2004

第３号
7月5日

目次
巻頭言
水産庁増殖推進部長 中前 明
会員の声
（財）三重県水産振興事業団専務理事 市川 朗
平成16年度通常総会開催
平成16年度第1回理事会開催
平成15年度第3回理事会開催
北から南から
①青森県
②鹿児島県
寄 稿
資源管理の推進について
水産庁資源管理部管理課
資源管理推進室長 長谷成人
現地研修会を終えて
山口県外海漁業センター魚類科長 渡辺 直
トピックス
現在進行形−静岡県における磯焼け対策−
静岡県水産試験場伊豆分場主任研究員 長谷川雅俊
水産庁の会議
栽培漁業担当者会議
協会便り
平成15年度第3回正副会長会議
企画推進委員会の開催について
漁協実践活動支援事業の16年度課題について
新聞スクラップ
日本経済新聞「水産王国 夢 再び」
第23回豊かな海づくり大会の表彰（3部門）選考委員会日程
水産庁人事異動
表紙・裏写真：須賀次郎氏撮影
撮影年月日：2002年7月2日
撮影場所：北海道羅臼町、麻布地先
コンブ属を対象した投石礁漁場
オニコンブ（羅臼コンブ）林に蝟集するエゾメバル

機関誌「豊かな海」の題字は植村正治会長の揮亳

1
2
3
8
8
9
14
19

23
26

31
31
31
32
34
36
36

頭

巻

言

栽培漁業と推進体制
水産庁増殖推進部長

中 前

明

顔に冷たいものを感じて目が覚めたら、我が家

ー等も厳しい運営を強いられているはずです。放

の太った猫の鼻先、「お前も、やっぱりだめだろ

流種類、尾数ともかつての勢いがありません。事

うな？」。さっきまで見ていた夢の中でのこと、

業を支える系統団体も、沿岸の水揚げの低迷から

どこかの密林で絶滅が心配される見たこともない

余裕は全くない状況です。

動物を増やそうと懸命に励むチーム。はじめは、

では、栽培に対する期待はどうでしょう、昨今

小さいまま野生に放ったが、すぐに他の動物の餌

の資源管理型漁業や資源回復計画が進められる

食に。次は１年ほど飼育し、ほとんど親と同じ大

中、積極的施策の旗手は昔も今も栽培漁業なので

きさにして放ったが、今度は夜昼続く恐怖からの

す。待ったなしの資源回復のためには、何として

ストレスでダウン。自然の中で暮らすのはなかな

もここは踏ん張る必要があると思います。

か恐ろしいものです。
30年以上昔、学生の頃、趣味を兼ねて調査会社

このようなとき、何より栽培の推進体制を堅持
する必要があります。国レベル、都道府県レベル、

の下請けでの潜り。海藻のサンプリングの際、見

市町村レベル、そして各単協レベル。これがバラ

つけた大アワビ、ふと目（？）が合ったと感じた

バラになっては、とても現場のニーズに応えられ

あと、浮上し、次のダイブでは影も形もなし。の

るわけがありません。国、地方を問わず機構改革

んびり岩にへばりついているようで、実は警戒を

の嵐が吹きまくっていますが、組織の名称が変わ

怠っていなかったのではと感じた次第。野生生物

ろうともこれまで培ってきた体制を壊すわけには

おそるべし。

いきません。

さて、この 1 月に現所属になり 5 ヶ月、今更な

全国レベルの栽培漁業推進体制は、以前と比べ

がら水産振興、就中、つくり育てる漁業を取り巻

複雑なことになりました。栽培の基礎研究部門は

く環境の変化にとまどっています。何しろ、昭和

独立行政法人の水産研究所と統合されました。そ

61年から平成 3 年まで 4 年余にわたり当時の開発

して、かつての日栽協が担っていた地方との協力

課沿整計画班長として、栽培漁業班の隣で漁場づ

推進は、今、この「全国豊かな海づくり推進協会」

くりを推進してきたとき以来ですから。

に引き継がれました。国と地方の連携の促進がう

それから、13年。沿整事業は、水産公共事業と

まく行くか、協会の役割には大きいものがありま

して一本化され、栽培漁業とは別の部署で実施さ

す。大変な仕事ですが頑張っていただきたいと思

れています。栽培推進役の日栽協は独立行政法人

いますし、会員の皆様のご協力も欠かせません。

に大半が取り込まれ、一方の推進役の全振協は、

ああ、そうでした。冒頭の 2 つの話に関係して、

複数の漁港関係団体に分かれてしまいました。研

つい先日、香川県にある栽培発祥の地、屋島事業

究面で支援してきた水研も独法化するとともに、

所で成果を上げているサワラの種苗生産を見せて

相前後して増殖研究部門は大きく姿を変えてしま

もらって思うことがありました。「サワラは、水

いました。

槽の中でも野生そのもの。ちょっとでも油断する

現場は如何でしょう。長引く景気低迷から国、
地方とも緊縮予算が続き、しかも長い間の低金利、

と仲間にパクリと食われてしまうそうです。放流
しても大丈夫、うちの猫とはわけが違う。」

栽培漁業の実施母体である都道府県の栽培センタ
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豊かな海づくり雑感
三重県水産振興事業団
専務理事

朗

新年度に入り、アワビ、アコヤガイ、カサゴ種

典を担当させていただいた。当然県議会対応もあ

苗の配布、マダイ及びヒラメ種苗の中間育成場へ

り大会の意義やポスト豊かな海づくり大会等の質

の搬入等多忙な業務が続いています。

疑が中心でした。大会は好天にも恵まれ現在とく

又、6 月 1 日には、南伊豆栽培漁業センターか
ら静岡、愛知及び三重の三県の水産研究部で共同

らべては質素ではありましたが意義あるものでし
た。

で取り組まれているトラフグの調査に供する種苗

翌年からは18回にわたり県豊かな海づくり大会

30千尾が尾鷲栽培漁業センターに到着し、当セン

が沿海市町村持ち廻りで実施されて来ています。

ターで10㎝サイズまでお預かりしてイラストマー

この 5 月末に発表された本県の平成15年度の海面

標識を装着した後、7 月末に熊野市新鹿浦海岸か

漁業・養殖業の総生産量は、前年に比べ2,630ト

ら放流される事となっています。その上、玉野栽

ン増の204,703トンで全国第7位という事でありま

培漁業センターからは 6 月 9 日の早朝にガザミ

した。かつては30万トン近くであった時に比べれ

250千尾が鈴鹿サーキット近郊の鈴鹿市漁協中間

ば、およそ70％程度まで落ち込んだ状態になって

育成場に搬入される事となっており漁協青壮年部

います。

の皆さんに受入れ準備を急いでもらっています。

「豊かな海づくり」を目ざして、本県では、伊

今年に入ってからの伊勢湾の漁況は、コウナゴ漁

勢湾及び英虞湾の大規模漁場保全事業や藻場造成

は大漁で、アサリ、バカガイ、トリガイと豊漁が

事業等積極的に展開されています。又、クルマエ

続いています。中部国際空港の開港（来年 2 月）

ビ及びヨシエビの大型の中間育成施設も伊勢湾沿

を間近にひかえ造成工事等は完了し、汐の流れも

岸地域に 2 ヶ所設置すべく建設及び計画中です。

変わり心配しておりましたが、今の所は良い方向

「森は海の恋人」を合言葉に、県下系統団体をあ

に影響しているように思われます。私が「豊かな

げて「三重漁民の森造成事業」が毎年各地で実施

海づくり」に直接的に係りを持ったのは、25年程

されているばかりでなく、海の日を中心に県下一

前の県在職中の昭和54年に漁場整備係に配属にな

斉に「海と渚美化運動」も継続実施されており、

った時でした。前任者からは「楽な仕事で、のん

最近は森林組合及び農協関係者、市民やNPOの

びりやりなされ」という程度の引継でありました

皆様もこぞって参加をしていただくようになって

が、間もなく水産庁から会議の通知があり、出席

来ている状況で、豊かな海づくりの気運の国民的

して見ると第 2 次漁場整備計画策定の件でありま

な高まりを感じております。

した。翌日から計画作成に取りかかったものの栽
培漁業との関連や生産増大量の算定や関係部局と

今年度の「栽培漁業太平洋南ブロック会議」が
10月下旬をめどに、本県で開催されます。

の調整、市町村や系統団体との対応等大変な一年

水研、協会及び各県の皆さんとの情報交換等を

だった事を思いおこしております。その 5 年後の

楽しみにしています。最後に新たに発足された

昭和59年には第 4 回全国豊かな海づくり大会が志

「豊かな海づくり推進協会」のご発展をご祈念申

摩郡浜島町で開催されました。当時私は漁政課企
画調査係に配属されており大会の企画広報及び式
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市川

し上げ終わらせていただきます。

平成16年度通常総会
平成16年 5 月26日（水）午後 1 時30分より東京

議事は、第 1 号議案・平成15年度事業報告、収

千代田区のコープビル 6 階第 3 会議室において、

支計算書、財産目録、貸借対照表及び正味財産増

平成16年度通常総会は議決権を有する正会員（ 1

減計算書に関する件、第 2 号議案・平成16年度事

号会員、2・3 号会員）の全会員出席の下、開催

業計画書、収支予算書に関する件、第 3 号議案・

した。

平成16年度会費に関する件、第 4 号議案・平成16

来賓として、水産庁から弓削志郎次長、中前明

年度借入金の限度額に関する件、第 5 号議案・平

増殖推進部長、堀尾栽培養殖課課長補佐、大塚佳

成16年度役員報酬に関する件を審議し、議案は全

枝栽培養殖課課長補佐、中津達也計画課課長補佐、

員の賛同により可決・承認された。

また独立行政法人水産総合研究センターから川口
恭一理事長が臨席した。
会員の出席状況は、1 号会員である都道府県会
員は知事の代理出席28会員、委任状出席 8 会員、
2 号・3 号会員の県漁連・県漁協、栽培協会等の
団体会員は本人出席 5 会員、代理出席 8 会員、委
任状出席27会員で、全正会員の出席となった。ま
た、特別会員は 7 会員、賛助会員は21会員が出席
した。
通常総会は主催者挨拶を植村正治会長が行な
い、来賓を代表して水産庁弓削次長、水研センタ
ー川口理事長が来賓挨拶を行なった。
総会議長には愛媛県豊かな海づくり推進協会の
佐々木護会長が就任し、議事に入った。

通常総会で挨拶する植村正治会長

主催者挨拶

海づくり協会の使命は、国と会員間の
新たなニーズへの的確な橋渡し
会長理事
平成16年度通常総会の開催に当り、一言ご挨拶
を申し上げます。
本日は、会員の皆様には、何かとお忙しいご日
程をお繰り合わせ頂き、通常総会にご出席いただ
き、まことにありがとうございます。

植村 正治

席を賜り、心から感謝申し上げます。
さて、平成15年10月に社団法人全国豊かな海づ
くり推進協会が発足し、新たな協会として、15年
度下期事業を実施して参りました。
会員、水産庁、水産総合研究センターという、

また、水産庁からは、公務ご多忙の中、弓削次

栽培漁業を推進して行く新たな枠組みの中で、豊

長をはじめとして、増殖推進部中前部長、栽培養

かな海づくりを推進していく強固な諸方策の構築

殖課及び漁港漁場整備部計画課の担当官の皆様、

が求められております。

また水産総合研究センターの川口理事長に、ご臨

なんと申しましても、当協会の使命は、会員の
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ニーズを汲み上げ、国と会員の間の橋渡しを的確
に果たし、国民の理解をいただくような諸事業を

ります。
本日、皆様にご審議いただく議題は、15年度の
下期に展開した諸事業を点検し、次年度に引き継

展開して行くことだと理解しております。
この間、山積みしております、新しい事業への

ぎ・充実させ、通年ベースとしての平成16年度事

取り組み方、未加入会員の加入の促進、財政基盤

業計画案でありますが、本日ご議論いただく事業

の充実、栽培漁業が抱える諸課題を一つ一つ解決

計画が、当協会の今後の組織・事業の基礎を規定

していくための諸方策を検討して参りました。

することになるものと考えるものであります。

また、会員の意見を反映した事業を行なうため、

今後とも皆様と共に、豊かな海づくりに努め、

新たに「企画推進委員会」の設置、さらには、水

浜の活性化を図るため、尽力することをお誓いし、

産庁計画課及び水産総合研究センターからの委託

時間の許す限り慎重なご審議を賜ります様お願い

事業を効率的・集中的に実施するための体制、事

いたします。

務局の整備も行なわなければならないと考えてお

簡単ではありますが、開会のご挨拶と致します。

通常総会全景

来賓挨拶

海づくり協会と都道府県との相互連携強化で
期待される「つくり育てる漁業」の推進
水産庁次長
平成16年度通常総会に当たりまして一言ご挨拶
申し上げます。
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弓削 志郎

