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豊かな海づくり三位一体
（独）水産総合研究センター
理事長

10月 3 日、第24回全国豊かな海づくり大会が香

川 口 恭 一

していますが、畑の土壌作り、種まき、苗の移植、

川県高松市で開催されました。県内外から約五万

害虫や雑草の駆除等植物の全生育期間を通じての

人が参加し、魚介類の産卵場、育成場としての藻

育成管理の適否が、収穫に影響してくるという現

場などの漁場環境保全の重要性、栽培漁業をはじ

実に直面しています。狭い範囲で起こっているこ

めとする資源の適切な管理の必要性等について改

とであり、全て本人一人の考えと作業の結果であ

めて思いを強くしたところです。

り、当然のことであるといえましょう。豊かな海

「豊かな海」というキー・ワードで検索すると

づくりにとって重要な要素が三つあります。それ

2、3 万件がヒットしますが、その内容は、「全国

は、水産資源の成長繁殖に適する漁場環境の維持

豊かな海づくり大会」に関連するものが多いよう

保全、種苗の放流による資源の増強、資源の回復、

です。他の例では、地域紹介、観光案内、水産物

持続のための適切な管理であり、これらが一体と

販売のキャッチフレーズなどに使用されている例

なって調和的に推進される必要があると考えられ

が目につきますが、使用者によって意味するとこ

ています。具体的には、関係する事業の仕組み、

ろや重点の置き方が異なっているようです。「豊

資金確保方法、事業主体等が区々であるため、地

かな海づくり」という言葉になると、数千件と減

方や国の段階における方針・計画の調整を図り、

り、そのほとんどが前述の大会関係のものと見受

三つの要素の連携が保たれ、調和のとれた形で事

けられました。

業推進が図られることが肝要と考えられます。

豊かな海づくり推進協会機関誌「豊かな海・創

海洋の水産資源について豊かな海づくりを推進

刊号」において、『当協会は、各種の事業活動を

していくためには、さらに、乗り越えなければな

通じて栽培漁業を中心とした水産動植物の増殖や

らないことがあります。多くの魚介類は成長繁殖

養殖の推進、水産動植物の環境の保全や改善、水

のために移動、回遊し、分布するものであり、し

産資源の適切な保存管理、都市と漁村の交流の実

かも法的には無主物の扱いとなっています。一方、

践に取り組み、我が国水産物の安定供給の確保と

これを利用する人々は多数で、地方自治体や漁協

水産業の発展、漁村の振興に貢献する「豊かな海

などの属性も様々です。従って、対象資源の全生

づくり」の積極的な推進を目的としている』と記

育期間を通じて適切な育成管理を実行していくた

載されています。「豊かな海づくり」は、人類に

めには、多くの利害関係者間のコンセンサスを形

とって海の恵みを持続的に、最大限に受けること

成し、協同行動を確保することが重要なポイント

ができる海であってほしいという願いが込められ

となります。

たものであり、その実現に向けて、非常に幅広い

豊かな海づくりは、水産資源にとって好適な場

考え方と方法を含んでいます。即ち、生物学的に

をつくり、種苗の放流や漁獲制限など適切な資源

みれば、水産資源の成長繁殖にとって必要なあら

管理を行うことによって実現できるものですが、

ゆる条件を整備充実することが必要であるといえ

全国的な推進の中核として、全国豊かな海づくり

ます。

推進協会の一層の活躍を期待する次第です。

近隣に市民農園を借り、季節の野菜などを栽培
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豊かな海の創造に思う
首都圏の海､相模湾･東京湾の海づくり
（財）神奈川県栽培漁業協会
専務理事
東京湾そして相模湾、この二つの海が神奈川の
豊かな海づくりの舞台です。
私たちの協会は、毎年、100万尾の マダイ
50万個の アワビ を生産し、他県からも カサ
ゴ
メバル
ヒラメ などの種苗、数十万尾を
購入し、この二つの海へ放流しています。水産振
興への寄与はもとより、遊漁という リフレッシ
ュの場 の充実など、首都圏住民の豊かなくらし
に貢献すべく、栽培漁業を実践しています。
ご他聞に漏れず、私たちの協会も技術面、経営
面などに多くの、且つ厳しい課題を抱えています。
その中で、栽培漁業の成否に大きく関わってい
るのに、私たちの手ではどうにもならない海域の
環境、その現状の一端を記しておきたいと思いま
す。
東京湾は、三浦の観音崎から対岸の房総の富津
岬まで、海上約 9 ㎞の浦賀水道を入口とし、三浦
と房総、両半島に囲まれた壷状の奥深い内湾です。
400年の昔、徳川家康が 千代田の大城 を築
いた折 日比谷の入江 を埋めたことに始まり、
以後、時代を経た平成の現在に至るまで、その
時々の社会情勢の求めにより海を埋立ててきまし
た。
明治、大正、昭和の時代は富国強兵に向けて、
太平洋戦争の後は、今なお続く社会・経済の発展
の中で、工場の用地、商業・住宅の用地を確保す
るため、湾奥の東京、そして横浜、川崎、続いて
干葉地先に広がっていた浅海・干潟を埋立ててき
ました。その面積は 2 万 6 千ヘクタｰルに達し、
元々の東京湾の海面の22％が陸地に化しています。
水産生物の発生・成育の場であり、海水浄化の
場でもある干潟・浅海を破壊した訳です。
加えて、首都・東京、隣接の神奈川、千葉、埼
玉、首都圏の人口は、今や 3 千万人を越え、ここ
で発生する莫大な量の生活排水、工業廃水、更に、
陸上由来の浮遊物、沈殿物が河川を経由してこの
湾に流れ込んでいます。臨海部はコンクリｰト製
の直立護岸に囲まれ、埋立て工事の浚渫による海
底地形の凸凹化、季節的な青潮・貧酸素水の発生
など、卜一タルとして湾内の物理・化学的な環境
変化を把握することは至難なことと考えます。
又、ここ数年、湾奥・江戸川河口の 三番瀬 。
三枚州 小櫃川河口の 盤洲の瀬 の保存論議
が熱を帯る情勢になりました。21世紀は環境の時

