、何かございますか。 

（委員） 

多分、４県とも似た意見とは思いますが、有明海の漁場環境については、私の立場からい

たしましても、国には、漁業者のために、漁業者が安心して漁業を継続できるように、また

後継者を育てられるようにしていただければと思っています。 

（会長） 

ありがとうございました。御要望ということで承ります。実現できるようにしっかり取組

を進めるという強い御要望も含んでいるというふうに受け止めたいと思います。 

 熊本県の会長、よろしいでしょうか。先ほど御報告もいただきましたが、改めて御意見、

御提案等をよろしくお願いします。 

（委員） 

私からは２点です。過去の問題ですが。１点目は、過去に、シタビラメが今一番お金にな

るから、シタビラメの稚魚を育成して放流してもらえないだろうかと要望した時に、水研か

ら、種類があるからそれは難しいという答えをもらったわけですが、現在、熊本県において

大量発生しているということで喜んでいます。自然にそういうふうに発生したということを

報告しておきます。 

 もう一つは、過去に、５年とか10年間の期間を置かなければ、同じ漁場内で操業できない、

作業できない、事業できないということがあったと思いますが、有明海再生事業については
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広範囲だから、熊本県は面積が狭いので、重複しても良い方法はないだろうかという要望を

しておりました。途中で私が抜けたので、その後の答えを聞けなかったのが残念です。その

件については何かありますか。 

（会長） 

 水産庁よろしくお願いします。 

（水産庁）

今、熊本県会長からございましたのは、覆砂や海底耕うんについて、５年やったら５年以

内は同じところでできないというお話かと思いますが、有明海の場合、色々な効果等を見な

がらということで、従来のきっちりと５年後ではなく、少し弾力的に対応させていただいて

いると御理解いただけたらと思います。 

（会長） 

ありがとうございます。今いただいた御意見に関連してでも、活発な御意見をいただけれ

ばありがたいと思います。どうでしょうか。 

 それでは、福岡県会長、よろしくお願いします。 

（委員） 

これからしっかりアサリ、タイラギも含めて二枚貝の再生を目的に頑張っていこうと思っ

ているわけですが、水産業界のどこにあっても密漁が資源管理型漁業というものをすごく侵

してしまうわけです。そういうことから、先だって、漁穫証明書を発行し、それを持たなけ

れば販売できない法律をつくることが報道されており、先ずは高級品であるアワビやウニな

どから始めようということでした。 

 これについて、我々にとってはアサリも大事で、漁獲もですが、海の環境を守る二枚貝で

もあります。もし間に合うようであれば（漁獲証明書の対象に）アサリを加えていただくこ

とはできないだろうかと思っています。是非よろしくお願いします。 

（会長） 
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ありがとうございました。では、水産庁、よろしくお願いします。 

（水産庁）

最近話題になっている漁獲証明に係る法案の関係だと思います。現在、法案を国会で審議

すべく検討が進んでおり、対外的に説明する時に、アワビやナマコの密漁をなくすために、

逆に言うと、正規ルートのしっかりした資源管理に取り組んでいる漁獲物をきちんと流通さ

せるようにという趣旨で、漁獲証明制度が検討されています。 

 御要望のアサリについては、御要望があったことを持ち帰り担当の方に伝えたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

（委員） 

是非よろしくお願いいたします。 

（会長） 

その他にございますか。各県からも来ていただいていますので御意見や御提案などお話が

あれば、いただければと思います。いかがでしょうか。それでは、熊本県お願いします。 

（熊本県） 

国、４県、４県漁連、関係漁業者の方々で、タイラギ、アサリはじめ数多くの魚種につい

てこれだけの取組を続けていただいていることに対して、感謝を申し上げたいと思います。 

 私どもは、今回、我が県にとっては非常に大事な魚種であるアサリについて意見を申し上

げたいと思います。 

 １点目、令和３年度以降の取組方針について先ほど御説明がありましたが、私もこの論点

については同感です。資源が非常に不安定だということで、努力しながらも、なかなか報わ

れない部分もまだまだあり、さらなる母貝集団、母貝量の確保が今後も必要ではなかろうか

と思っています。 

 ただ、これは自分自身にも言い聞かせるところがありますが、今後も、しっかりと漁業者

の方々と私どもが同じ方向性、同じ目標を持って、情報を共有しながら進めていく必要があ

ると感じています。 
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 それから、一つ教えていただきたいことがございます。資料２－１、４県協調の取組の全

体概要の３ページに平成30年度以降のアサリの取組イメージという記載があって、２行目に

「併せて」からのくだりがございます。「併せて、安定的な再生産サイクル形成に必要な産卵

母貝量の把握と」というふうになっており、非常に大きな命題だなと思いながら見ておりま

した。これについては、浮遊幼生のシミュレーション等、色々と進められているかと思いま

すが、なかなか難しい内容かなと思います。手応えがあれば、教えていただければというと

ころです。 

（会長） 

その他、ございますか。では、長崎県お願いします。 

（長崎県） 

質問ではなく、要望です。先ほどから令和３年度以降の取組はタイラギ、アサリを中心に

進めていくということで、これについて全く異論はございません。ただ、有明海の再生とい

った話は、恐らくこういった増殖的なもの以外に環境改善みたいな分野もあるのかなと考え

ています。 

 漁場環境整備の取組、本県の漁業者から多く意見をいただいていますので、この分野につ

いても柔軟な対応、御協力をいただければと思います。私どももできる限り協力させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これは要望です。 