の進展等内外の諸情勢が大きく変化しておりま
す。

本日ご出席の会員の皆さまには、平素より我が

―方、水産庁におきましては、養殖水産物をは

国の水産施策である「つくり育てる漁業」の推進

じめとする水産物の安全確保、ブランド化の推進

にご尽力いただき改めて御礼申し上げます。

などを通じた安全で安心な水産物供給体制の構

さて、我が国水産業をめぐっては、国連海洋法

築、つくり育てる漁業や資源回復計画のよリー層

条約や日韓・日中の漁業協定の発効による本格的

の推進、担い手の確保・育成、流通・加工業の体

な200海里体制ヘの移行、周辺水域の資源悪化等

質強化などを通じた水産業の構造改革などを推進

による漁業生産の減少、担い手の減少、高齢化ヘ

しているところであります。

また、昨年10月公益法人改革により独立行政法
人水産総合研究センターと社団法人日本裁培漁業

らには直接都道府県の公益法人と系統団体とを結
ぶという重要な役割も併せ持っておられます。

協会の統合により、栽培漁業の技術開発に関し、

「つくり育てる漁業」を―層推進されるに当たり

基礎から応用、さらには実証化までを―元的に実

都道府県の相互連携が強化され、その意見を集約

施しうる体制が整備されるとともに、従来の日本

する全国団体として益々期待される役割に応えら

栽培漁業協会が担っていた栽培漁業の推進につい

れますようご尽力をお願い申し上げます。

ては、貴協会が日栽協及び全振協の役割を引き継
ぎ発展させるべく発足されました。
貴協会は、全国団体と現場である都道府県、さ

最後に、本日ご出席の皆様方のご健勝と全国豊
かな海づくり推進協会の益々の発展を祈念いたし
まして、挨拶とさせていただきます。

来賓挨拶

栽培漁業を強力に推進していくために
独立行政法人
海づくり協会との連携強化へ
水産総合研究センター
理事長

川口 恭一

ただいま水産庁次長からご説明があったとお

両者の関係は水産庁のご指導の元に正に車の両

り、私ども水研センターは昨年10月に日本栽培漁

輪として表裏一体の関係で栽培漁業を進めて行く

業と水産資源海洋開発の事業を引継ぎ、新たなス

ことが必要と考えています。

タートをしています。
従来にも増して都道府県、水産試験場、漁業者

水研センターは 5 年を単位とする中期計画が国
から認可され、基礎的な技術開発から放流効果の

団体そして漁業者と一緒になって研究開発に臨

実証をめざして技術開発に取り組んでいますが、

み、使って頂く技術を開発して国民のご理解を頂

その最終的な成果を都道府県、漁業者団体そして

くような仕事をするよう考えております。

漁業者といった現場で活用して頂くことによっ

当協会は栽培漁業を中心として幅広く沿岸漁業振

て、栽培漁業が完結するものと考えております。

興のために活動していることに敬意を表する次第
です。
豊かな海づくりを進めるためには、3 つの要素
があると理解しています。
1 つ目は、水産生物が生育する漁場の維持・保
全、創造が必要であること。
2 つ目には、同時に栽培漁業を中心として資源
を増強していく必要があること。

私どもは現場に役立つ技術開発が水研センター
に課せられた使命であると認識しており、技術開
発で得られた卵・種苗等の副産物を、海づくり協
会を通じて全国で展開されている栽培漁業の現場
に活用して頂くことによって、これを集約して水
研センターの栽培漁業の技術開発に還元してもら
いたいと考えています。
併せて、水研センターから栽培漁業の統計資料

3 つ目には、資源を適正に管理すること。これ

の作成、研修会の開催等の仕事を海づくり協会に

らが三身一体となってこそ豊かな海づくりが進む

委託することによって、海づくり協会との連携を

ものと理解しています。

更に強化して行きたいと思っております。

水研センターと海づくり協会の関係を考える

こういった仕事をこれから効率的・効果的に進

と、特に栽培漁業を推進する上で非常に密接な関

めていくため、皆さんのご理解とご協力をお願い

係を持っており、水研センターが行う基礎的技術

したいと思います。

開発と放流に関する技術開発を海づくり協会が現

最後に、海づくり協会が栽培漁業を中心に豊か

場に適用し、普及啓発を進めていくという関係に

な海づくりの全国の推進役として益々発展される

あります。

ことを祈念して挨拶に変えさせて頂きます。
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平成16年度事業計画
水産基本法の基本理念である、水産物の安定供給の

廉で利活用するためのシステムを構築する。

確保と水産業の健全な発展を図る上で、水産動植物の

種苗交換を実施している香川県、岡山県のクルマ

増殖を推進することが重要施策として位置づけられて

エビとヨシエビ種苗、および山口県、福岡県、大分

いる。

県のヒラメ、マコガレイ、クルマエビ、ガザミ等の

当協会は、つくり育てる漁業である栽培漁業を中心

種苗を対象に現状を調査し、昨年度実施した種苗交

とした豊かな海づくりを実践していくため、新たな推

換の実態調査を踏まえ、今後のシステム構築に向け

進体制の中で会員、水産庁、水研センター等と十分な

た基礎資料を収集し、今後の構築条件などの検討を

る連携を図りつつ、水研センターが開発した各種栽培

行う。

漁業技術の漁業者への定着促進について、積極的にそ
の役割を果たしていく必要がある。

３

漁協等実践活動助成事業

また、豊かな海づくりに関する浜の声、会員の要望

豊かな海づくりの地域への定着を促進するため、地

を会員相互の連携のもとに具体化して積極的に推進す

域で実践可能な栽培漁業等の活動に対する支援を行う

る中で、全国的な栽培漁業推進体制の維持、強化を図

とともに、成果事例を積極的に普及することにより、

るため、関係機関の合意形成を基に新しい栽培漁業を

漁協等における栽培漁業等への取り組みの活性に努め

推進する体制づくりが課題となっている。

る。

これらの状況を踏まえ、当協会の今年度事業計画は

対象漁協等の栽培漁業等への活動結果を整理取りま

通年度事業として、将来の当協会の有るべき姿を規定

とめ、その実践活動に対し助成を行うとともに、成果

することとなる重要な年度計画であるとの認識に基づ

事例を印刷刊行し関係機関に配付する。

き、下記のとおり事業を行なうこととしたい。

また、平成17年度の実践活動事業への助成要望を募集
し、対象となる漁協等の選定を行う。

１

豊かな海づくりの企画推進
水産庁、水研センター及び当協会等栽培漁業を推進

４

する新たな枠組の中で、豊かな海づくりを的確に推進

人材バンク
全国の水産試験場、栽培漁業センター等を対象に、

していくために、各ブロックから選出される委員や水

放流種苗の中間育成や放流効果調査等つくり育てる漁

研センター等の実務者を中心に構成される「企画推進

業に関する専門的知識を有し、栽培漁業の推進に精通

委員会（仮称）」を組織し、豊かな海づくりを推進して

している人物を確保し、栽培漁業技術の開発、栽培漁

いくに当たっての事業・組織のあり方等を検討し、そ

業に関する情報提供、種苗配付検収業務等幅広く栽培

の結果を協会業務に反映する。

漁業の推進に寄与する人材の確保を図るために人材バ

また、豊かな海づくりに関して会員が行う事業を促

ンクを構築する。

進するため、全国会議及びブロック会議の開催等につ
いて協力・参加する。
（新規）

５

広報事業
栽培漁業を始め、つくり育てる漁業をモチーフに平

２

栽培漁業広域連携推進事業

（1）広域・入り会い海域等における放流条件調査等支

成17年度版カレンダーを作成し、会員及び関係機関等
に配付する。

援事業
共通の資源を増殖するための栽培漁業を推進する

ホームページの逐次更新を行い広く協会事業の広報
に努める。

には、効果調査等が効果的に実施できるような進行
管理が必要となっている。
このため、複数の都道府県及び入り会い海域等に
おいて実施される栽培漁業をより円滑に実施するモ

協会の活動状況や豊かな海づくりに関する課題を会
員等に周知するとともに、交流の場として活用する機
関紙「豊かな海」を年 3 回発行し、会員及び関係機関
等に配付する。

ニタリング推進体制の構築や栽培漁業の実施に必要
な都道府県間の調整等を含む広域協議会を設置し、
計画及び調査結果の検討を行い、事業の効果的な推
進を図る。
（2）種苗等の需給調整・安定供給システム構築条件調
査
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６

技術研修普及事業

（1）豊かな海づくりに関する現地研修会の開催
会員である都道府県等の栽培漁業協会や市町村、
漁業者団体等を対象として、栽培漁業関連技術や豊
かな海づくりに関する技術の普及・定着を図るため、

都道府県相互の種苗等の融通や需給調整を組織的

現地研修会に関する会員からの要望を取りまとめの

に実施することにより、生産不調時の種苗等の相互

上、講師の選定や日程等を調整して、複数回開催す

補完を含め、遺伝子に配慮した種苗等を安定的に低

る。

（2）全国豊かな海づくり推進講習会（仮称）の開催準

「効果的な漁場造成・管理のあり方に関する調査」

備（新規）

漁場造成の成功要因分析、優良事例文献整理及び

技術研修のための現地研修会、中央研修会の開催

実績整理調査を行い、今後の効果的な漁場造成と管

に加え、豊かな海づくりに関する時事の解説、事業

理のあり方等を検討し、漁場造成の計画主体・管理

及び予算の仕組み、漁協等実践活動の報告並びに会

主体等の参考に資するため、昨年に引き続きモデル

員の事業の事例紹介等を内容とした講習会を開催し、

地区調査等を実施する。

事業の円滑な推進を図る。
本講習会は、講習内容を設定し、会員、漁業団体

（2）水産基盤生物環境調査委託事業（水産庁漁港漁場
整備部計画課から委託）

等に広く参加者を募り、年 1 回開催する。
（新規）

「アワビ稚貝に適した増殖基質調査」

（3）栽培漁業の普及・啓発活動への支援事業

天然海域での基質の性状別の稚貝分布や基質の生

各都道府県において、栽培漁業の普及啓発活動と

物的な条件等を明らかにし、稚貝の着生に適した増

して行われている、いわゆる「都道府県版・豊かな

殖場造成手法を検討するため、モデル海域において

海づくり大会」の実態を調査し、今後の栽培漁業の

実験的に数種類の基質を設置し稚貝の着生に適した

推進の必要性と重要性を広く県民等にアピールして

基質の調査等を実施する。

いく有意義な活動への支援を実施する。
（新規）
10 委託事業
７

豊かな海づくりの施策提案活動
全国漁業協同組合連合会、社団法人全国漁港漁場協

会、社団法人大日本水産会等々関係団体と連携し会員
である都道府県や特別会員、関係団体と一体となって
平成17年度「豊かな海づくり」関係の情報の収集に努

次の水研センター委託事業を実施する。
栽培漁業推進対策等委託事業（独立行政法人水産総
合研究センターから委託）
（1）栽培漁業の実証に関すること
①

水研センターの技術開発で副次的に得られた種

めるとともに、全国町村水産振興対策協議会が開催す

苗等を用いて都道府県、漁協等において水研セン

る「全国市町村水産業振興対策協議会総会」に参加し、

ターが開発した技術の実証を行うため、全国の都

豊かな海づくりの施策を推進するために必要なアピー

道府県を対象に調査し、実施計画の立案、調整、

ルを行う。

現地指導、とりまとめ等を行う。また、都道府県

栽培漁業等豊かな海づくりの推進に関する関係者の
提言等の内容を、水産関係誌に掲載する等、当協会の
取り組む事業や将来計画等を広く国民に提案し、支
援・協力を求める。

等が実施した技術の実証試験について結果を取り
まとめ、報告書を刊行・配布する。
②

これに伴い、上記業務の遂行に必要な情報収集

等の付帯する業務を行う。
③

８

全国豊かな海づくり大会推進事業

（1）昭和56年から開催されている「全国豊かな海づく

ブロック会議では、開催に関する事務を行う。

（2）栽培漁業種苗生産、入手・放流実績データの収集
及び刊行に関すること

り大会」の開催について、豊かな海づくり大会推進

水研センターが都道府県を対象に実施している種

委員会の一員である全国漁業協同組合連合会と連携

苗生産、入手・放流実績のデータを収集して整理を

のもと、10月 3 日（日）に香川県高松市で開催され

行うとともに、印刷物として都道府県等へ配布を行

る第24回全国豊かな海づくり大会開催に対し、ポス
ター等による大会趣旨の普及・啓発、功績表彰行事
の支援を行う。
（2）昭和56年に大分県で第 1 回大会が開催されて以来、
平成17年度神奈川県大会が25回目の大会に当たるこ
とから、今までの「大会を振り返り、大会の特徴等
を記録し、今後の大会に資する」ため、全国豊かな
海づくり大会推進委員会と連携し、大会の開催に献

う。
（3）栽培漁業の普及に関すること
①

全国の栽培漁業の事例について収集・取りまと

めを行い、成果物の広報・配布等を行う。
②

水研センターで所有している栽培漁業に関する

ビデオ及びスライドの貸出業務を行う。また、栽
培対象種のスライド制作を行う。
③

各種の行事において、種苗やパネル等の広報材

身的に携われた方々を中心とした座談会を開催する

料の展示に関する業務及び体験放流を実施し、水

とともに記念出版等の準備を行う。
（新規）

研センターの技術開発結果を広報する。
④

９

国庫委託事業
次の国庫委託事業を実施する。

栽培漁業の基礎的な技術の普及のため、栽培漁

業中央研修会の開催事務である参加希望者の集約、
テキストの印刷、配布等を行う。

（1）水産基盤整備基準調査委託事業（水産庁漁港漁場
整備部計画課から委託）
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平成16年度第1回理事会開催
平成16年度第 1 回理事会を平成16年 5 月26日