2

近山
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代です。海の環境保全と回復への運動が、将来に
向けて力強く進展することを祈って止みません。
他方「森は海の恋人」の実践と運動の拡大があ
ります。NHKのプロジェクトXでも放映され、強
く感銘を受けた「北海道・襟裳岬」「宮城県・気
仙沼」での挑戦です。漁場近くの荒廃した山々、
養殖場に注ぐ流れの上手の山に樹を植える「森づ
くり」です。そして、海では「海の森づくり」で
す。 コンブ、カジメ、モク類、アジモ類 の増
殖技術の研究が進み、実践され、拡大しています。
しかし ふと 思いました、東京湾で「森は海の
恋人」「海の森づくり」を実現するのに良いやり
方があるのだろうか、と。極度に人口が集中し、
工場が密集した街々を縫って流れる川が注ぎ込む
東京湾の再生、21世紀の豊かな海の創造に向けて
は、国、地方自治体の取組みは元よリ、広い国民
運動として展開するしかないと思われます。
現在の我国の社会・経済の発展は、東京湾を始
めとして、全国津々浦々の浅海・干潟を埋立てて、
漁場を消滅させた上で得たものなのですから。
一方、相模湾は、今なお、砂浜の自然海岸を残
しています。しかし、昭和30年代には、この湾に
面する小湾でも、漁港、マリｰナの築港、埋立て、
海岸構築物の設置により、潮の動きが変り、水産
生物の成育の場が打撃を受けています。そして、
東京湾ほどではないものの、生活排水、工業廃水
が流れ込み、海の環境は変りつつあります。
神奈川県では10数年前から｢水源の森づくり｣丹
沢山塊での｢森林づくり｣に取組んでいます。山の
環境保全と飲料水の確保などを内容のプロジェク
トです。いつの日か、神奈川の母なる川 相模川
と 酒匂川 から甘露な川水が滔々と相模湾へ流
れ込むことになるのです。
首都圏・神奈川の海はそんな海です。この海で
の栽培漁業は、もはや水産関係者の努力だけでは
成就しない難題でありますが、幸いに、私たちが
取組んできた マダイ
アワビ の種苗放流は
評価され、これを支えに業務に励む毎日です。
来年、平成17年の11月20日には｢第25回全国豊
かな海づくり大会｣が神奈川・横浜・MM21地区
で開催されます。そのテｰマは｢海の再生｣です。
この大会が首都圏の海｢東京湾・相模湾｣の海洋環
境の改善に向けたタｰニング・ポイントとなるこ
とを期待するしだいです。