（会長） 

ありがとうございます。その他、ございますか。 

 熊本県からありました、資料２－１の資料中にある再生産サイクル形成に必要な産卵母貝

量の把握についての取組、色々な検討の道行きや現状などについてお願いします。 

（九州農政局）

 安定的な再生産サイクル形成に必要な産卵母貝量の把握について、現状に関する御質問だ

と思います。今まさに４県協調で母貝団地を形成していただいており、そこからしっかりと

浮遊幼生が発生し、量もかなり増えてきていることまでは分かってきました。ただ、資料４
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で新たな課題としてお伝えしておりますが、なかなか直接的な漁獲につながっていないとこ

ろが一つ大きな課題で、しっかりつながらないと、安定的な再生産サイクルの形成まで行か

ないと考えています。 

 現在は、稚貝が着底してから成貝になるまで、どういった要因で減耗してしまうのか、生

残しないのかというところも含めて調査を進めています。しっかり分析し明らかにすること

で、安定的な再生産サイクルにつなげていきたいと考えています。まだまだ課題があります

ので、また御協力のほどよろしくお願いいたします。 

（会長） 

ありがとうございました。質疑はこの辺までにしたいと思います。水産庁や農村振興局か

ら何かこの場でありますか。 

（農村振興局）

有明海の再生については本当に重要な政策課題だと思っていますし、今日いただいた災害

の観点など、令和３年度からまた別のフェーズになりますので、見直しを加えて、有明海再

生の予算を執行していきたいと思います。 

 執行の前に、今、財務省と協議中です。国の財政もなかなか危機的な状況で、厳しい折衝

になっていますが、今日、色々と効果等について特に熊本の藤森会長からお話があり、厳し

い状況についてもお話があったので、そういうことをきちんと財務省に示しながら予算確保

に努めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（会長） 

ありがとうございました。

 以上、いろいろな御意見をいただきました。ありがとうございました。４県協調の取組に

つきましては、本日いただいた御意見も踏まえながら、成果が上がる取組となるように引き

続き各種取組を進めさせていただきたいと思いますので、また皆様方の御支援と御協力をい

ただきますようよろしくお願いします。 

 それでは、議事の（６）その他で、事務局から何かございますか。 
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（九州農政局） 

３点ほど連絡します。今日お配りしたパンフレットがございます。これは夏頃から皆様方

にお配りしているパンフレットと同じものです。まだこちらにもございますので、もしさら

に御要望があるなら、御連絡いただければ、お届けいたします。 

 ２点目です。本日の協議会でいただいた御意見につきましては、まずは農政局及び各県の

担当者で事務的、技術的な検討をして、しっかり取り組みたいと思っております。必要に応

じて御相談等をさせていただきたいと思っておりますが、まずは事務的に検討を始めます。 

 ３点目です。本日の議事については、こちらで議事録（案）を作成し、それを各委員の方々

にお諮りして、確認、了解が得られた後に九州農政局のホームページで公開させていただけ

ればと思っております。公開に当たっては、本日の資料も併せて公表させていただきますの

で、御協力のほどよろしくお願いします。以上、３点です。 

（会長） 

議事はこれで終わりです。本日の協議会の概要につきましては、この後に予定している記

者説明会で報告することになっています。説明は、本協議会の事務局長である九州農政局の

大内農村振興部長が行います。その内容につきまして、この場で確認させていただいた上で

報告をすることにしたいと思います。今、整理をしておりまして、着席のまま少々お待ちい

ただき、内容を皆さんに確認いただきます。もう少しお時間をいただきます。大分超過して

おりまして、申し訳ございません。（意見整理） 

（九州農政局）

お待たせいたしました。今回出た意見としまして、最初に、７月豪雨等の災害の影響が非

常に大きかったことから、豪雨への対策、影響を踏まえながら、有明海再生の取組を、管理

生産、養殖という取組を含めて継続拡大をしていくと。これについては漁業者が安心して取

り組める支援を継続していただきたいという要望があったということを記者説明でお話しし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

（会長） 

よろしいでしょうか。（「異議なし」の声あり）それでは、今の形で、記者説明会で農村振
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興部長から今回の協議会で出された意見について報告をさせていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 これにて議事については終了いたします。スムーズな進行に御協力いただき、ありがとう

ございました。私の不手際で遅くなりまして、お詫び申し上げます。申し訳ございませんで

した。ここで、進行を事務局にお返しします。よろしくお願いします。 

（九州農政局） 

委員の皆様には、長時間にわたり御審議いただき、誠にありがとうございました。 

 これをもちまして、第29回有明海漁場環境改善連絡協議会を終了します。 

ありがとうございました。 

── 了 ── 