平成16年度会費に関する件、第 4 号議案・平成16

（水）午前11時から東京千代田区のコープビル6階

年度借入金の限度額に関する件、第 5 号議案・平

第 2 会議室で開催した。

成16年度役員報酬に関する件、第 6 号議案・会員

理事会には来賓として、水産庁から栽培養殖課

の加入・脱退に関する件、第 7 号議案・諸規定の

の長尾一彦課長、堀尾保之課長補佐、大塚佳枝課

制定に関する件、第 8 号議案・その他（当面の日

長補佐、漁港漁場整備部計画課の中津達也課長補

程）を審議し、議案は全員の賛同により可決・承

佐、また、独立行政法人水産総合研究センターか

認された。

ら古沢徹理事が臨席し、来賓挨拶を長尾課長が行
った。

特に、第 7 号議案では、平成16年度事業計画に
おいて「水産庁、水研センター及び東京回答栽培

出席理事は、選出理事23人（欠員 1 人）のうち、

漁業を推進する新たな枠組みの中で、豊かな海づ

本人出席 6 人、代理（知事の代理等）出席11人、

くりを的確に推進するために、各ブロックから選

委任状出席 5 人で、森勘一幹事が出席した。

出される委員や水研センター等の実務者を中心に

議事は、第 1 号議案・平成15年度事業報告、収

構成される「企画推進委員会｣を組織し、豊かな

支計算書、財産目録、貸借対照表及び正味財産増

海づくりを推進していくに当たっての事業・組織

減計算書に関する件、第 2 号議案・平成16年度事

のあり方等を検討し、その結果を協会業務に反映

業計画書、収支予算書に関する件、第 3 号議案・

する」ため、「企画推進委員会規約｣を設定した。

平成15年度第3回理事会
平成16年 3 月26日（金）午後13時30分から平成

全体が厳しい環境の中、期待が大きくなっている

15年度第 3 回理事会を東京都千代田区内神田のコ

こと、そのために、関係都道府県が揃って海づく

ープビル 6 階第 2 会議室で開催した。

り協会に参加することが必要であること、水産庁

開会にあたり、植村正治会長は「出席者への謝
辞のあと、社団法人全国豊かな海づくり推進協会
（以下「海づくり協会」という。）が昨年10月発足

いきたい等」の挨拶があった。
出席した来賓は、栽培養殖課堀尾課長補佐、

以来未加入会員の加入促進、事業のあり方、組織

課長補佐、計画課中津課長補佐、水研センター栽

の充実のための検討を行っていること、会員のニ

培漁業部福永次長であった。

ーズを汲み上げ、独立行政法人水産総合研究セン

理事会の出席状況は、現在の理事数22名である

ター（以下「水研センター」という。）及び国の

が、本人出席、代理出席、委任状出席により理事

協力のもと栽培漁業に関する諸課題を具体的な事

全員、森勘一監事（福岡県漁連会長）であった。

業として実施して行く旨」の挨拶を行い、出席の
来賓を代表して水産庁資源増殖部中前明部長が、
「過去に沿整事業を担当し栽培漁業との連携で沿

協議した議事は、第 1 号議案

平成15年度事業

概要（案）に関する件、第 2 号議案

平成16度事

業計画（案）に関する件、第 3 号議案

平成16年

岸漁業振興策の両輪として事業を実施してきた経

度通常総会付議事項及び開催に関する件、第 4 号

緯があること、また、昨年日本栽培漁業協会の技

議案

術開発部門が水研センターに統合されたことに伴

会員加入承認に関する件、第 6 号議案

い、新たに（社）全国沿岸漁業振興開発協会を母
体として海づくり協会が発足し、大きく時代が変
わったと認識していること、しかしながら依然と
して栽培漁業が沿岸漁業の推進の柱であり、漁業
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は財政的に厳しい中ではあるが最大限協力をして

平成16年度会費に関する件、第 5 号議案
その他

（当面のスケジュール）であった。
各号の議案について説明し審議してた結果、全
員異議無く了承された。

1

青森県における栽培漁業への取組みについて
（ヒラメ王国の復活、そして次なる取組みへ）
青森県農林水産部水産振興課栽培・資源管理グループ
主

１．漁業を取り巻く環境

幹

吉

田

由

孝

本県においても沿岸漁業の振興がより重要とな
っており、将来にわたって安定した漁業が展開で

青森県は、本州最北端にあり、太平洋、津軽海

きるよう、豊かな漁場を守り、つくり育てる漁業

峡、日本海と三方を海で囲まれ、海岸線は、青森

や資源管理型漁業の推進に努めているところであ

と東京間の距離とほぼ同じ747kmで、さらに、全

る。

国有数の内湾である陸奥湾を有し、それぞれの海
域特性を生かした漁業が営まれている。

２．栽培漁業推進のための研究・指導体制について
本県のつくり育てる漁業の推進にあたっては、
技術開発研究を県の研究機関（県水産総合研究セ
ンター、同センター増養殖研究所）で行い、技術
開発された種の量産を県栽培漁業センター及び市
町村、漁協等で実施している。また、栽培技術等
の普及・指導を県内 4 地域に配置されている水産
事務所及び水産業改良普及所で担っている。

（水産振興課HP http://www.pref.aomori.jp/suisan引用）

青森県における海面の漁業生産は、農林水産統
計によると、平成14年では総生産量30万5,908
トン、生産額573億4,700万円で、総生産量では北
海道、宮城県に次いで第 3 位、生産額で第 7 位と
なっている。
昭和55年に比べると総生産量が約半分となって
おり、特に遠洋・沖合漁業の減少が著しく、沿岸
漁業・養殖業の割合が多くなってきている。
青森県の海面漁業・養殖業生産の推移

また、生産額を魚種別で見ると、イカ類が最も

ここでは、特に、本県の栽培漁業を推進するう

多く、次いでホタテガイ、マグロ類、サケ類、ヒ

えで重要な役割を担っている県水産総合研究セン

ラメの順となっている。

ター増養殖研究所と県栽培漁業センターの施設や
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業務内容等についてご紹介する。
（1）県水産総合研究センター増養殖研究所
（写真・内容を増養殖研究所要覧から引用）

①

沿革
昭和24年

むつ市大湊に県水産試験場陸奥
湾分場として発足

昭和27年

陸奥湾水産増殖研究所に改称し
独立

昭和41〜42年 現在地（平内町）に新設移転
昭和43年

県水産増殖センターとして業務
開始

昭和48年

陸奥湾海況自動観測システム開
始
（増養殖研究所飼育実験棟内 作業風景）

平成 3 〜 4 年 全面新築（工事費約30億円）
平成15年

究センター増養殖研究所に改名
②

詳しくは、増養殖研究所のホームページをどう

機構改革により、県水産総合研

ぞ。（http://www.net.pref.aomori.jp/zoshoku）

組織
所長、研究調整監、庶務（ 4 名）、下記 4 部、

（2）県栽培漁業センター

試験船なつどまり（ 5 名）
、階上駐在（ 1 名）

（写真･内容を栽培漁業センター要覧から引用）

（浅海環境部 4 名）陸奥湾の海況と漁場環境、ホ
タテガイなどの貝毒に関する調査研究
（ほたて貝部 4 名）ホタテガイを主とした貝類の
増養殖に関する研究やホタテガイの天然採苗
と増殖管理情報の提供
（魚類部 5 名）特産魚類の種苗生産・放流技術の
開発、海産魚類の防疫対策・指導
現在、マダラ、マコガレイ、ウスメバルの
技術開発に取り組んでいる。
（磯根資源部 5 名）磯根資源の増養殖と漁場管理
の技術開発、藻場造成に関する研究

①

沿革
昭和53〜55年 県栽培漁業センター・アワビ種

現在、主としてマコンブ、ホンダワラ類、
アオワカメに取り組んでいる。
③

施設

苗生産施設建設
昭和56年

青森県栽培漁業公社を設立
し、アワビ栽培事業開始

昭和62〜平成 2 年
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ヒラメ種苗生産・中間育成

1
栽培漁業センター本所配置図

←アワビ稚貝飼育施設

ヒラメ→
稚魚飼育棟

施設建設

３．栽培漁業への取組み事例

昭和62年

青森県栽培漁業振興協会設立

平成 2 年

栽培協会がヒラメ栽培事業開始

200海里時代に入り、本県も沿岸漁業振興のた

平成13年

公社を解散し、協会がアワビ栽

めに、つくり育てる漁業への取組みを推進するこ

培事業を引き継ぐ

ととなり、昭和56年度からの

②

青森県栽培漁業公

組織（社団法人青森県栽培漁業振興協会）

社によるアワビ種苗生産を皮切りに市町村、漁協

理事長、副理事長、専務理事（常勤）、理事

による種苗生産・放流への取り組みも進められ、

16名、監事 3 名、職員 6 名（総務室 1 名、栽培

現在では、 青森県栽培漁業振興協会他 4 市町村、

部 5 名：うち 1 名県派遣）

4 漁協において、アワビ、ヒラメ、ウニ類、クロ

栽培部では、アワビ種苗生産・有償配布（殻

ソイ、マダラ、マナマコ等の種苗生産・放流に取

長20〜30㎜約100万個目標）とヒラメ種苗生

り組んでいる。これらの取組みのうち、全国豊か

産・放流（全長50〜80㎜200万尾以上目標）を

な海づくり大会において、平成11年の第19回大会

実施している。

で

③

施設

青森県栽培漁業振興協会のヒラメへの取組み

に対して栽培漁業部門の大会会長賞が、また、昨
年の第23回大会では、青森市のナマコへの取組み
に対して水産庁長官賞が授与されたところであ
る。
県内種苗生産施設における生産状況

また、県の第 4 次栽培漁業基本計画では、エゾ
アワビ、ホタテガイ、ヒラメ、クロソイ、マダラ、
カレイ類、アイナメ、メバル類、マナマコ、ウニ
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類を栽培対象種としているが、これらのうち、県

種苗生産技術と魚類防疫士の技術をもとに、とに

増養殖研究所において、ヒラメに次ぐ栽培種とし

かく魚をこまめに観察することを心がけ、何とか

て現在マダラ、マコガレイ、ウスメバルの技術開

足手まといにならず、放流計画である全長50㎜サ

発に取り組んでいる。

イズ（平成 8 年からは一部80㎜とする）200万尾

これまで、青森県と言えば「ヒラメ」が全国的
に栽培事例として紹介されているところであるが、

以上の種苗を放流することができた。
当時の栽培漁業センター職員の誰もが、初めて

今回も本県の栽培漁業の基盤となったヒラメ栽培

の100万尾規模での生産ということで不安は大き

漁業への取組みについてご紹介させていただく。

かったと思うが、それ以上にフロンティア精神が

また、現在技術開発している中から、本県特産
種として今後期待されているウスメバルについて
もご紹介する。

上回り、やる気に満ちあふれていた。
折しも、この年には、第10回全国豊かな海づく
り大会が本県三沢市の三沢漁港で開催され、初め
て生産されたヒラメの稚魚が、天皇・皇后両陛下

（1）ヒラメ栽培漁業への取組み

の御手から放流され、ヒラメ栽培漁業の第一歩を

本県では、昭和47年以前は、専ら貝や藻類の種

記すこととなった。

苗生産に取り組んでいたが、昭和48年にヒラメ種

その後、種苗生産・放流は、毎年計画以上の実

苗生産試験に着手し、以後、昭和53年に量産技術

績をあげ数字上は順調であったが、現場では、良

開発試験、昭和55年に海中中間育成試験、昭和58

質卵の確保、生物餌料の安定培養、仔稚魚の疾病

年に放流技術開発試験へと取組みを進め、さらに

対策、体色異常魚の防止対策、生産コスト削減・

日本栽培漁業協会宮古事業場（現在の

水産

総合研究センター宮古栽培漁業センター）の強力
なバックアップにより、平成 2 年度からの大量生
産事業への取組みに至った。
なお、フィールド調査も昭和46年以降本格的に
ヒラメ分布等の生態調査を実施していた。
この間、本県のヒラメ漁獲量は、昭和51年から

省力化のための効率的飼育技術の開発等その苦労
が大変であったのは言うまでもない。
本県のヒラメ漁獲量は、平成 2 年には200トン
台まで落ち込んでいたが、このようにして取り組
んできたヒラメ栽培漁業と資源管理措置により、
その後毎年右肩上がりに漁獲が回復し、平成 5 年
には漁獲量日本一に返り咲き、平成 8 年以降 1 千

昭和58年までは全国一の漁獲量であったが、昭和

トン以上を維持してきた。（昨年は残念ながら、

56年以降漁獲量の減少が続いていた。

大型クラゲの影響で 1 千トンを若干下回った。）

そして、種苗量産の見通しがつき、放流効果が
期待でき多くの漁業者が恩恵を受けることのでき
るヒラメの事業化を内容とする「ヒラメ栽培漁業
計画」が策定（昭和62年 3 月）され、昭和62年 4
月に