我が国沿岸の水産資源が総じて減少傾向にある

大する改革を実施する。（抜粋）」こととなりまし

中で、積極的施策である水産動植物の増殖につい

た。このような流れを受け、従来の補助金のほと

ては、より一層の推進が求められているところで

んどを廃止し、「強い水産業づくり交付金（約192

あります。

億 7 千万円）」として概算要求いたしました。そ

このような状況の中、平成15年10月に独立行政

のうち栽培漁業関係事業といたしましては、地方

法人水産総合研究センター（以下「水研センター」

公共団体向け交付金としまして、水産資源の増殖

という）は、社団法人日本栽培漁業協会と統合し、

に対する施策を総合的に支援するという観点か

栽培漁業に関する技術の開発について基礎から実

ら、都道府県等の行う栽培漁業の取組を支援する

証に至るまで一元的に実施できる体制が整備され

「水産資源増殖の推進」を新たに立ち上げました。

ました。また、同日に、栽培漁業を中心として豊

この他、都道府県の栽培漁業センター施設の整備

かな海づくりを積極的に推進する団体として社団

に対する支援としては、緊急に資源を回復する必

法人全国豊かな海づくり推進協会が関係都道府県

要のある魚種等についてより積極的に支援を実施

等を会員として発足し、新しい推進体制がの基礎

するという観点から、「水産資源増殖施設の整備

が整備されたところであります。

のうち資源回復支援施設整備事業」を新たに立ち

さて、平成17年度の栽培漁業関係予算につきま

上げました。

しては、平成16年 6 月 4 日付けの閣議決定により
「＜基本方針2003＞に掲げられた基本的な方向に

要求した栽培漁業関連の事業メニュー内容は以
下のとおりです。

沿って、三位一体の改革を着実に推進していくた

◎強い水産業づくり交付金

め、平成18年度までに三位一体の改革の全体像を

１

明らかにし、その中には平成18年度までに行う 3

水産資源増殖の推進
①

資源回復計画促進型

兆円程度の国庫負担改革の工程表、税源移譲の内

伊勢湾・三河湾のトラフグ、瀬戸内海のサ

容及び交付税改革の方向を一体的に盛り込み、ま

ワラ等の資源回復計画対象種等について、当

た国庫負担金の改革については、税源移譲に結び

該計画による減船・休漁等の漁獲努力量削減

つく改革、地方の裁量度を高め自主性を大幅に拡

とともに行う種苗放流等を支援します。

3

②

栽培漁業推進型

２

各地域の実態に即した栽培漁業の推進に必

水産資源増殖施設の整備
○

資源回復支援施設設整備事業

要な資源・環境状況等の調査、種苗生産・育

資源回復計画対象種等について、種苗生産

成、放流手法等に関する技術開発及び放流効

能力及び放流能力を高める施設を整備するこ

果検証のための種苗放流、効果調査等を支援

とにより、資源回復計画を推進するとともに、

します。

水産資源の増大を図ります。

③

創意工夫による先進事例推進事業
持続的な栽培漁業の実現のため、漁業者に

なお、水研センターでは独立行政法人水産総合

よる水揚金額からの協力金の供出等先進的な

研究センター試験研究・技術開発勘定運営費交付

都道府県の創意工夫に溢れた取組の導入を支

金（栽培漁業分）により、国の定める中期目標に

援します。

沿い、クロマグロ等の養成技術及び採卵技術の開

④

栽培漁業による緊急地域再生支援事業

発やヒラメ、ニシン等について放流効果の実証に

深刻な漁業被害を及ぼした地域を早急に再

必要なモニタリング手法の開発等の業務を行いま

生していくため、地域における重要種につい

す。また、独立行政法人水産総合研究センター施

て、種苗放流等を実施するための必要な数の

設整備費補助金により、全国16ヵ所の栽培漁業セ

種苗の買い上げ等に対して支援します。

ンターの施設の改修・更新等効果的な整備を行い

⑤

漁場整備連携型の栽培漁業推進事業

ます。

水産基盤整備事業による魚礁の設置、藻場

予算は上記のとおり要求しており、今後とも予

の造成等を活用した種苗放流、放流効果の実

算の確保に努めてまいる所存でございますので、

証等を支援します。

関係者の皆様方には御協力をよろしくお願いいた
します。

（参考）平成17年度栽培漁業関係予算の概算要求状況

事

項

平成17年度
概算要求額
（千円）
19,271,979の内数

都道府県、漁協等が実施する栽培漁業の推進

927,895

（1）資源回復支援施設整備事業

325,217

0

（2）水産資源増殖ブランド・ニッポン推進対策事業
（栽培漁業関係分）

602,678

0

-

19,271,979
内数
内数

（3）強い水産業づくり交付金
水産資源増殖施設の整備
水産資源増殖の推進
合

4

平成16年度
予算額
（千円）

計

927,895

1

はじめに
栽培漁業の今後のあり方を検討するため、「栽

です。「人為的に」という言葉は、私は分かりや
すいので好んで使いましたが、「直接」、「積極的

培漁業のあり方検討会」（以下「検討会」）が平

に」、「計画的に」等の言葉に置き換えられます。

成13年 7 月に設置され、本年 8 月に「栽培漁業

このような栽培漁業は、関係者の約40年にわた

のあり方について〜報告書〜」（以下「報告書」）

る努力と投資により、放流効果が徐々に証明さ

が取りまとめられました。

れてきたことから、漁業者からの期待は高いも

報告書は、4 部から構成されており、①「栽培
漁業の発展経緯と現状」と②「栽培漁業の課題」

のがあります。
ところが、国や都道府県の厳しい財政事情の

により栽培漁業の現在の状況を把握し、③「栽

下、栽培漁業に対する国の補助が平成10年度を

培漁業のあり方」で将来像を捉え、④「これか

ピークに急速に減少し始めました。一方、漁業

らの栽培漁業に向けての提言」で③に近づいて

者は種苗の大量放流による資源回復を期待し、

いく方法を検討しています。

費用の一部を負担する先進地域が現れてきまし

報告書は、資料等を含めて全体で36頁、本文

た。遊漁関係者が協力するところも一部出てき

のみでは20頁であり、膨大な量ではありません。

ました。また、これを受けて、栽培漁業の一層

栽培漁業に興味がある方には、報告書の御一読

の推進のため、放流魚を利用する遊漁者からの

をお薦めします。

負担も検討するべきとの声が出てきました。平

ここでは、誌面をいただけることを利用して、

成11年には、200海里時代にふさわしい基本法の

報告書に書かれていないこと、及び報告書の概

制定に結びつく水産基本政策大綱と水産基本政

要をまとめてみました。

策改革プログラムが取りまとめられ、つくり育
てる漁業の推進のため、放流数の増大、魚種の

2

検討会の背景と流れ
国連海洋法条約による新たな国際海洋秩序が

定着する中、我が国の水産政策は自国の200海里
水域内の水産資源の維持とその持続的利用を基

拡大、技術開発の促進等が挙げられる一方で、
費用負担あり方については検討会を設置し平成
13年度中に結論を得ることとされました。
その後、第 4 次栽培漁業の基本方針の策定、

本に据える必要があります。しかしながら、我

水産基本法の制定と水産基本計画の策定、日本

が国周辺水域における水産資源の動向は、総じ

における第 2 回栽培漁業国際シンポジウムの開

て低位横ばい又は悪化の傾向にあり、極めて厳

催を経て、検討会の開催と費用負担のあり方に

しい状況にあります。

ついての中間取りまとめ、（社）日本栽培漁業協

このような中、水産庁は資源回復のためにさ

会と独立行政法人水産総合研究センターの統合

まざまな施策を行っておりますが、整理すると、

による中断、検討会の再開と報告書の取りまと

資源回復とその持続的利用のための施策は、①

め、さらには検討会における第 5 次栽培漁業の

漁業管理（≒漁業規制）、②栽培漁業、及び③沿

基本方針（案）の検討と進んでおります。この

岸環境の保全・改善の 3 つです。報告書では、

背景と一連の流れを図にしましたので、一見し

この 3 つの施策を併せて「資源管理」としてお

てください。

ります。
この 3 つの施策の中で、栽培漁業は、人為的
に資源を増加させることが可能な唯一の振興策

3 検討会の委員構成と報告書
検討会を開催するに当たって、検討会の委員

5

6

を最小限にしつつ、適切な費用負担の検討を含

ここで、委員の発言の中から、報告書を取り

めて栽培漁業を全般的に深く検討できるメンバ

まとめていく上で、私が大変勉強になった発言

ーを公平に選ぶことが重要でした。

の趣旨を紹介したいと思います。

委員として、最初に、栽培漁業と費用負担に

・民法上、魚が無主物というのは、積極的に無

関係する学識経験者、栽培漁業の技術開発と振

主物でなければならないという理由があるわ

興を図る中核として旧（社）日本栽培漁業協会、

けではなく、所有者が特定できないことによ

栽培漁業の実施主体である都道府県及びその公

るのだろう。

益法人、放流魚が天然資源と一体となることか

・遊漁者としては、資源が枯渇していることや、

ら水産資源の専門家、資源を直接業として利用

県の放流事業が厳しいことは承知している。

する漁業者とその団体、資源を直接レクレーシ

共通の資源を利用する者として意識も醸成さ

ョンとして利用する遊漁者、間接的に食として

れてきている。遊漁者は釣りがしっかりでき

利用することから消費者団体、マスコミ等が考

れば（「栽培漁業の効果があれば」、「栽培漁業

えられました。

の効果実証ができれば」と解釈）、費用負担も

そして、苦戦が予想されたことが 2 つありま

納得するだろう。

した。1 つは、適切な費用負担を検討するにあた

・河口湖の法定外目的税のケースでは、境界が

り、遊漁者や遊漁関係団体から委員が必要とな

ハッキリしているという理由もあり、遊漁者

ります。しかしながら、レクレーションである

の理解が得られている。当面任意の協力金方

釣りを代表して出席していただけるような団体

式をとる場合でも、都道府県としては見習う

はあるのか、出席を希望する人はいるのか、ま

べきところはあるだろう。

して費用負担を検討していく場にチャージして
いただけるのかということでした。

・費用徴収のための制度の組立ての際、重要な
ことは、どれだけしっかりとした徴収ができ

もう 1 つは、費用をかけた人工種苗を海へ放

るかということである。きちんと徴収しよう

流すると、民法上、無主となります。無主物を

と思うとコストがかかるので、どのような方

利用することに対し、費用が取れるのか。さら

法で取ることが最も効率がよいかを検討しな

には、徴収方法として税のように強制力を伴う

ければならない。

ことが可能であるのかが議論となります。この

・具体的な方法については、基本的なスタンス

ため、民法の専門家と行政法の専門家の参加が

として、都道府県の創意工夫に任せるしかな

必要となりますが、水産業や栽培漁業に興味を

いだろう。都道府県ごとに状況が違うので、

持って出席いただける人が具体的にいるのかが

国が具体的に示すことはできないだろう。

心配でした。

・各県がバラバラでうまくいくはずがないのは

私は、平成13年 4 月 1 日現職に着任してから

明らかである。それと、国が関与するのが良

３ヶ月間、これだけに邁進しました。実際都合

いのか、近隣県で調整すれば良いのかは、別

がつかず断られたこともありますが、委員構成

の議論としてある。

は、学識経験者 4（栽培漁業、水産資源、民法、
行政法）、（社）日本栽培漁業協会 1 、都道府県及

4 報告書の概要

び公益法人 3（北方・中央・南方の 3 ブロックか

（1）栽培漁業の考え方（栽培漁業については、

ら選出）、漁業関係者 1（後で 2 名）、遊漁関係者

まだ定まった定義には至っておらず、
「考え方」

2（遊漁船業とプレジャーボート）の11名（後に

とした。）

12名）となりました。

栽培漁業は、水産動物の減耗が最も大きい

結果的には、多くの方の助言と人脈に助けら

卵から幼稚仔の時期を人間の管理下において

れ、関係分野からバランスよくベストメンバー

育成し、これを天然水域へ放流した上で適切

を委員にお招きできたと思ってます。このこと

な管理を行い、対象とする水産資源の持続的

が、報告書を取りまとめるにあたり、議論が偏

な利用を図ろうとするものとして、いわゆる

よらず、公平な方向へと導かれ、苦戦したが価

つくり育てる漁業の中核をなす施策となって

値あるものだったと考えています。

いる。また、栽培漁業は、対象種の水産資源
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への加入量を積極的に増加させるだけでなく、

を含めた放流計画を策定するとともに、継

放流水域における育成管理を通じ、対象種以

続したモニタリングを行い放流事業を進行

外の水産動物をも包括した資源管理を展開し、

管理する。

水産資源の安定化と増大に資することを目的
として推進されている。
（2）栽培漁業の課題

には、他の魚種へ放流事業を移行する等順
応的管理を実施するとともに、科学的調査

種苗放流数量の不足、疾病の防除、経費削

により放流効果が得られない場合には、種

減、確実かつ容易な標識手法、生態系や遺伝

苗放流を中断し、計画を再検討することも

的多様性に対する影響調査、有効性の検証の

必要である。

ためのモニタリングと評価等の技術的な課題
とともに、栽培漁業に係る推進体制の整備、

④

費用負担のあり方について
国民全体の利益の観点から、広範囲な費

受益範囲の明確化による適正な費用負担等の

用負担のあり方を検討する必要があり、現

栽培漁業を継続的に実施するための課題があ

在の栽培漁業の実施主体及び管理主体を前

る。

提として、直接的な受益者である漁業者及

（3）栽培漁業のあり方
①

栽培漁業の位置付け

び遊漁関係者を対象として広く費用負担を
求める方法について検討した。

栽培漁業の目指すものとして、限られた

方法 1 ：第 5 種共同漁業権を適用し、免

海域と対象種で放流種苗を直接回収する一

許者に増殖義務を課し、都道府

代再捕型もあるが、種苗放流により加入量

県知事が認めた遊漁規則に基づ

を強化し、適切な漁獲管理によって資源を

き漁協等が遊漁料を徴収する。

増加させ、漁獲量の維持・増大を図るとと

方法 2 ：米国、カナダ等のように、個人

もに天然資源の持つ再生産能力を補強する。

が採捕して所有するために政府

資源が自然の力、又は漁獲制限では回復が

等に料金を支払ってライセンス

困難なほどに減少した魚種については、種

を受ける制度を導入する。

苗放流により資源の回復までの時間を短縮
できる。
②

推進体制

方法 3 ：管理が必要であり、そのための
費用として利用者から管理費用
としての税を徴収する。

種苗生産・放流については、技術開発が

方法 4 ：増殖効果が明らかな魚種につい

進んだことから、放流効果が明らかとなっ

て、採捕を行っている漁業者及

た事業実施段階では受益者負担が原則であ

び遊漁関係者から種苗放流に必

るが、資源が極端に減少し、回復の必要が

要な経費を税又は課徴金として

ある魚種については、国及び都道府県が支

徴収する。

援を行う必要がある。

方法 5 ：水揚げ金額から一定の割合によ

モニタリングについては、基本的に放流

る負担金又は任意の協力金とし

の実施者が関係機関と連携して責任を持っ

て、漁業者及び遊漁関係者から

て行う。しかし、資源評価、生態系及び遺

放流経費を収集する。

伝的多様性への配慮については公的機関が
検証を行い、必要に応じて指導する。
③

合意形成システムと計画に基づく合理的
な進行管理
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対象種の資源が計画の目標に達した場合

方法 1 〜 3 については、漁業又は資源管
理の枠組みの中で考えるべきことから、引
き続き検討する必要がある。方法 4 につい
ては、放流魚と天然魚を区別することが不

資源の管理者、種苗生産・放流の実施者

可能であり、対応が困難である。方法 5 に

及び資源の利用者の合意に基づいて計画の

ついては、一部で実施されているが、放流

策定を行う。国、水研センター及び水産試

効果の実証と意識醸成に必要な広報活動が

験場が行う資源評価を基に資源の回復目標

不十分であり、更なる効果の実証とそれに

を設定し、適正な放流尾数、放流サイズ等

基づき関係者の理解を深める必要がある。

（4）これからの栽培漁業に向けての提言
①

栽培漁業の有効性と公益性の理解につい
て

公益法人等が中心となり、放流規模を維持
した事業を継続しながら、広く国民が理解
し得る放流効果の実証が緊要である。具体

環境への影響を含めた栽培漁業の資源の

的には、資源回復計画等との連携強化、協

回復への有効性と公益性について、国民の

力金方式の導入、海域ごとの連携と推進体

理解を求める。また、米国等で行われてい

制の強化及び地方の特性と自立性を活かし

る地域レジャー産業の育成、地域経済への

た取組の推進を行うことが必要である。

波及効果等の栽培漁業の副次的効果につい

④

ても検討する。さらに、栽培漁業の技術は、

栽培漁業に関する制度について
沿整法の改正を検討するためには、放流

養殖生産、絶滅危惧種の保全等にも活用で

効果実証事業を一層推進して栽培漁業が天

きる。

然資源の回復・維持に大きな効果を有し、

②

栽培漁業の合理的な計画の策定と推進体
制について

国民への水産物の安定供給の確保に十分に
資することを実証する必要がある。

国、水研センター及び水産試験場による
資源評価を基にして資源の回復目標を立て、

5 おわりに

その目標に達した場合には、放流事業の見

今般、報告書がまとまった機会を捉えて、検

直しを行い、適切な漁業管理により水準を

討会事務局を努めた私に原稿の依頼がなされた

維持するとともに、放流事業を見直した際

ものです。私の記憶に残った委員の発言趣旨や

は、対象種を移行し、効率的に実施する。

報告書の概要を紹介しました。

広域回遊種については国の指導の下、都

巻頭でも申し上げましたとおり、報告書は厚

道府県間が連携して種苗の確保、大量放流、

いものではありません。私自身も大変勉強させ

効果の実証等を行うことが重要である。こ

ていただきました。業務上関係のある方は是非

のためには、都道府県等を会員とする社団

原文をお読みいただきたいと思います。

法人全国豊かな海づくり推進協会が、全国
の中核的組織として放流事業の進行管理、

報告書が必要な方は、まだ余部がありますの
で、下記に御連絡ください。

関係機関の調整等を図ることが合理的であ
る。さらに、都道府県の公益法人の組織強
化等の充実を図る必要がある。
③

水産庁増殖推進部栽培養殖課栽培漁業企画班
〒100−8907 東京都千代田区霞が関1−2−1
TEL 03−3502−8111 内線7354

費用負担を求める方法について

FAX 03−3591−1084

当面は、現行の国の支援と漁業者、遊漁
関係者等からの協力金によって、都道府県、

全国豊かな海づくり大会
平成 18 年秋に佐賀県で開催 （ 予定 ）
平成18年度の開催となる第26回全国豊かな

国豊かな海づくり大会は平成18年度の秋、佐

海づくり大会は、古川康佐賀県知事より、豊

賀県において既存の公共施設を活用した会場

かな海づくり推進委員会（委員長：植村正治

分離方式により開催（予定）することが決ま

会長）に「第26回全国豊かな海づくり大会の

った。

開催について（要望）」が提出され、第26回全
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5

岩手県の栽培漁業について
（受益者自らがさいはいするさいばい漁業の実現を目指して）
岩手県農林水産部水産振興課振興担当
主

１

栽培漁業の位置づけ
岩手の海は、黒潮と親潮に加え、津軽暖流が交
錯しており、世界でも有数の漁場となっています。
本県ではこのような恵まれた漁場環境を生かし、
次の観点からつくり育てる漁業を水産施策の重点
課題と位置づけ積極的に推進しています。
（1）将来にわたる国民への安全で良質な水産食料
の安定供給
（2）若者が意欲を持って就業できる夢のある水産
業の実現と活力ある漁村の創造
（3）資源の維持増大と漁業者の所得向上
つくり育てる漁業のうち、栽培漁業ではエゾア
ワビ（以下、アワビという）、キタムラサキウニ
とエゾバフンウニ（以下、両者を一括してウニと
いう）、ヒラメの種苗生産が既に事業化され、関
係機関との連携のもと種苗放流が行われていま
す。
また、近年はほとんど水揚げが無く、幻のカレ
イと称されているマツカワの栽培漁業の事業化を
検討するための試験放流を行っています。