青森県栽培漁業振興協会が設立、さらに、

同年７月に県の魚に「ひらめ」が指定された。
当協会は、全国に先駆けての第三セクター方式
で、県、沿岸全市町村、沿岸全漁業協同組合等全
ての関係機関が会員となって、8 億円の基金造成
や施設整備等を実施した。また、漁業者負担（現
在はヒラメ漁獲金額の 5 ％）、資源管理措置（全

協会には、毎年 2 千人以上の見学者が訪れてお

長、漁具等漁獲規制）についてもいち早く取り入

り、また、ヒラメ種苗放流式も毎年開催し、栽培

れ、まさしく、関係者一丸となった取組みでヒラ

漁業のPRにも努めている。放流式では、将来を

メ栽培漁業をスタートした。

担う子どもたちによる体験放流も行っており、

この平成 2 年には、幸か不幸か筆者は、栽培漁
業センター駐在を命ぜられ、種苗生産現場の最前
線を担うこととなった。初めての海産魚の種苗生
産であったが、それまでに経験していた内水面の
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（漁獲推移：「未来につなぐ資源管理2004」より引用）

「つくり育てる漁業」が引き継がれていくことに
期待しているところである。

1
産地である小泊村で中間育成し、ほとんど斃死す
ることなく、今年の 5 〜 6 月に初めて標識放流す
ることができた。
さらに、今年度は昨年度の倍以上となる約10万
尾の産仔魚を得ることができ、現在、中間育成に
向けて順調に飼育中である。このウスメバルにつ
いては、さらなる技術開発により、次期の栽培対
（小泊村幼稚園児によるヒラメ稚魚放流）

象種として、期待が高まっている。

（2）ウスメバルの技術開発について
本県のウスメバルの漁獲量は全国一で、特に全

（飼育３ヶ月、全長50㎜
のウスメバル稚魚：増
養殖研究所から提供）

県の 8 割ほどを日本海側の津軽海峡寄りで漁獲し
ており、東京の築地市場では、「海峡メバル」と
いうブランド名で高い評価を得ている。
４．今後の課題など

栽培漁業を推進するため、本県ではこれまでに
20種類以上の魚介類の放流種苗の生産技術開発に
取り組んできた。その中で、現在大量生産・放流
しているのは、ヒラメ、アワビ、ナマコ、ウニの
4 種類である。
（漁獲推移：「未来につなぐ資源管理2004」より引用）

生産技術ができても、それを事業化するために
は、放流効果の実証と運営資金がなければならな

当種は、昭和53年に1,045トンの漁獲があった

い。特に、近年の栽培漁業を取り巻く情勢は厳し

が、その後急速に減少し、最近10年間の漁獲量は

く、現在大量放流している栽培対象種でも放流を

268〜646トンの間で推移している現状にあり、第

止めざるを得ないようなこともあり得るのではな

4 次の基本計画で技術開発対象種として取り上

どと考えると悲観的になってしまう。

げ、県増養殖研究所で平成13年度から試験に着手
した。

しかし、一方では、環境や資源の回復、安全・
安心な食の確保が求められており、改めて、栽培

最初に行ったのが親魚の確保であったが、ウス

漁業の果たす役割を見つめ直し、漁業関係者だけ

メバルは水深80〜150mの深みに生息することか

でなく、広く一般の方々にその役割を認識してい

ら天然親魚の確保が難しく、石川県の能登島水族

ただくことによって、道は開けて来るのではとの

館と本県の浅虫水族館から、天然稚魚を育成した

期待もある。

親魚を提供していただいた（種苗生産の現場では、
関係機関との連携が大切）
。

本県では今、「攻めの農林水産業」を掲げ、販
売戦略に力を注いでいる。そのための資源づくり

この親魚の養成にあたっては、特に水温管理が

が必要であることは言うまでもない。幸いにも本

重要であり、夏は冷却装置により15℃以下に、冬

県には恵みの海がある。多くの関係者の努力によ

は10℃以上に保つよう水温コントロールを行った。

り築いてきた「つくり育てる漁業」の基盤もある。

このようにして養成した親魚から、平成14年 5

資源管理も浸透してきた。これらを財産として、

月に初めて約 3 万尾の仔魚を得ることができた。

ヒラメに取り組んだ当初の意気込

しかし、2 週間経たない内にほとんどが斃死し、

みを復活させ、技術の裏付けによ

残念ながら飼育は打ち切られた。

り、国民の皆さんの理解を得て、

平成15年に 2 度目の種苗生産を試みたところ、

栽培漁業への投資を促し、かつて

約47千尾の仔魚が産まれ、約15千尾（全長45㎜）

の豊かな海が開かれることを思い

の稚魚を生産することができ、「海峡メバル」の

描いて筆を置きたい。
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2
開かれた研究機関を目指して
＝分散していた機能を再編、統合＝
鹿児島県水産技術開発センター
平成 7 〜 8 年度

基本計画基礎調査

平成 9 〜10年度

土地造成

平成11年 3 月

基本計画

鹿児島県水産技術開発センターは、水産試験場

平成12年 3 月

基本設計

（鹿児島市）、同内水面分場（指宿市）、栽培漁業

平成13年 2 月

実施設計

センター（垂水市）に分散していた機能を再編・

平成13年 9 月

建築工事着手

統合した総合的な試験研究施設で、平成16年 4 月

平成16年 3 月

竣

はじめに

工

1 日にオープンしました。
当センターは、新たな試験研究の拠点として、

施設の概要

多様化・高度化する試験研究ニーズに対応した技
術開発や、他の研究機関等と連携した開かれた研

（1）所 在 地

鹿児島県 指宿市 岩本

究機関を目指しています。

（2）敷地面積

約 45,000 ㎡

（3）建物面積

約 12,600 ㎡

沿

革
平成 6 年 6 月

本
基本構想

館

約 4,000 ㎡

飼育４棟

約 6,000 ㎡

魚病ｾﾝﾀｰ

約

鹿児島県水産技術開発センター全景（平成16年４月１日オープン）
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500 ㎡

2
加 工 棟
（4）総 工 費

約

500 ㎡

約 91 億円

漁船漁業向けの地理情報や気象情報をネットワ
ーク化して、リアルタイムな情報提供を行いま
す。

事務機構
（2）親魚棟の充実
水温や照度等の制御が可能な親魚棟の整備に
より、良質で安定した採卵による種苗生産技術
の開発を行います。

親魚槽の200トン円形水槽

（3）淡水・海水の双方を利用可能な施設整備
施設の特徴

旧内水面分場の施設を実験地として併用する
ことで、通し回遊性魚介類の飼育実験や種苗生

（1）漁業情報システムの整備

産試験を行います。

従来の漁海況や赤潮情報などに加え、新たに

漁業情報システムのネットワークイメージ
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研究の方向
当センターは、21世紀新かごしま総合計画に基
づき、「活力と魅力に満ちた水産業の振興」を図
るため、新たな施設の機能を最大限に活用して
「明日を開く新技術の開発」に積極的に取り組む
とともに、着実な研究成果の普及に努めます。
（1）漁業情報の迅速な提供
漁海況や赤潮情報など、漁業情報システムの

サバヒーの親魚

円滑な運用を図るとともに、研究成果をインタ
ーネット等で迅速に提供します。

（4）海面施設の整備
海面生簀の整備により、栽培漁業や養殖業の

（2）適切な資源管理と有効利用の推進

中間育成など、各種の飼育実験を行います。

① 重要資源の生態や資源動向を調べ、資源管
理手法の開発を進めます。

（5）開放型実験施設の整備
水産加工利用棟は、オープンラボラトリーと
して整備しており、加工業者等に施設や機器を

② 魚礁調査等により、効果的な人工魚礁の漁
場造成手法の開発を進めます。
③ 内水面における有用資源の生態調査や増殖

開放し、加工技術向上の支援を行います。

手法の開発を進めます。

水産加工利用棟

（6）研修機能の充実
従来の漁業研修機能に加え、パソコンを活用

漁業調査船「くろしお」200トン

した研修を充実するほか、一般県民の施設見学
に対応するなど、開かれた研究機関として運

営

します。

漁業調査船「おおすみ」63トン

ザ・漁師塾の体験学習風景
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2
（3）種苗生産技術の研究開発

（5）藻場造成技術の研究開発

海産魚介類、通し回遊性魚介類、内水面魚介
類の生産技術や放流技術の開発を進めます。

磯焼け地帯の環境把握に努めるとともに、藻
場造成手法の開発を進めます。

磯

焼

け

藻

場

調

査

親魚棟の生物濾過装置（左）と電解殺菌装置（右）

（6）水産加工、品質管理に関する研究開発
開放型実験室である水産加工利用棟を活用し
て、生産者自らの新製品開発や低・未利用資源
の有効利用に関する技術開発を進めます。
（7）後継者の育成・確保、就業者の資質向上
ナンノクロロプシスの屋外培養槽（左）と濃縮装置（右）

就業希望者、着業者を対象に、充実した視聴
覚機材やパソコン等を利用して、内容を充実し
た効果的な漁業研修と、研究成果の普及に努め
ます。
栽培漁業の取り組み

ワムシ自動培養槽

魚類種苗生産棟

鹿児島県では、これまで多種類の海産魚介類の
種苗生産や放流の技術開発に取り組んできまし
た。
現在は、スジアラ、カサゴ、シラヒゲウニ、ヤ
コウガイの種苗生産や放流の技術開発に取り組ん
貝類種苗生産棟の循流水槽（左）と多段式水槽（右）

でいるほか、マダイ、ヒラメ等の放流効果調査に
取り組んでいます。

（4）養殖技術の研究開発
① 養殖業の経営安定を図るため、種苗生産技
術の開発を進めるほか、低コスト・環境負荷
低減の飼料開発や、健康で安全安心な魚づく
りの技術開発を進めます。
② 養殖漁場の環境保全を図るため、有害赤潮
や貧酸素による被害の防止対策の開発を進め

カンパチ仔魚（養殖用）

スジアラ仔魚

シラヒゲウニ

ヤコウガイ

ます。

今回は、長年の研究により、事業量（放流規模）
の考え方を整理した鹿児島湾のマダイ放流を紹介
赤潮プランクトンを捕食する鞭毛虫の一種

します。

17

鹿児島湾におけるマダイの栽培漁業
（1）放流の経緯
鹿児島湾におけるマダイ資源培養の試みは昭和
49年に湾奥域で始まり、昭和55年からは湾内18カ
所を対象に100万尾規模の放流事業が展開されま
した。

図４

鹿児島湾内のある年のマダイ放流尾数と
その４年後の放流魚漁獲量との関係

その結果、天然魚の漁獲量と放流魚の漁獲量の
関係から、放流魚の漁獲量が50トン程度までは放
流魚の漁獲量の増加に伴い全体の漁獲量も増える
が、それを超えると天然魚が減ってしまい、全体
図１

天然・放流別漁獲量と放流尾数（鹿児島湾内）

（2）放流効果

としては漁獲量が150〜200トンで頭打ちとなるこ
とがわかりました。このことから、本湾において

鹿児島湾のマダイは放流効果が高く、全国的に

は、放流魚の漁獲量が50トンとなるような放流規

も高く評価されてきました。例えば、平成 3 年放

模が放流効果を最大限に発揮できる適正規模と考

流群の、放流後 9 年間の累積回収率は 9 ％、総水

えられ、またそれを実現するための放流尾数は70

揚げ金額と種苗放流単価との比率は約 8 倍と推定

〜80万尾であると推定されました。

されています。
（3）環境収容力と適正放流尾数
鹿児島県では、鹿児島湾におけるマダイに関す
る永年の研究により得られたデータから適正放流
量の考え方について検討しました。

（4）今後の課題
本湾でマダイ資源を持続的に利用するために
は、上記の検討結果を参考に、今後も放流を継続
する必要があります。また、漁業者と遊漁者が一
体となって放流や資源管理に取り組む体制の構
築、放流経費負担のあり方の検討、放流効果を高
めるための適正放流の実践等も重要です。さらに、
遺伝的多様性に配慮した

責任ある栽培漁業

と

して事業を実施する必要があり、現在、マイクロ
サテライトDNA解析による鹿児島湾産マダイの
遺伝的多様性の評価に取り組んでいます。

図２

放流魚漁獲量と天然魚漁獲量の関係（鹿児島湾マダイ）

問 い 合 わ せ 先
鹿児島県水産技術開発センター 企画研修部
住所；〒891-0315 指宿市岩本字高田上160-10
電話；0993-27-9211、 FAX；0993-27-9218
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ； suisan@kagoshima.suigi.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ； http://kagoshima.suigi.jp/
図３
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放流魚漁獲量の増加と全体の漁獲量の関係