エゾアワビ種苗

任

阿

部

孝

弘

の種苗生産は主に 岩手県栽培漁業協会（以下、
栽培協会という）が行っています。アワビとウニ
は賦課金、ヒラメは栽培協会の会員からの負担金
等、試験段階のマツカワは県からの委託費を種苗
生産経費に充てています。
種苗の生産効率改善、品質向上、放流方法の改
善等の技術開発や放流効果のためのモニタリング
調査・分析等は県の試験研究機関である岩手県水
産技術センター（以下、技術センターという）が
栽培協会や 水産総合研究センター宮古栽培漁
業センター等との連携のもと実施しています。
得られた成果については、県の現地機関である
地方振興局水産部の水産業改良普及員が中心にな
り、放流を実施する漁業協同組合に指導・普及を
行い、効果的な栽培漁業の推進に努めています。
ここでは、本県の栽培漁業の根幹を成す栽培協
会と技術センターの概要を紹介します。
（1）

岩手県栽培漁業協会

キタムラサキウニ種苗

岩手県栽培漁業協会本所のアワビ巡流式水槽
（写真提供： 岩手県栽培漁業協会）

①
ヒラメ種苗
（写真提供：

２
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マツカワ種苗
岩手県栽培漁業協会）

栽培漁業の推進体制
本県におけるアワビ、ウニ、ヒラメ、マツカワ

沿 革
本県では、昭和56年に県営の栽培漁業セン
ター（昭和61年に南部栽培漁業センターに改
組、昭和61年に北部栽培漁業センターを設置
し、アワビ、ウニ、ヒラメ等の種苗生産技術
と放流・管理手法の研究開発を行っていまし

5
た。
その後、本県の主要魚種である秋サケの生
産量の減少等により低迷する沿岸漁業の振興
のため、栽培漁業のより一層の充実を図る気
運が高まり、漁業者自らが参画して栽培漁業
を推進する体制を確立することとなりまし
た。
このような背景のなか、南部栽培漁業セン
ター及び北部栽培漁業センターの運営を引き
継ぐ形で、本県のつくり育てる漁業の推進母
体である栽培協会が平成 6 年 3 月14日に設立
されました。
② 所在地

③

組

織

正会員

：県内の漁業団体、県内市町村及び
県（会員数 63）
賛助会員：本協会の事業に賛助する団体又は
個人（会員数 10）
⑥ 主な施設の概要
ア 本 所
・ 敷地面積：30,273㎡
・ 海水取水ろ過設備
・ 飼育海水温度制御施設
・ アワビ種苗生産飼育設備
・ 魚類種苗生産飼育施設
イ 種市事業所
・ 敷地面積：26,891㎡
・ 海水取水設備
・ 重力式ろ過装置
・ 海水温度制御施設
・ ウニ種苗生産飼育設備
ウ 関連施設（大槌地区魚類栽培中間育成施
設）
・ 敷地面積：10,510㎡
・ 海水取水設備
・ 魚類中間育成飼育設備
（2）岩手県水産技術センター

④

業
ア 種苗の生産及び放流に関する事業
アワビ、ウニ、ヒラメ、マツカワ、アユ
及びイワガキの種苗生産
イ 放流による効果調査に関する事業
漁獲されたヒラメを魚市場で調査し、放
流効果を把握
ウ 栽培漁業に関する技術の開発及び指導に
関する事業
新たな栽培漁業対象種の種苗生産技術開
発及び研修者受け入れ指導等
エ 栽培漁業の知識の普及・啓発に関する事
業
普及・啓発広報資料の作成配布、展示施
設の維持管理及び施設見学案内等
⑤ 会 員（平成16年 3 月31日現在）

岩手県水産技術センター
（写真提供：岩手県水産技術センター）

事

①

沿 革
明治43年の水産試験場の創設に始まり、数
度の組織改変を行いながら、県民に開かれた
総合的な研究機関として水産試験場と南部栽
培漁業センター及び北部栽培漁業センターの
研究部門を統合する形で平成 6 年 4 月 1 日に
技術センターを開所しました。
技術センターの専門部のうち、栽培漁業の
推進には主に、種苗開発部と増養殖部が関与
しており、種苗安定量産技術や放流技術の高
度化を通じて本県栽培漁業の振興を図るた
め、研究内容の充実に努めています。
② 所在地
釜石市大字平田第 3 地割75番地 3
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③

組

織

３ 栽培漁業の具体的な取組状況と成果
（1）アワビ

水揚げされたアワビ
（写真提供：岩手県水産技術センター）

④

増養殖部及び種苗開発部の試験研究内容
ア 増養殖部
増殖技術や種苗放流及び漁場の造成・管
理等の増殖技術の新たな開発に取り組んで
います。
・ マツカワ・アワビ・ウニ等の種苗放流
技術の開発
・ アワビ・ウニ等の磯根資源の増殖技術
の開発
・ ホタテ・マガキ・イワガキ等の養殖技
術の開発
・ ワカメ・コンブ等の海藻類の増養殖技
術の開発
イ 種苗開発部
つくり育てる漁業の推進に向け、新たな
対象種の種苗生産技術や育種技術の開発に
取り組んでいます。
・ マツカワ種苗の品質向上及び安定量産
技術の開発
・ アワビの育種技術の開発
・ マツカワ、アワビの養殖技術の開発
・ 魚類の疾病対策
⑥ 主な施設の概要
ア 敷地面積：40,000㎡
イ 主な施設
・ 研究管理棟：4,216㎡
・ 水産加工開放実験室：792㎡
・ 種苗開発棟：2,420㎡
・ 漁具倉庫棟：1,079㎡
・ ろ過棟：202㎡
・ 潜水棟：95㎡
・ 海水取水ポンプ室：122㎡
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県内では、栽培協会が生産したアワビ種苗のほ
か、漁業協同組合等の生産分も含めて平成15年度
には821万個のアワビ種苗が放流されています。
近年は、放流後比較的短期間（ 2 〜 3 年）で漁
獲できる大型の種苗や放流後の生残が良好な春〜
夏頃の種苗供給に対する需要が高まっています。
栽培協会は、飼育技術の向上や種苗配布体制の改
善を通じてこれらの需要に応え、放流効果の向上
に貢献しています。特に、大型種苗の生産につい
ては協会設立時には平均殻長23㎜程度であったも
のが、巡流式水槽等を用いた生産体制の改善によ
り、近年は同期間の飼育で平均殻長30㎜程度まで
大型化しています。
また、関係機関の連携のもと、岩手県漁業調整
規則による資源の保護管理（殻長 9 ㎝以下は採捕
禁止、採捕期間は11月から 2 月まで）のほか、放
流漁場の造成、餌料となる海藻を増やすための藻
場造成、ワカメやコンブの加工残滓を利用した計
画的な漁場給餌等による育成漁場の管理が図られ
ています。
これらの取り組みにより、一時100ｔ台にまで
落ち込んでいたアワビの漁獲量が近年は回復傾向
にあり、平成 9 年以降は日本一の漁獲量を維持し
ています。本県における平成15年度のアワビの漁
獲量は368ｔ、漁獲金額は31億円となっています。
また、技術センターの混獲率調査から漁獲され
るアワビの25％程度が放流貝であることが判って
いるほか、放流貝の再生産への寄与（天然貝の漁
獲量の増加傾向）が示唆される等、種苗放流によ
る効果が認められています。
本県産のアワビは生鮮での流通のほか、県内で
乾鮑に加工されています。本県産乾鮑の品質の高
さには世界的な定評があり、中国には本県の産地
名を由来とする「キッピン」の格付けがあるとい
うことです。