寄

稿

資源管理の取組について
水産庁管理課資源管理推進室長

長谷
１

はじめに

成人

また、江戸時代以来の我が国独自の漁業慣行を

4 月 1 日 付 けで水産庁の中で沿岸沖合課から

近代法として初めて集大成した明治34年の漁業法

現在のポストに異動したところ、何人もの人から

においても、13条には地方長官は水産動植物の繁

「漁業調整から資源管理に異動してどうですか？

殖保護又は漁業取締の為、禁止期間や禁漁区等の

違うでしょう？」と声を掛けられた。それに対し

規制、水産動植物に有害な物質の遺棄の規制等を

ては、「いやそれほど変わりません。本来、漁業

命令できるとの根拠がおかれている。また、水産

調整と資源管理は一体のものですから。」と答え

動植物の繁殖保護等のため漁業権を制限、停止、

たり、あるいは「そんなに違いません。でも、資

取消できるとの規定（ 9 条）、溯河魚類の通路を

源管理は資源論で難しい数式が出てくるところが

害する場合工作物の設置を制限、禁止したり除外

違いますね。ここのところ、足し算と 2 の割り算

工事を命じることができるとの規定（14条）や水

しか使っていなかったから大変です。」などと答

産動植物の繁殖保護に必要なら13条や14条の規制

えている。

は公有水面に通ずる私有水面にも適用できるとの
規定（16条）も置かれていて、資源の繁殖保護へ

2 資源管理は漁業調整？

の目配りは相応にされている。13条の有害物質の

国連海洋法条約に集大成されている欧米流の漁

遺棄の規制や14条の命令が実際に制定されたこと

業法規は資源の管理をその基本思想としているの

はなかったが、これらの規定は明治43年のいわゆ

に対し、漁業法に代表される我が国の伝統的漁業

る明治漁業法を通じ、現在の漁業法及び水産資源

法規は、江戸時代あるいはそれ以前からの各地の

保護法に受け継がれている。

漁場紛争の歴史を背景として、漁場を誰に使わせ

戦後の漁業制度改革で生まれた現在の漁業法

るかを主眼として発達してきたと言われるし、私

は、漁業調整という言葉をキーワードとして構成

自身もそう理解している。しかし、当然ながら我

された。最近は、漁業調整という言葉がすっかり

が国の歴史の中でも拾い集めれば資源管理の精神

漁業者の争いの仲介のように狭義に捉えられるこ

は流れている。

とが多くなってしまったが、本来は、水面を総合

漁業史の本を開くと、早くも天武天皇のとき、

的に高度利用し、漁業生産力の民主的発展を図る

季節的な稚魚捕獲の禁止令が出ているというし、

という現行漁業法の目的そのものを指す概念であ

持統天皇のときは摂津国武庫海 1 千町歩内に禁漁

った。

区を設けたり、光仁天皇のときにはかいぼり、毒

明治34年漁業法の13条を見直して頂くと、規制

流し漁法を、陽成天皇のときには有害樹木の河上

が必要となる理由として①水産動植物の繁殖保護

投入を禁じているとある。江戸時代には、越後の

と②漁業取締が並立しているが、昭和24年の漁業

三面川のうち10町余をさけの種川として漁獲を禁

法の該当部分（65条）では「水産動植物の繁殖保

じたのは有名だ。海についても、当時の漁業はご

護、漁業取締その他漁業調整のため」必要な規制

く沿岸で行われていたから、漁労が盛んになると

ができるとの規定振りとなっている。つまり、漁

資源の枯渇は避けられず、幕府は魚族保護政策と

業調整の例示として①と②が示されており、漁業

して浅草川、江戸川の漁労を禁じ、寛文11年には

調整というのは、水産動植物の繁殖保護も含めた

網目の制限、享保 2 年には 1 町以内の海面の漁労

概念であることが明確だったのである。

を禁止したとある。

これについては、昭和26年に水産資源保護法が
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出来た時に、65条のうちの水産動植物の繁殖保護

るTAC制度を平成 9 年から導入した。対象魚種は、

の部分が生木を裂くように保護法に移されたこと

導入時はさんま、すけとうだら、まあじ、まいわ

から漁業法における漁業調整概念の混乱、矮小化

し、まさば及びごまさば、ずわいがにであり、翌

が始まり、昭和37年の改正でできた指定漁業の規

年するめいかも追加された。

定（52条）で拍車が掛かったのである。
しかし、漁業法の中にも本来の漁業調整の概念

TACは資源管理法上、最大持続生産量（MSY）
を実現することができる水準に資源を維持し又は

は残っている（だから混乱しているのだが）。漁

回復させることを目的として、当該資源の動向、

業調整委員会の指示に関する漁業法67条 1 項は、

他の資源との関係等を基礎に当該資源に係る漁業

昭和24年の制定当時のままだが「委員会は、水産

の経営その他の事情を勘案して定めることとなっ

動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行

ている（ 3 条 3 項）。実務上現在は、当該資源の

使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又

動向を表すものとして系群別の資源評価結果に基

は解決を図り、その他漁業調整のために必要があ

づき算定される生物学的許容漁獲量（ABC）に社

ると認めるときは、関係者に対し････必要な指示

会経済的要素等を加味して決定されている。

をすることができる。」と規定されている。ここ

MSYについては、国連海洋法条約に規定され、

で分かるのは、水産動植物の繁殖保護（資源管理）

我が国が同条約を批准したことに伴い、資源管理

を図ることは漁業調整の重要な要素であるという

法にこのような規定が置かれ、平成13年の水産基

ことと、この仕組みを使えば、資源管理のために

本法にも明記された概念である。多数の国が参加

必要なら何でも（大抵のことは）指示できるとい

して作成される海の憲法たる国連海洋法条約で、

うことである。

共通の価値基準としてMSYの概念が採用された

つい話が長くなりすぎたので、ここらで打ち切

ことには、時代背景等やむを得ない点があるとは

るが、要するに、我が国の漁業制度の中でも資源

思うが、そもそもMSY理論の基本は特定の資源

管理の精神は受け継がれているし、漁業調整と資

の再生産の量がその資源自身の密度で決まるとい

源管理は一体だということが言いたいのである。

うもので、他種資源や環境の影響は全く考慮され
ていないという弱みがある。また、そこに目をつ

3 次々整備された資源管理制度

むったとしても、とにかく生産量が上がることに

2 で触れたように、従来我が国においては漁業

意味があるという考え方であり、経営の視点がな

法あるいは水産資源保護法を使って資源を管理し

い。さらには、とにかく大きくしてから漁獲する

てきた。それは、漁業対象魚種が多様で、漁業種

ことがいいことになるので稚魚を食する食文化等

類が複雑かつ漁船数も多い我が国の漁業事情を踏

への配慮もない。

まえ、間接的に漁獲努力量を規制する手法、すな

TAC制度そのものには、価値の低い小型魚の投

わち、漁船の隻数、操業期間、操業区域、網目、

棄や虚偽報告、管理コストが大きい等の問題があ

機関出力等に関する規制により、いわゆる入口規

る。また、参入が自由な中でTAC制度を導入する

制（Input Control）ともいうべき漁獲努力量管理

と、設備投資の競争が過剰に行われることから欧

の手法を用いてきたのである。（許可の制限・条

米ではTACを個別の漁業者、漁船に割り当てる個

件等で漁獲量を規制するような例もあるにはあっ

別割当（IQ）制度や譲渡性個別割当（ITQ）制度

たが例外的なものであった。
）

に移行する国が多いが、主要漁業で参入規制があ

しかしながら、平成 8 年の国連海洋法条約批准

る我が国では制度上IQの仕組みが用意されてい

に伴い、我が国は、自国の排他的経済水域におけ

るものの、移行例はない。我が国においては、

る生物資源の漁獲可能量（TAC）を決定するとと

TAC制度はあくまで従来からの漁獲努力量管理と

もに、生物資源の維持が過度の漁獲によって危険

の合わせ技と位置づけた上で、当面、各魚種毎の

にさらされないことを適当な保存・管理措置を通

ABCを、当該魚種の資源動向だけでなく、資源管

じて確保するという条約上の義務を履行するた

理法にあるように他の種との関係（浮魚の魚種交

め、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律

替等）も総合的に勘案して算定するとともに、

（以下「資源管理法」という。）を制定し、我が国

TACについては、社会・経済的要因の加味の仕方

周辺水域を対象に出口規制（Output Control）た

についても一定の考え方（管理哲学）をもって決
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定していくよう検討していきたい。
TAC以外では、平成13年に、①水産基本法の制

4 資源回復計画について
以上のような流れを踏まえ、平成13年からは、

定により、我が国排他的経済水域内における水産

緊急に回復させる必要のある資源について、関係

資源の持続的利用の確保、資源の維持回復のため

者の話し合いを積み上げ、減船、休漁等を含む漁

の施策とこれと関連した経営支援の施策の実施等

獲努力量の削減や種苗放流等による資源の積極的

が規定され、②漁業法の改正により、広域的に分

培養、漁場環境の保全等により我が国周辺水域の

布回遊する資源の管理を可能とする広域漁業調整

資源回復の計画的・総合的な推進を図る資源回復

委員会が設置され、③資源管理法の改正により、

計画の策定、実施に取り組んでいる。特に、本年

漁獲努力量（操業日数等の漁労作業量）の総量管

度からは、栽培漁業との連携・強化をより一層図

理制度（TAE制度）も導入された。

るために、栽培事業について資源回復計画関連事

もともと、漁業調整委員会の指示制度のように

業の優先採択を行っている。ここでは、資源回復

ほとんどオールマイティーの制度があった上に、

計画の中で栽培漁業との関係が特に深い、瀬戸内

だめ押しのように各種の制度も出来、法律、制度

海のさわらと伊勢湾・三河湾のとらふぐの例につ

の博覧会が開けるほどの状況にあることから、あ

いて紹介したい。

とはそれぞれの資源の特性、その資源を対象とす
る漁業の特徴に応じて、各ツールを必要に応じて

（1）瀬戸内海のさわら

組み合わせ、活用して資源を管理していけばよい

瀬戸内海のさわらの資源量はデータ蓄積のある

ことになる。必要なのは制度ではなく、行動なの

昭和62年までさかのぼることが出来るが、平成12

である。

年には1,800トンと推定され、昭和62年の18,000ト
ンに比べて極めて低い水準にある。これは、流し
網については漁具の改良（テグス網地の導入等）、
当歳魚（さごし）を漁獲する秋漁の開始、漁船性
能の向上があったほかまき網漁業の操業等によ
り、漁獲努力量が高いレベルに維持され続けたこ
とに加え、漁場環境の悪化が考えられる。瀬戸内
海はさわらの産卵、育成場となっているが、埋立
等の開発行為により藻場・干潟の消失が進み、藻
場（アマモ場）は昭和35年の22,635haから平成 2
年には6,381haに、干潟は昭和44年の15,000haか
ら平成 2 年には11,734haにまで減少してしまっ
た。その他、大量の海砂の採取による餌料生物で
あるいかなごへの悪影響等、環境の悪化は急速か
つ複合的に進んだものと考えられる。
瀬戸内海においては、他の海域に先駆け昭和38
年から社団法人日本栽培漁業協会において種苗生
産の取組が行われており、さわらについても昭和
56年度から技術開発が開始された。さわらはふ化
直後から魚食性で、餌となる生きたふ化仔魚を大
量に必要とするため量産が難しかったことや当時
はさわらの漁獲量が増加傾向にあったこと等か
ら、技術開発は昭和63年に一旦休止されたが、そ
の後さわら漁獲量が激減したことから平成10年度
から再開された。さわらの種苗生産技術は、飼育
図１

資源回復計画の作成等の状況

餌料としてのふ化仔魚といかなごしらすの確保体

21

制が整ったこと等で量産が可能となり、得られた

（2）伊勢湾・三河湾のとらふぐ

種苗を用いて、放流効果試験も実施している。本

とらふぐは、伊勢湾、三河湾の小型底びき網漁

種は、共食いが激しいこと、成長が早いことから

業の漁獲対象となっているほか、静岡県、愛知県、

大型の施設を要することなど、育成上の課題が多

三重県の延縄漁業等によっても漁獲される地域の

く残されているが、種苗生産については、日栽協

重要資源であり、3 県及び（日栽協改め）水研セ

（屋島及び伯方島事業場）のほか、昨年から大阪

ンター南伊豆栽培漁業センターにより種苗の放流

府で、今年から岡山県で取組が開始されている。

と調査が続けられている。このうち、小型底びき

また、香川県や愛媛県、岡山県、広島県、大阪府、

網漁業は主として小型魚を漁獲対象としているこ

兵庫県では漁業者などによる種苗生産のための受

とから、全体に占める漁獲尾数が多いにも係わら

精卵確保への協力、中間育成の取組等が行われて

ず漁獲金額が少ないといった問題があり、この資

いる。

源の漁獲量・金額の増大のためには、同漁業によ
る小型魚の漁獲の抑制が必要となっている。
このため、平成14年に国は資源回復計画を作成
し、小型魚の保護による資源の安定等を図ること
とし、①伊勢湾においては 9 月と10月、三河湾に
おいては 9 月、小型底びき網漁業による全長25㎝
以下のとらふぐの船上での再放流、②再放流魚の
生残率の向上を図るための小型底びき網漁船への
シャワー散水装置の設置、③伊勢湾における 2 月
の休漁等の漁獲努力量の削減措置に加え、関係 3
県による種苗放流、海底清掃等の漁場環境改善へ
の取組を実施することとしている。
さらには、小型底びき網漁業が小型魚を採らな
ければ延縄漁業が裨益するという関係に着目し、
図２

瀬戸内海サワラの漁獲量の推移

延縄漁業者からの支援も得て小型底びき網漁業者
が更なる休漁を行うことについても検討してい

このような状況の中で、平成14年には、当面の

る。従来、ややもすると漁業者は漁業種類毎にま

5 年間で資源の減少を食い止め、回復傾向にして

とまり、お互いに足を引っ張り合うことが多かっ

いくことを目標に、資源回復計画の第 1 号として

たが（それが漁業の本質と言えるかもしれない

「さわら瀬戸内海系群資源回復計画」が策定され、

が）、もしこの取組が成功すれば画期的なものに

関係11府県の漁業者が、さわらを目的とした流し

なると期待しているところである。

網漁業の春漁又は秋漁の休漁、網目の統一等によ
る漁獲努力量の削減措置を行うとともに、種苗放
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5 おわりに

流等による資源の積極的培養や投石による藻場の

もともと我が国周辺は世界有数の好漁場。その

造成や覆砂による干潟の造成等の漁場環境の保全

上、自国に世界一の魚大好き国民を抱えている。

措置を行っている。

長い歴史を持つ我が国漁業が、この好条件があり

本計画は、漁場環境の保全をし、資源の添加を

ながら元気がないのは残念な限りである。（実は

行うだけでなく、その後の漁獲努力量をうまく管

この春についても豊漁で笑いが止まらない漁業者

理することで効果的な資源の回復を狙ったもので

はいるが、儲かりだすと途端に無口になるため目

ある。「天は自ら助くる者を助く」と言うが、こ

立たないのも現実である。）いずれにしても、こ

のような関係者の真剣な取り組みが天に通じたた

れだけの好条件を生かし、もう一度資源だけでな

めか、早くも資源回復の傾向が出てきている。し

く漁業の活力を回復していけるよう、最後に資源

かし、ここで気を緩めることなく、回復計画の着

管理、資源回復の取組について関係者のなお一層

実な実施を心がけねばならないと考えている。

のご理解とご協力をお願いしたいと思います。

現地研修会を終えて
山口県外海栽培漁業センター
科

長

渡辺

直

開 催 月 日：平成16年 3 月23日（火）
開 催 場 所：山口県長門市通黒瀬

山口県外海栽培漁業センター研修室

研修対象者：県内栽培漁業センター、県水産研究センター、県水産事務所、漁業者
出 席 者 数：24名

１

はじめに

取り組みから始めることにしました。

全国豊かな海づくり推進協会が発足して初め
て開催される現地研修会に当所が選定されたこと
に対し、まずもって厚くお礼を申し上げます。

①

ナンノクロロプシスの培養から淡水クロレラ

を使用したワムシの高密度培養へ

「現地研修会を終えて」と題しまして、研修会を

当センターは日本海側に面しているため曇空

要望するに至った経緯、開催内容、 開催後の成

が多く、ナンノクロロプシス（以下「ナンノ」

果を述べることといたします。

という）を安定して培養することが難しいとい
う問題がありました。このため、ナンノの培養

２

現地研修会を開催するまでの経緯
一言で申しますと「お願いするにはわけがある」

なのです。

の不調がそれを餌とするワムシの不調を導き、
結果として魚類の種苗生産が安定しないという
状況が慢性化していました。

当センターは、種苗生産が何年も不調続きであ

従来の担当者は、いかに安定したナンノの培

り、まともにできたことはなく、不足分は他所か

養を行うかに重点を置いていたために抜本的な

らの種苗に依存してきました。

解決策とはならず、一時的には好調な時期もあ

その原因を探り、対策を立て、安定した種苗生
産を行うため、平成14年 4 月に私と桶屋専門研究

りましたが、結果的には安定した生産には程遠
かったといえます。

員が赴任してきました。そこで、技術、人、施設

こうした背景から山口県内海栽培漁業センタ

の全てを検討することとし、最初に技術を見直す

ーで行っている淡水クロレラ（以下「淡クロ」
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という）を使用した高密度培養への転換を図り

ていますが、当センターとしても新魚種の量産

ました。この理由は、市販の淡クロを使用する

化に向けた取り組みを行うため、また、種苗生

ため天候に左右されず、質的に安定しているこ

産技術の向上を目的として実施する予定にして

とと山口県内海栽培漁業センターで安定した種

います。
しかしながら、初めての魚種なので従来から

苗生産を行っている実績があるためです。

取り組んでおられる

早速、平成14年 4 月後半から完全に高密度へ

水産総合研究センタ

切り替えたのですが、結果を申しますとマダイ、

ー・宮津栽培漁業センター中川技術開発員から

クロダイ、ヒラメとほとんど不調に終わり、わ

直接指導を受けることにしました。

ずかにカサゴができた程度でした。
この原因は、ワムシを高密度で培養するため

３

現地研修会の概要

適正な

現地研修会は、講師の方に現場の中で施設や器

対策を取らなければならなかったのですが、担

具の改良、作業の改善などを直接指導していただ

当者の技術不足から後手に回ることが多く、崩

くことを考慮して、当センターで実施することに

壊の一途を辿ったことだと思います。つまり、

しました。また、山口県外海第二栽培漁業センタ

当所の担当者が高密度

ーも現地研修会を開催する当日の午前中に御指導

培養槽内の環境変化が激しく、事前に

培養の技術についてい

をいただくことにしました。

けなかったことが原因でした。

研修会は、内容を濃いものにするため講師と現
②

ワムシの高密度培養から粗放連続培養へ

地担当者が交互に発表する形で行いました。
研修会の講義、発表の概要は以下のとおりです。

紆余曲折はありましたが各県の栽培漁業セン
ターから指導・助言をいただいて（その節は大
変ありがとうございました。紙面をお借りしま
してお礼を申し上げます）、平成15年10月に高

①

山口県におけるアカアマダイ資源回復への取

り組みについて
山口県水産研究センター

密度培養から粗放連続培養へ転換することにし

専門研究員

ました。

石田祐司

水産総合研究セン

アカアマダイは、昭和の年代には漁獲量

ター・能登島栽培漁業センターへ桶屋専門研究

7,000トン前後で推移していましたが、現在で

員を粗放連続培養の研修に行かせました。粗放

は操業区域が減少するとともに漁獲量も減少

連続培養は 9 月のアユの種苗生産から開始しま

し、平成14年には467トンの漁獲となっていま

したが順調に育ち、その後、いままで満足した

す。このため、資源回復対象種としてアカアマ

結果を出せなかったヒラメも11月から開始しま

ダイの資源回復の取り組みを行い、生態、漁獲

した。

量の推移、種苗生産技術開発結果について発表

転換するにあたって、

しました。

ヒラメも順調に推移しましたが、実際に当所
の施設を改良して行っている粗放連続培養の方
法は正しいのか。もっと工夫したり改良して良

②

アカアマダイの種苗生産技術について
水産総合研究センター・

い方向に持っていきたい。そういう考えから現
地研修会の案内が目に止まり

宮津栽培漁業センター

水産総合研究

技術開発員

センター・能登島栽培漁業センター桑田場長に

中川

亨

アカアマダイの種苗生産技術について、これ

現地へ来ていただき、直接指導を受けることに

まで行われた成果、知見等の講義が行われまし

しました。

た。人工授精による採卵技術の確立や飼育技術
③

アカアマダイの取り組み

の向上によって、10万尾以上の着底稚魚の生産

山口県では、アカアマダイ資源の増大を図る

が可能となりました。

ために、平成16年度から新規事業として資源回
復事業と種苗生産技術開発事業に着手しまし
た。事業は、山口県水産研究センターで実施し
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③

山口県外海栽培漁業センターにおけるワムシ

の培養の現状について

山口県外海栽培漁業センター

加となりました。

桶屋幸司

アカアマダイは、当センターでも平成16年度か

前述しましたとおり、これまで行ってきた当

ら量産化に向けた取り組みを行うことから、種苗

センターにおけるワムシの培養方法の推移と粗

生産試験を先駆けた現場担当者と生の意見交換が

放連続培養の導入状況について述べ、それが種

できたことは非常に貴重であり、これからの展開

苗生産に与えた影響について発表しました。

が効率的に行えることと思います。また、漁業者

専門研究員

との意見交換や要望、協力体制の確認ができたこ
④ 山口県外海第二栽培漁業センターにおけるワ

とは、採卵、放流のコンセンサスを図る上で重要
であったと認識しています。

ムシの培養の現状について
山口県外海第二栽培漁業センター

ワムシは、能登島栽培漁業センターでの研修成

啓一

果を桑田場長に現地で見ていただき、懇切丁寧な

ナンノと酵母を使用した粗放連続培養の導入

御指導を受けたことは担当者にとって、安定した

技師

片山

状況や現地での培養状況について発表しまし

ワムシ培養を行う上での自信となるでしょう。
最後に、アカアマダイは 9 月に採卵を行うため

た。

に成果がわかりませんが、ワムシは現在も落ちる
⑤

ことなく順調に培養することができ、アユ、ヒラ

ワムシの培養技術について

メ、マダイ（ 6 月現在生産中）、クロダイ（ 6 月

水産総合研究センター・

現在生産中）も順調に生産しています。

能登島栽培漁業センター
博

今回の研修会は、当センターにとって安定した

ワムシの粗放連続培養について話していただ

種苗生産を目指す上で非常に貴重な研修となりま

場長

桑田

き、小型水槽における粗放連続培養、SSワム

した。

シの粗放連続培養、当センターとしてこれから

次の課題は、この安定した技術を私と桶屋専門

の課題となる200個体／㏄以上の粗放連続培養

研究員が異動しても引き継いでくれる担当者（人

の話をしていただきました。

づくり）を育てることだと思っています。
最後に、この現地研修会が今後も各地域の栽培

４

現地研修会を終えて
現地研修会は当初15名程度を考えていたのです

漁業の普及・定着に寄与されること願いまして終
わりたいと思います。

が、内容が充実していたことで、予想を超えた参
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現在進行形−静岡県における磯焼け対策−
静岡県水産試験場伊豆分場

長谷川 雅 俊
海に眠る宝

がる海域である（第 1 図）。海岸線は砂浜ながら

6 月のある日、南伊豆の沖で、一大プロジェク

沖に岩礁域が広がっており、岩礁域には大型褐藻

トの第2幕が開けた。海に浮かぶ80トン吊の起重

サガラメやカジメが繁茂し海中林を形成してい

機船。そのかたわらにたたずむ高さ 2 ｍのプール

た。環境庁の調査ではその面積は8,000haで一続

を装備した台船。この海の底には磯焼けの海を海

きの海中林としては日本一の規模とされてきた。

中林に戻す宝が眠っているのだ。その宝とは海藻
が付着したブロック（写真 1 ）。海藻の付着した
ブロックはプールに次々と積みこまれた（写真
2 ）。水産基盤整備事業として行われている磯焼
け対策のための大規模なカジメ移植事業だ。
映画「喜びも悲しみも幾歳月」の舞台の一つで
あった静岡県御前崎灯台。そこに立つと右手に遠
州灘、左手奥に駿河湾が広がる。静岡県榛南海域
は御前崎を中心として、駿河湾側と遠州灘側に広
第１図

静岡県榛南海域の海中林の分布

御前崎周辺では10年程で山手線の内側の面積の1.2倍の
海中林（およそ8,000ha）が消失した。

その豊かな海中林は様々な生物を育み、特に深
所に分布するカジメ群落はアワビの良い漁場とな
っていた。明治時代にヘルメット潜水器によるア
ワビ漁業が始まり、近年は10〜40万個のアワビ種
苗を放流しながら、10〜20トンの安定した漁獲を
続けていた。種苗放流が軌道に乗ってから、7 隻
写真１

南伊豆沖に眠る宝−海藻が付着したブロック
㈱テトラ：平成16年２月撮影

のヘルメット潜水漁業者はシラス船曳き漁業との
兼業で安定した漁業収入を得ており、種苗放流の
効果も充分認識していた。それに大きな転機が訪
れたのが平成に入ってからだ。
海中林を構成するサガラメやカジメが突然枯れ
る磯焼け現象が発生したのだった。
磯焼けって？
生態学では次のように海の生態系での海藻の役
割を教えている（第 2 図）。
（1）海藻は一次生産者として藻食動物（一次消費
者）の直接的な餌になる。

写真２
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台船に積み込まれる海藻が付着したブロック
平成16年６月撮影

（2）海藻に由来する微粒子状の懸濁有機物、溶存
有機物は動物（消費者）の栄養源として利用さ

れる。さらに溶存有機物は再び海藻に吸収され
ることもある。
（3）海藻は藻場を生息場として利用する付着藻類、
葉上動物、底生動物、魚類などの多様な生物群
集構造の基盤となる。

写真４

伊豆半島におけるカジメ磯焼け

氏は有用海藻（テングサ、カジメ、アラメ）、ア
ワビ、イセエビ、磯魚への被害について言及して
いる。最も大きな被害は漁獲対象となるアワビ、
特にメガイが餌料不足となり、やせ細り商品価値
の下落あるいはへい死が起こることである。その
第２図