5
（2）ウニ

キタムラサキウニ（左）とエゾバフンウニ（右）
（写真提供：岩手県水産技術センター）

栽培協会が生産したウニ種苗を主として、平成
15年度には331万個のウニ種苗が放流されていま
す。
ウニは特に県北地域の重要な資源となってお
り、全国でも珍しい岩盤掘削による増殖溝の造成
が行なわれる等、斬新な取り組みも行われていま
す。

岩盤掘削により造成したアワビ・ウニ増殖溝
（写真提供： 岩手県栽培漁業協会）

また、ウニは可食部である生殖巣の色や大きさ
等で商品価値が決まり、それらは餌環境の良し悪
しにより左右されることから、ヤセウニを餌料の
豊富な漁場に移植したり、アワビと同様に藻場造
成や漁場給餌による育成漁場の管理が図られてい
ます。
併せて、関係機関の連携のもと、岩手県漁業調
整規則による資源の保護管理（キタムラサキウニ
は殻径 5 ㎝以下、エゾバフンウニは殻径 4 ㎝以下
が採捕禁止）が行われています。
本県におけるウニ漁には採捕期間の制限が無い
ため周年にわたる採捕が可能ですが、7 月から 8
月が盛漁期になっています。県南と県央は船上か
らのタモ捕り漁法、県北では潜水漁法が主として
行われており、前述の岩盤掘削による増殖溝では
磯捕り漁法による漁獲が行われています。
本県における平成15年度の生ウニ（むき身のみ
で殻付き及び焼きうにを除く）の生産量は110ｔ、

生産額は 8 億円となっています。
本県で漁獲されるウニのほとんどはキタムラサ
キウニです。キタムラサキウニはエゾバフンウニ
よりも生殖巣の赤みが薄いため「白うに」と称さ
れ、食味も比較的淡泊であることが特徴です。
キタムラサキウニ、エゾバフンウニともに高級
食材として流通し、県内沿岸の食堂等では夏場に
生ウニ丼を名物として提供する店が増えるため、
夏に本県を訪れる観光客の想い出づくり（？）に
も一役買っています。
（3）ヒラメ

ヒラメ
（写真提供：岩手県水産技術センター）

ヒラメの栽培漁業は、平成 8 年度から県、漁業
団体による「魚類栽培事業化推進協議会」を組織
し、放流推進体制の整備及び種苗生産施設の整備
等の協議を行ってきました。
放流推進体制の整備のための技術開発について
は県からの委託により栽培協会がヒラメ種苗の大
量・安定生産のための技術開発試験に取り組んで
きました。
大量・安定生産の目途がつき、平成10年から平
成12年にかけて県が中間育成施設（現栽培協会大
槌地区魚類栽培中間育成施設）を整備し、平成13
年度から栽培協会の独自事業として 8 〜10㎝サイ
ズのヒラメ種苗を年間110万尾放流する体制が確
立しました。

岩手県栽培漁業協会大槌地区魚類栽培中間育成施設
（写真提供： 岩手県栽培漁業協会）

種苗生産経費は、平成13年度の事業開始当初は
県、市町村、漁業団体からの負担金で賄っていま
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したが、受益者が応分の負担を行うべきとの観点
から、平成15年度からは漁業者や遊漁関係団体の
協力金、遊漁者の募金を導入しています。
本県では、刺し網によるヒラメの漁獲が多いこ
とが特徴となっています。現在は、漁業者の自主
規制により全長30㎝未満は漁獲しない全長制限、
刺し網の目合を 4 寸目以上とする漁獲努力制限の
取り組みが行われています。
平成15年のヒラメの漁獲量は108ｔ、漁獲金額
は1.5億円となっています。
ヒラメの混獲率（水揚げ総数に占める放流個体
数の割合）は平成15年以降上昇傾向にあり、平成
13年度以降の放流効果が現れています。
また、技術センターの調査では、近年、天然稚
魚の加入状況が低下傾向にあることが示唆されて
おり、ヒラメの安定した漁獲に対する栽培漁業の
取り組みがますます重要になってきています。

り、平成12年度から他県に先駆けて10万尾の大量
種苗生産と試験放流を実施しています。
近年、マツカワの漁獲量は増加傾向にあり、平
成15年度のマツカワの漁獲量は1.8ｔ、漁獲金額
は293万円となっています。
マツカワは高級魚として流通されますが、県内
の飲食店では、一般的な刺身のほか、活締め直後
の独特の歯ごたえを生かした薄造り、熟成を施し
旨味を向上させたうえで昆布〆等の料理を提供し
ています。
（5）その他
水産総合研究センター宮古栽培漁業センタ
ーが生産したニシン、クロソイ等の余剰種苗を用
いて、漁業協同組合等が独自の取り組みを行って
います。
このうち、宮古漁業協同組合青壮年部は、
水産総合研究センター宮古栽培漁業センター、宮
古市、地方振興局水産部と連携してニシン増殖と
沿岸環境の保全に取り組んでいます。この取り組
みは、平成16年 3 月に開催された第 9 回全国青
年・女性漁業者交流大会で農林水産大臣賞を受賞
しています。
４

県内主要４産地市場に水揚げされたヒラメの
混獲率の推移
（データ提供：岩手県水産技術センター）

（4）マツカワ

マツカワ
（写真提供：岩手県水産技術センター）

ヒラメに次ぐ栽培漁業対象種として、県はマツ
カワの栽培漁業の事業化を検討しています。
技術センターでは種苗の雌雄均等化、生残率向
上、無眼側黒化防除技術等の種苗生産技術の開発
のほか、適正放流サイズの検討等の放流技術開発、
放流後の移動状況調査や水揚げ状況調査を通じて
放流効果の把握に努めています。
併せて、県は栽培漁業協会に試験放流用種苗の
生産と生産効率向上技術開発業務を委託してお
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今後の課題
これまで、本県の海域特性を生かした豊かな海
づくりの実現に向け、関係機関との連携のもと種
苗生産、放流、資源管理、育成漁場の管理等を進
めてきましたが、栽培漁業の更なる推進を図るた
めには様々な課題をクリアする必要があります。
その課題には種苗生産技術や放流技術の向上は
もちろんのこと、放流個体の回収率の向上等が挙
げられます。
また、栽培漁業の健全な発展の為には、受益の
範囲を明確にしたうえで、受益の程度に応じて受
益者自らが公平な負担を行うことが理想的です。
サブタイトルに掲げたとおり、受益者自らが積
極的にさいはい（采配）するさいばい（栽培）漁
業の実現もまた水産行政に与えられた課題であ
り、微力ながらその実現に向けて貢献することが
できればと思っています。
５ 引用文献、資料
（1）いわて耕海育魚（ 岩手県栽培漁業協会創立
10周年記念誌）
（2） 岩手県栽培漁業協会要覧
（3）いわてのウニ（ 岩手県栽培漁業協会資料）
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有明海におけるクルマエビ栽培漁業の取り組み
熊本県水産研究センター資源研究部