炭素の循環を考慮して描いた水界生態系の模式図
（秋山ら、1986）

ような場合、アワビ漁業は休漁とならざるを得な
い。
榛南海域では磯焼けの発生とともにサガラメと

海の中で太陽エネルギーを固定できるのは植物

アワビ漁獲量は減少して、現在ではサガラメの生

プランクトン、海藻だけである。岩礁地帯の場合、

産はまったくなくなり、アワビのそれは僅小とな

その場所の生産を規定しているのは海藻だといえ

ってしまった（第 3 図）。磯焼けが発生して、海

よう。その海藻が突然枯れてしまえば、つまり生

藻群落がなくなれば、海藻群落の崩壊ばかりでな

態系の基盤である一次生産者がいなくなってしま

くその場の生態系は破壊されることになるという

えば、そこの生態系はどうなってしまうのだろう

生態学の現象が如実に現れている。このように、

か。

磯焼けは直接的な漁業被害ばかりでなく、岩礁生

岩礁域に形成されている海中林（写真 3 ）が突

態系を通じて漁場の生産力や環境保全にも大きな

然枯れる磯焼け現象が伊豆半島では古くから知ら

影響を与えていると推察され、その原因究明と対

れていた。磯焼けになるとカジメは生長点を含め

策は重要な課題となっている。

て葉部が枯れてなくなり、茎が棒状に残っている
だけとなる（写真 4 ）
。
磯焼けが起こると、漁業に大きな被害をもたら

なお、伊豆半島南部で昭和50年に始まった磯焼
け現象は、静岡県水産試験場伊豆分場の河尻正博
氏らによって研究された。この研究で、過去何回

す。明治時代に農商務省から、伊豆半島東岸（現
伊東市）の磯焼け調査の委託を受けた遠藤吉三郎

第３図
写真３

カジメ海中林（南伊豆沖）

榛南海域のサガラメとアワビ漁獲量の推移

磯焼けの発生後、漁獲量は減少傾向をたどり、現在壊滅
的状況。
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か起こった伊豆半島南部の磯焼けは黒潮の大蛇行
を契機として発生していること、その期間には伊
豆半島へ黒潮が接岸し、沿岸の高水温が継続する
ことが発生原因として指摘できることがわかり、
我が国の磯焼け研究は大きく前進した。
磯焼けを見てやろう
静岡県では平成 8 年より、榛南海域の磯焼けに
対して調査研究を開始した。磯焼けの原因究明と
対策技術の開発に挑戦したのだった。磯焼けとは
どういうものか認識するためには、磯焼けの原因
を発生要因と持続要因とに分けて考えることが重
要と思われる。また、磯焼けが発生している最中
に調査研究が行われるとは限らない。普通は磯焼

第４図 坂井平田の藻場造成試験におけるカジメ平均
全長の推移
榛南海域ではカジメは生長するし、次世代も発生するが、
夏から秋に藻食性魚類アイゴの食害にあう。

けが発生して、海藻がなくなってから問題となり、
調査研究が始まることが多い。その場合、磯焼け
の発生要因の究明は難しくなる。
伊豆分場では当初、伊豆半島南部の磯焼けと同
様な発生要因（黒潮接岸による高水温）を検討し
たが、榛南海域の磯焼けの原因として黒潮の接岸、
それによる高水温は関係ないものと考えられた。
ここでの磯焼けの原因は複雑なことが予想され、
明らかにすることは難しいと考えられた。本来で
あれば、磯焼けの原因を明らかにして、それに対
して対策を講じていくべきであるが、漁業者から
の磯焼け回復に対する要望は強く、磯焼け回復へ
の方策を検討していくことにした。そのため、磯
焼けからの回復対象種となるカジメを磯焼け海域

写真５

側葉がなくなり 槍の穂 状になったカジメ
アイゴの歯形が残る。

に移植し、その後の動向を観察することにした。
これによって磯焼けの海でなにが起こっているか

がカジメを食べている現場が観察された。移植し

を探り、その結果から磯焼け回復への方策を検討

たカジメの葉部が夏から秋にかけて消失するのは

していこうとした。

アイゴの食害によるものだった。このように、磯

その結果（第 4 図）から磯焼けの発生した海で
は決してカジメが生息できないわけではないこ
と、さらに次世代の発生があることがわかった。
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焼けの持続要因として魚類の食害が大きくクロー
ズアップされてきた。
また、平成11年には榛南海域の磯焼け発生後も

そして、大きな問題として夏から秋にかけて葉部

最後まで残っていた御前崎突端に位置するサガラ

が消失してしまうこともわかってきた。写真 5 に

メ群落で僅か 1 ヶ月の間にサガラメの葉部が消失

そのような葉部が消失してしまったカジメを示

してしまった（写真 6 ）。このときも残された歯

す。その形態から

カジメと俗称してい

形からアイゴの食害によるものと考えられ、群落

る。この葉部が消失している箇所を観察してみる

の衰退期にはアイゴの食害は磯焼けの拡大に大き

と歯形が見られる。ちょうどこのころから海藻を

く関係することが示唆された。

槍の穂

食べる魚類の研究が盛んになりはじめ、それらの

もともと、中部日本から西南日本にかけての太

知見からこの歯形はアイゴによるものと考えられ

平洋側の磯根漁場となっている岩礁地帯にはアイ

た。水槽内での海藻の摂食実験で得られたアイゴ

ゴやブダイ、イスズミなどの藻食性魚類は生息し

の歯形と一致したのだった。潜水調査でもアイゴ

ていた。それがなぜ、磯焼けの持続や拡大に大き

写真６ 御前崎ホテル前の平成11年11月５日におけるサガラメ群落の状況
10月から11月の１ヶ月間に、サガラメの葉部がアイゴによって食害された。

く関わってくるようになってしまったのだろう

海の植林事業−日本で初めての磯焼け対策？

か。もし、地球温暖化による海水温の上昇がある

磯焼けの状況がはっきりしたので、手を打たな

なら、これら藻食性魚類の再生産を高め資源量が

ければならない。カジメが生息できない環境であ

多くなったということも考えられる。アイゴのカ

るなら、カジメ以外の藻場造成が必要だし、大規

ジメ摂食は水温と正の相関があるので、地球温暖

模な環境改変事業（自然再生計画）が必要となっ

化による海水温の上昇が直接アイゴのカジメ摂食

てくるだろう。だが、実際の榛南の磯焼け域では

量を増大させたとも考えられる。

良好な生長には劣るとはいえ、カジメは生長する

ところで、榛南の海では潜水調査をしていると

し、次世代も発生する。昔のような立派な群落が

時々視界不良となるくらい海が濁ることがある。
この磯根漁場としてあるまじき海の濁りも、磯焼
けに関係しているのではないか。そう考え、次の
段階として、環境（水温、光）とカジメの生長に
注目し、それにアイゴの食害がどのように関係し
ているかを探ろうとしている。伊豆半島のカジメ
の群落域と榛南海域の磯焼け域で光と水温を長期
間観測しながらカジメの生長を調べた。その結果、
両海域では光の環境に大きな違いがあること（第
5 図）とカジメの生長に大きな違いがあること

第５図

（第 6 図）がわかってきた。カジメの生長、水温、

伊豆半島カジメ群落域（谷津）と榛南海域磯焼け
域（坂井平田）の日積算光量子量（海中）の比較
磯焼け域では光環境が劣悪。

光の三者の関係を第 7 図に示した。カジメの生長
は高水温では低くなり、低水温では高くなるもの
の光が関係し、光が少ないと生長量は小さくなる、
光が多いと生長量も大きくなることがわかってき
た。榛南海域では恒常的に光環境が悪いためにカ
ジメの生長（群落としての生産）が劣っていると
考えられた。そのような状況下でアイゴの食害が
カジメの生産量を上回ってしまえば磯焼けが持続
する状況は容易に想定できる。
以上のような調査研究の結果、榛南海域の磯焼
けはベースに光環境の悪化があり、それによって
カジメ群落の生産力が低くなっている、さらに磯
焼けの持続要因としてアイゴの食害が加わってい
ると考えられた。

第６図

伊豆半島カジメ群落域（谷津）と榛南海域磯焼け
域（坂井平田）のカジメ生長の比較

（複数の年級群の調査結果をつなぎ合わせたもの）
磯焼け域ではカジメの生長がカジメ群落域と比べ劣る。
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の磯焼け海域に移設する。これが事業の内容だ。
日本でこのような大規模な海藻の移殖事業、もっ
というなら、海藻群落の移植事業は初めてではな
いか。おそらく世界でも初めてかもしれない。平
成７年から榛南地区の漁業者の要望を受けて磯焼
け対策に取り組んできた身からすると、ようやく
ここまできたのかという感慨にとらわれる。
予想外のことも起きている。例えば、カジメの
成熟期は秋だが、数百個のブロックの投入をその
第７図

１歳カジメの茎長生長量と水温・光量子量との
関係

カジメの生長は高水温では低い。低水温では高いものの
光環境が関係する。

時期に一度に投入することは無理であった。どう
しても、夏からの投入となる。夏に投入されたブ
ロックには、カジメの他にノコギリモクが大量に
着生した。いずれ、群落の遷移現象でカジメが優
占すると思われる。榛南地区の漁業者からは「カ

取り戻せなくても、ある規模の海中林は復元でき

ジメでも何でも

ると考えられた。そのためには、アイゴの食害を

そうすれば磯焼けから回復していく。」と求めら

防がなくてはならない。アイゴの食害を防除し、

れている。

海中林を復元させる手立てとして、カジメの大規

また、今年の冬期 1 ヶ月の間に仮置きしてある

模な移植とアイゴの捕獲を組み合わせることを考

ブロックにブダイの食害が発生した。2 月まで順

えた。アイゴの食害を上回るカジメの大規模な移

調にカジメが生育していることを確認していた

殖で、食い残しを期待し、さらにアイゴそのもの

が、3 月に潜水すると葉部が減少しているカジメ

の個体数を減少させることで食われる量を減らそ

が増えた。やはり歯形からブダイの食害と判断さ

うという考え方だ。

れた。すわ一大事、6 月にブロックが移設できる

平成12年にカジメが着生したブロック60個の移

かという問題が生じたが、その後の調査で、4 月

植を行い、上で述べた磯焼け対策の考え方が妥当

以降はブダイの食害もなく、残された生長点から

かどうかの実証試験を行った。ブロック60個の移

新しい葉が出てきていることが確認された。この

殖はこの時点では清水の舞台から飛び降りるほど

とき、ノコギリモクが大繁茂しているブロックで

の思い切ったことだった。平成11年秋にブロック

はノコギリモクによるカジメの保護効果が見られ

60個を伊豆半島のカジメ群落域の周辺に沈め、自

たという皮肉な結果が得られている。

然にカジメを着生させた後、翌年冬に榛南海域に

ブロックの移設作業もそうだ。こんなに海藻が

移設した。いわば、カジメ群落そのものを磯焼け

付いた大量のブロックを長い時間にわたって運ぶ

域にある規模で現出させようとした。そして、漁

ことは施工業者でも経験がない。無事、ブロック

業者によってアイゴを捕獲してもらった。その結

が運べるよう思考実験を繰り返し万全の策をとっ

果、平成16年冬には 6 世代のカジメが生息する小

たつもりだ。さらに気象庁はこの 5 月に 2、3 ヶ

群落が磯焼け域に出現するに至った。ブロック移

月後に黒潮が大蛇行する可能性が高いと発表し

設後 4 年にわたって、磯焼け海域にカジメ群落を

た。これは過去の知見から見て伊豆半島に磯焼け

存在させ、さらに再生産していく状況を作り出す

が発生する可能性が高いことを意味する。一つ心

ことができた。

配の種が増えてしまった。人事を尽くして天命を

この考えに自信を深め、平成14年度からは水産
基盤整備事業として冒頭の事業を実施している。
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生えもの （海藻）がほしい。

待つという心境になっている。
今や漁業振興の基盤として環境保全は欠かせな

プロジェクトの第 1 幕は平成14年 7 月の南伊豆沖

い時代になっていると思う。海の濁りは徐々に進

へのブロック投入だった。平成15年にかけての 2

んでいる海の環境破壊ではないだろうか。磯焼け

年間でブロック2,000個余りをカジメ群落周辺に

対策は環境保全的役割も持っている。海の植林作

仮置きし、自然にカジメを着生させる。充分育っ

業とも言うべきこの事業が豊かな海づくりに結び

た後、平成16年度から 3 年かけてブロックを榛南

つくよう努力していきたい。

平成16年度水産庁栽培漁業担当者会議開催
平成16年 5 月21日（金）13時より、農林水産省

動物の種苗の生産及び放流ならびに水産動物の育

7 階会議室において全都道府県の栽培漁業担当者

成に関する基本方針について、説明し協議した。

等、およそ80名の参加により、水産庁栽培養殖課

その後、①（独）水産総合研究センター栽培漁

主催の平成16年度栽培漁業担当者会議が開催され

業部における栽培漁業に関する技術開発につい

た。

て、②（社）全国豊かな海づくり推進協会におけ

会議は栽培養殖課の長尾一彦課長の開会挨拶の
後、議事に入り、（1）栽培漁業関係予算の概要
（2）栽培漁業推進体制の再編・統合について（3）
栽培漁業のあり方検討会について、①栽培漁業の

る栽培漁業の振興について、話題提供を行なった。
その他として、平成16年度に都道府県が行なう
実証試験での種苗利用計画について、を海づくり
協会が報告し、担当者会議は終了した。

あり方について〜報告書〜について、②次期水産

協会だより

平成15年度第3回正副会長会議
平成15年度第 3 回正副会長会議を、平成16年 3

成16年度第 3 回理事会を開催すること、②平成16

月24日（水）に東京都千代田区内神田コープビル

年 5 月26日（水）午後13時30分から平成16年度第

7 階全漁連役員会議室で会長、副会長 2 名の全員

1 回理事会を開催すること、③平成16年 5 月26日

の出席により開催した。協議事項は

（水）午後13時30分から平成16年度通常総会を開

①平成16年 3 月26日（金）午後 1 時30分より平

催することを了承した。

「企画推進委員会の開催について」
平成16年度通常総会において設置が決定された

反映することになる。

企画推進委員会の平成16年度第 1 回委員会の委員

企画推進員会の委員は、1 号会員の太平洋北ブ

を会長が委嘱し、なるべく早い時期（ 7 月末）に

ロック（青森県）、太平洋中ブロック（愛知県）、

委員会を開催する予定としています。

太平洋南ブロック（宮崎県）、日本海ブロック

企画推進委員会は、豊かな海づくりを的確に推

（石川県）、瀬戸内海ブロック（兵庫県）、九州沖

進するために、各ブロック会員の中から会長が委

縄ブロック（福岡県）、2 ・3 号会員の全漁連、大

嘱する実務者クラスの委員と水研センター等の学

分県漁業振興協会、学識経験者として東京海洋大

識経験者数名で構成され、海つくり協会の事業・

学、水研センター栽培漁業部に会長が委員に委嘱

組織のあり方等を検討し、その結果を協会業務に

する予定である。

企画推進委員会規則
平成16年度第 1 回理事会制定
平成16年 5 月26日
１

目 的
協会の業務に関する重要事項について、会員の期
待に的確に応え効率的に事業を推進するため、企画
推進委員会を設置してその内容を検討する。
２ 検討事項
協会の事業に関すること
協会の受託事業に関すること
その他
３ 委員の構成及び任期
下記のブロック区分による会員の中から会長が委
嘱する。

委員の任期は、委嘱の日から 2 年とする。
ただし、再任を妨げない。なお、任期中途の交代に
よる任期は、前任者の任期までとする。
４ 開 催
原則として年 1 回以上開催する。なお、開催日は
その都度会長が決定し、招集する。
５ 事務局
委員会の事務局は、本協会業務部とする。
６ その他
本規程に定めのないもので、委員会の運営上必要
な事項については、別途会長が定める。
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漁協実践活動支援事業の16年度課題について
この事業は、漁業協同組合やその下部組織の団体が実施している栽培漁業に関する活動に対し、必要
な経費の一部を助成するものであり、事業の結果は報告書として印刷し、関係機関に配布することによ
り、栽培漁業の漁村への普及，定着促進を図ることを目的としています。
平成16年度は以下の団体、課題について活動を助成することといたしました。（海づくり協会業務部）

１ 北海道

上磯郡漁業協同組合「ヒラメ標識放

県の南部と北部からヒラメ種苗を放流し、漁獲

流事業」

状況調査などのモニタリング調査を実施すること

当該漁業協同組合ではヒラメ資源の増大を目指

により効果的な放流手法の確立を図る。

し、平成 8 年度以降ヒラメ人工種苗の大量放流を
実施している。また、北海道の津軽海峡を含む日

５

神奈川県

横須賀市東部漁業協同組合横須賀

本海ではヒラメ未成魚の保護を図るため資源管理

支所後継者グループ「ヒラメの標識放流追跡調査」

協定により、全長35㎝未満のヒラメについて自主

東京湾に放流したヒラメは、放流後の翌年の秋

規制を行っているが、再放流しても全長30㎝未満

以降に東京湾外に分散するという推定があるが、

で自主規制を行っている他県で漁獲されてしまう

平成14年度にアトキンスタグを付けて300㎜前後

不安があり、放流後の移動・回遊・成長を把握し

の標識放流調査を実施した結果、再捕報告の殆ど

資源管理を行う上で必要な基礎資料を蓄積し自主

が地先という結果であったが放流尾数が少なかっ

規制を徹底するため、全長35㎝未満のヒラメにつ

たので規模を拡大して調査を行う。

いて標識放流を行う。
６
２ 青森県

佐井村漁業協同組合「キツネメバル

石川県

輪島市漁業協同組合延縄組合「トラ

フグ中間育成試験」

種苗生産技術の確立及び生態の把握」

県種苗生産機関では生産していないので、愛媛

キツネメバルはクロソイに比べて成長速度が遅

県の民間機関で生産する種苗を導入し、直接放流

い点や寄生虫対策など課題があるが、単価が高く、

を行っている。しかし、種苗が高価なこと、直接

根付き魚であることから、放流場所付近に滞留、

放流では漁業者のトラフグ資源との関わりが薄い

成長し地元の水揚げに寄与する可能性が高いので

ことから、漁業者の手による中間育成を実践し、

漁業者からの放流要望が強い。

将来の放流効果調査までの育成技術を獲得し、ト

このような点からキツネメバル種苗生産技術の

ラフグ資源の維持・増大につなげる。

確立及び放流後の成長や回遊などの生態を把握す
るため調査を実施する。

７

静岡県

南伊豆町漁業協同組合青年部「イセ

エビ小型個体の有効利用研究」
３ 福島県

福島県漁業協同組合青壮年部連絡協

イセエビ資源を維持するために、漁獲制限サイ

議会いわき方部会「ヒラメ種苗放流効果調査」

ズ以下のイセエビ小型個体を当該漁業協同組合で
買い上げ再放流を行ってきたが、イセエビ小型個

４ 福島県

福島県漁業協同組合青壮年部連絡協

議会相双方部会「ヒラメ種苗放流効果調査」
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体に標識をつけ放流することにより再訪流の効果
を把握し、イセエビ小型個体の有効利用を検討す

る。

放流方法や場所についても見直しを図り、効果
的な放流手法を検討する。

８ 三重県

長島町漁業協同組合イサキ一本釣組

合「イサキの標識放流追跡調査」

12

イサキ一本釣組合は、近年、イサキの漁獲が減

広島県

呉芸南水産振興協議会「サワラ中

間育成の餌料の改良」

少していることから、町に対し、イサキ種苗の放

サワラ中間育成における練餌の有効性について

流を強く要望し、平成15年度には種苗10万尾の放

実証するため、練餌給餌区と生餌給餌区での比較

流が行われ、その中の 4 千尾に標識を装着し、イ

飼育試験を行い、成長及び生残率の検討を行う。

サキの移動経路や成長等の把握を行った。平成16

また、給餌する練餌について、サワラ稚魚に適

年度も引き続き同様の調査を実施することによ

した練餌について検討を行う。

り、一層効果的な種苗の放流方法を検討し、放流
13

技術の向上と漁獲量の増大を図る。

広島県

横島漁業協同組合「囲網によるガ

ザミ中間育成技術開発」
９

兵庫県

坊勢漁業協同組合「サワラ中間育成」

サワラ資源の減少に対する対策として、流し網
漁業者は秋漁の全面休漁や目合い拡大、はなつぎ

平成15年度に囲網を用いた中間育成を行い14日
間で C 1 から C 3 に成長し、平均22％の歩留まりと
いう結果を得た。

網漁業者は船上での受精卵放流の実施、操業時間

3 つの囲網に中に、古のり網・キンラン等隠れ

の短縮等積極的に取り組みを行っているので、サ

家となる場所をほぼ均等に設置したが歩留まりに

ワラ中間育成を実施し、より一層の資源の回復を

かなりの差が出た。この差の要因として囲網の中

図る。

に入っていた海藻類量の影響が考えられたので、
海藻類がカザミの歩留まり及び成長に及ぼす影響

10

島根県

平田市漁業協同組合「アカアマダ

イの中間育成放流事業」

を調べ安価で優良な隠れ家になりうるか調査を行
う。

平田市の特産物であり重要魚種であるアカアマ
ダイについて栽培漁業の有望性を重視し、受精卵

14

広島県

福山地区水産振興対策協議会「キ

の確保を行い中間育成、放流を積極的に実施し、

ジハタ種苗の放流適地に関する研究」

資源の増大及び漁村地域の活性化を図る。

広島県ではキジハタの種苗放流を行っていない
が、定着性も高いため漁業者からの要望が強い。

11

岡山県

日生町漁業協同組合

流瀬組「サ

将来のキジハタ種苗放流に備え、キジハタの生

ワラの中間育成及び放流手法の検討」

息に適し、かつ、不合理な漁獲を防げる場所を選

栽培漁業の推進による積極的な資源回復を図る

定するための知見を得る。

ため、サワラの中間育成及び標識放流を実施する。
昨年の結果を参考に、中間育成では餌の大きさや

15

高知県

錦浦漁業協同組合「種苗中間育成

量・作業内容・飼育期間・育成場所などについ

技術の確立」

て、標識放流では作業内容や人員配置などを見直

ヒラメ、オニオコゼの中間育成を行い、飼育技

して効率化を図る。
また、香川県と連携し小割生簀（日生漁業協同
組合）と大規模中間育成池（香川県）で中間育成
方法の違いによる歩留まり等を比較する。

術向上のため詳細な育成記録を集積し歩留まりの
向上等を図る。
また、数年継続してきた調査結果の取り纏め等
を行う。
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日本経済新聞「水産王国
日本経済新聞がシリーズでドキュメント挑戦「水産王国

夢
夢

再び」記事
再び」と題し、第 1 回の｢瀬戸内のサワ

ラ復活｣、第 2 回の「ニシンよ北海道に帰れ」等々、最近の成功事例奈どについて掲載したので、栽培漁
業に関する記事を参考として転載した。

平成16年５月31日（月）付け日本経済新聞夕刊①

平成16年６月１日（火）付け日本経済新聞夕刊②
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平成16年６月２日（水）付け日本経済新聞夕刊③

平成16年６月３日（木）付け日本経済新聞夕刊④
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第24回全国豊かな海づくり大会の表彰選考委員会日程
平成16年10月3日（日）香川県高松市で開催される第24回全国豊かな海づくり大会の表彰
行事の作文コンクール、写真コンクール、功績者団体表彰の応募の締め切りと各賞の選考日程。
●作文コンクール（座長：望月

努氏）

スト」等にも掲載を依頼。

開催県である香川県との協議の結果、募集

締

切

平成16年 7 月15日（木）

対象県の範囲を兵庫県、岡山県、広島県、徳

審

査

平成16年 7 月27日（金）
13：30〜

島県、愛媛県、香川県の 6 県とした。
締

切

平成16年 7 月15日（木）

審

査

平成16年 8 月 6 日（金）
10：30〜

場

所

全漁連

役員会議室

場

所

コープビル 6 階 3 大会議室

●功績団体表彰（座長：本間昭郎氏）
功績表彰団体推薦を各都道府県及び漁連に
依頼

●写真コンクール（座長：谷岡靖広氏）
全国の都道府県、同漁連、昨年の主な応募

締

切

平成16年 6 月30日（水）

審

査

平成16年 7 月28日（金）
10：30〜

中学・高等学校に要領及びチラシを送付し、
場

昨年同様「公募ガイド」
「月刊フォトコンテ

所

全漁連

大会議室

水産庁人事異動（平成16年４月１日付け）
指導室長に佐藤力生氏 （前管理課資源管理推進室長）
九調所長に小関良二氏 （前国際課海外漁業協力室長）
水産庁は 4 月 1 日付けで人事異動を行い、次の
ように室長クラスが交代した。

内海漁業調整事務所長）丹羽行ı 企画課主席企画
官（企画課長補佐・企画班担当）遠藤久ı 水産経

ı 水産経営課指導室長（管理課資源管理推進室

営課長補佐・組織班担当（宮崎県農政水産部漁政

長）佐藤力生ı 管理課資源管理推進室長（沿岸沖

課長）堤坂猛ı 沿岸沖合課長補佐・総括（岩手県

合課長補佐・総括）長谷成人ı 国際課海外漁業協

農林水産部水産局長）武井篤ı 漁場資源課長補

力室長（水産経営課指導室長）成子隆英ı 研究指

佐・国際資源班担当（長崎県水産部漁政課企画調

導課海外技術室長（漁政課調査官）松本憲二ı 瀬

整班参事）中里靖

戸内海漁業調整事務所長（加工流通課長補佐・総
括）国府恒郎ı 九州漁業調整事務所長（国際課海
外漁業協力室長）小関良二ı 漁政課調査官（瀬戸

（ 3 月31日付）
ı 退職、長崎県水産部長へ（企画課主席企画官）
本田直久ı 同（九州漁業調整事務所長）石部善也

機関誌「豊かな海」への投稿歓迎します
海づくり協会の機関誌「豊かな海」は会員と協

関誌に掲載して全国の関係者に事例等を紹介し普

会を結ぶ機関誌として、会員の声や都道府県の水

及啓発することを機関誌編集の基本にしていま

試、栽培センターや水研センター等で行なわれて

す。

いる栽培漁業の種苗生産の技術開発等、また、豊
かな海づくりへの取り組み状況をなるべく多く機
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つきましては皆様からの投稿をお待ちしており
ます。