内
はじめに

川

純

一

たので、熊本県の視点からその概要について報告

県の魚にも挙げられているクルマエビは、有明
海における重要な漁業資源の一つです。日々の食

します。
また、平成15年度からは、上記研究結果をもと

卓にあがる機会はなかなか少ない（？）のですが、

にして、有明四県クルマエビ共同放流推進協議会

お祝いの席では欠かせない存在ですし、贈答品と

を実施主体とした放流事業を実施しており、その

してもよく使われています。

放流効果把握のために行ったモニタリング結果に

熊本県海域においてクルマエビは、有明海内部

ついても報告します。

では主にげんしき網、えび流し網で漁獲されてお
り、湾口部では小型底引き網によって漁獲されて
います。

有明海におけるクルマエビの生態
一般的なクルマエビの生態は、水深30ｍ以深の

漁期は例年 5 月上旬から11月下旬までで（湾口

海底で産卵し、卵から孵化すると浮游幼生期とな

部については 5 月〜 9 月）、漁獲は 9 月から10月

り、海面を浮游しながら変態を繰り返して成長し、

にかけてピークを迎えます。

体長が10㎜くらいになると干潟上で生活するよう

農林水産統計に見る有明海のクルマエビ漁獲
1）

になります。その後成長しながら移動し、徐々に

量 （図 1 参照）は、1990年代前半まで200〜300

深場へ出て行き、成熟すると再び産卵すると言わ

トンを推移しており、1980年代前半にピークを迎

れています 2）。

えた後、1990年以降減少傾向にあります。
また、有明四県の中で最も高い漁獲量を占める
熊本県の漁獲量も同様の傾向を示しています。

図１

平成 6 〜 8 年度における浮游幼生期・稚エビ期
の生態調査及び成エビ期の体長組成調査の結果、
有明海におけるクルマエビの生態は、図 2 に示す

有明海におけるクルマエビ漁獲量の推移

このように減少したクルマエビ資源を回復させ
るために、平成 6 年度〜14年度において、有明海
に面する福岡、佐賀、長崎ならびに熊本の四県が
連携して、有明海におけるクルマエビの生態及び
放流方法及び効果把握に関する調査を実施しまし

図２

有明海におけるクルマエビの成長と移動
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ように天草西海域で親エビが産卵し、孵化した浮

これまで一般的に行われていた船上からの直播き

游幼生は表層を漂いながら大潮の上げ潮に乗って

で放流すると、放流直後からボラやスズキ等から

有明海内部に入って来た後、湾内の干潟上に着底

食害を受けていました。せっかく調達した種苗を

し、成長と共に南下しながら、徐々に有明海の外

無駄にすることは絶対に避ける必要がありました

3）

に向けて移動していることが分かりました。

ので、これを防止するためホースを用いたサイホ
ン方式による海底への直接放流を採用することで

標識放流手法・放流方法
種苗に標識を付けて放流し、漁獲された個体の

より高い放流効果を得ることが出来るよう放流方
法についても工夫しました。

中に含まれる標識個体の割合を調べることにより
放流効果を推定することが出来ます。
そこで、まず放流するクルマエビに施す標識に
ついて検討したところ、尾肢を切除した後に再生
した尾肢に現れる再生異常を目印とした「尾肢切
除法」4）を採用しました。図 3 に左側の尾肢に標
識を施して数ヶ月経過した写真を挙げています
が、標識を施していない右側の尾肢と比較すると
尾肢中央部の暗色色素の欠損や内側尾肢の長さの
違い等が分かると思います。

図３

図４

中間育成施設（宇土市網田地先）

図５

サイホンを用いた種苗放流風景

再生異常の生じた尾肢

また、放流効果を上げるためには、放流後の食
害による減耗を出来るだけ減らすことが重要なポ
イントとなります
クルマエビはその成長段階において体長30㎜に

平成15年度は、有明海全体で約1,000万尾を放

なると砂に潜る能力を獲得すると言われていま

流し、そのうち約90万尾について「尾肢切除」標

す。また、放流後の生残率を向上させることだけ

識を施した種苗を放流しました（熊本県における

を考えるならば、出来るだけ大きな種苗を放流す

平成15年度のクルマエビ種苗放流数を図 6 に示し

ることが理想ですが、限られた予算という制限も

ます）。

あり、生残率が高く、かつ出来るだけ多くの種苗

モニタリング調査は、図 7 に示すように本県海

を放流するために、体長30㎜以上の種苗を放流サ

域を湾奥部漁場と湾央部漁場との 2 海域に分けて

イズとしました。

実施しました。

図 4 は、囲い網を用いたクルマエビの中間育成
施設（宇土市網田地先）です。この施設を用いて

モニタリング調査は、
①

現地調査：漁獲されたクルマエビの体長組

平均体長14㎜の稚エビを平均体長30㎜以上まで約

成、雌雄、漁獲物の中から標識個

3 週間中間育成後、周りの網を外し放流しました。

体を調査する。

また、放流方法についても検討を行いました。
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平成15年度調査結果

②

標本船調査：抽出した各地区の漁業者の操業

6
時における操業場所、漁獲したク

③

これらのモニタリング調査の結果を解析したと

ルマエビの体長組成等の詳細なデ

ころ、図 9 に示すように本年度は過去 4 年間 5）

ータを記録する。

と比較してもより多くのクルマエビが水揚げされ

伝票調査：漁協の伝票についてクルマエビの

たと推定されました。この要因としては、他県で

水揚げ量及び価格を調査しまし

放流された種苗と併せて熊本県の各地先で行われ

た。

た地先放流による効果が大きかったと考えられま
す。

図８

図６

標識確認作業風景

平成15年度クルマエビ種苗の放流実績

図９

有明海熊本県海域におけるクルマエビ推定漁獲量

おわりに
栽培漁業は次のような二つの効果を期待して行
われています。まず、一つ目はクルマエビ資源の
安定化を図ること。これは減少してしまった天然
資源に人工種苗を添加することにより、漁獲によ
る資源量の減少を底支えし、資源の変動を防ぐと
いうものです。
二つ目にクルマエビ資源の増大を図ることを目
的としています。これは、放流された種苗が、漁
獲されたり自然死亡したりすることなく成長・成
熟し、産卵して次世代の再生産を行うことによる
ものです。
このような栽培漁業を継続して実施しながら、
図７

モニタリング実施状況

今後は稚魚や産卵期の個体を保護することによ
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り、資源を再生産させながら、計画的に漁獲する

2）クルマエビ栽培漁業の手引き検討委員会
（1981）

漁業、「資源管理型漁業」を展開することで、ク

「クルマエビ栽培漁業の手引き」、さいばい叢

ルマエビ資源の復活をより確かなものとしたいと

書、1、

日本栽培漁業協会、東京、pp.4-9.

3）福岡県水産海洋技術センター・佐賀県有明水

考えております。
これまでご説明したように、クルマエビの放流

産振興センター・長崎県総合水産試験場・熊

効果が少しずつではありますが各地先で確認され

本県水産研究センター（1994〜1996）重要甲

ています。この小さな効果が徐々に大きな確信に

殻類栽培資源管理手法開発調査報告書

変わることを望まずにはおれません。

グループ

エビ

有明四県

今後も有明海クルマエビ復活のために調査・研

4）豊田幸詞・宮嶋俊明・吉田啓一・藤田義彦・

究に努力していきたいと思っておりますので、漁

境谷季之（2002）クルマエビ標識放流におけ

協・漁業者の皆様のご協力をよろしくお願いいた

る尾肢切除法の有効性について−Ⅲ

します。

の体長から検討した標識としての有効性．京

切除時

都府立海洋センター業績集、6、pp.205-210.
謝辞

5）福岡県水産海洋技術センター・佐賀県有明水

これまでモニタリング調査におきまして多大な

産振興センター・長崎県総合水産試験場・熊

るご協力を頂きました荒尾市農林水産課、玉名市

本県水産研究センター（1999〜2002）資源増

農業振興課、荒尾漁協、滑石漁協、河内漁協、沖

大技術開発事業報告書

新漁協、川口漁協、島子漁協、あまくさ漁協本渡

ープ

地域型中・底層グル

クルマエビ有明四県.

統括支所・五和町統括支所・苓北町統括支所職員
並びに組合員の皆様に厚くお礼申し上げます。

※ この資料は、平成16年 2 月熊本県水産研究セ
ンター機関誌「ゆうすい」第12号に掲載され

参考文献

たものを一部修正したものです。

1）九州農政局（1975〜2001）農林水産統計

訂正とお詫び
前号No.３の28ページ「トピックス」第４図棒グラフ背景を
以下の通り訂正し、お詫び致します。

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。
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豊かな海づくりに関する現地研修会
「アワビ、サザエの種苗放流技術」を終えて
京都府農林水産部水産課
主 任

戸嶋

孝

開 催 月 日：平成16年 9 月14日（火）
開 催 場 所：京都府宮津市字鶴賀2062

京都府水産事務所

研修室

研修対象者：府関係漁業者及び関係漁業者団体、府水産課、府水産事務所府立海洋センター、
（財）京都府水産振興事業団、沿海市町
出 席 者 数：45名

山川紘氏による講演

1 はじめに

和田洋蔵氏による講演

その原因としてアワビ種苗の一部が筋萎縮症とい

全国豊かな海づくり推進協会が開催される現

うウイルス性の病気に感染しており、放流後の死

地研修会に本府が選定されたことに対し、まずは

亡や、衰弱による食害などによって生残率が低下

厚くお礼申し上げます。

したことが考えられました。さらに、放流効果が

研修会を終えまして、その概要等について簡単
に報告します。

出ないことにより、漁業者の栽培漁業に対する取
組意欲も減退し、放流の仕方が杜撰になるなど悪
循環に陥りました。近年になって、種苗生産時に

2 研修会開催に至る経緯

防疫措置を施す技術が確立され、筋萎縮症に羅病

京都府では、磯根資源を対象とした栽培漁業を

していない種苗の生産が可能となり、健苗性が格

推進するため、アワビ、サザエの種苗生産・放流

段に向上しました。これらの健苗を放流した効果

に取組んでいます。両種ともに、京都府栽培漁業

が現れ、昨年から漁獲量は増加してきています。

センターで種苗を量産しており、アワビは殻長30

京都府では、この機会にさらなるアワビ種苗放流

㎜で12万個、サザエは殻長20㎜で25万個を目標に

効果の増大に向けて、放流手法などについてこれ

放流しています。しかし、アワビについては、平

までのやり方を見直し、新たなアワビ放流マニュ

成 6 年までは10トン程度の漁獲量でしたが、その

アルを作成、マニュアルに沿った種苗放流の普及

後急減し、平成13年まで 3 〜 5 トンと低水準に落

指導を図ろうとしています。一方、サザエについ

ち込みました。放流されたアワビの回収率も低く、

ては、漁獲量は比較的高水準で推移しているもの
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の、単価が安く、漁業者による放流数が減少して

時期については、害敵による捕食が少なく、放

きており、府内放流数は目標値を下回る状況にあ

流後の成長が良い時期として 4 〜 5 月が良いこ

ります。しかし、放流効果が期待できない訳では

とや、放流場所である溝ブロック礁の機能低下

なく、潜水遊漁による利用など海業対象資源とし

（砂や海藻による溝のつまり）を防ぐために高

て付加価値を高めるといった施策を進め、アワビ

圧水等による清掃が必要であること、ヤツデヒ

など他の磯根資源も含めた利用システムを構築し

トデやマダコといった害敵の駆除方法などが報

ていくことにより、十分な効果が見込めると考え

告されました。さらに、計画的な種苗放流のた

ています。

めには、①水揚げの一部を種苗購入費に当てる

こうした栽培漁業に対する府の施策を進めるた

といった受益者負担の仕組みづくり、②放流種

めの機会を探していた我々にとって、現地研修会

苗購入資金の積み立て、③放流した貝をできる

の開催は非常にタイミングが良かったと言えま

だけ多く回収する潜水漁法の導入といったこと

す。こうした研修会は、栽培漁業に関連した事業

が必要であるとしました。

が盛んに行われていた時代（そんなに昔ではない

最後に、栽培漁業推進への行政施策の一つと

ようにも思えるのですが・・・）には、潤沢な予

して、漁場の管理・漁場の造成といった「海の

算もあって多く開かれたものですが、ここ数年は

森づくり」を進めていくことについて述べまし

殆ど開催していませんでした。やるからには、で

た。

きるだけ密度の濃いものをということで、講師に
アワビ類増殖に関する全国事情に詳しい東京海洋
大学

NPO法人

海事・水産振興会の山川紘客

員教授をお願いするとともに、京都府からも漁業

②

アワビ・サザエ資源の管理技術と増殖に関す

る提言
東京海洋大学

NPO法人

客員教授

者への普及・指導事項や放流効果に関する報告を
行い、さらには漁業者との意見交換の時間を設け

海事・水産振興会
山川

紘

アワビ栽培漁業に関しての全国的な動向等以
下の内容について話していただきました。

ることとしました。

◎アワビ資源をめぐる日本沿岸の環境の現状
3 現地研修会の概要

資源が増加傾向にある三陸沿岸のエゾアワ

現地研修会は、京都府宮津市にある現地指導行

ビ、暖海系のクロアワビ・メガイアワビ・マダ

政機関の京都府水産事務所において開催され、同

カアワビの生息域における水温上昇や九州等に

所の梅本和宏普及指導課長の司会進行により、研

おける藻場消失によるアワビ生産への影響、都

修、意見交換が行われました。研修会の講義、意

市部におけるアワビ再生産力の衰退等、磯根資

見交換の概要は以下のとおりです。

源の生産構造を変えている要因にどのように対
応すべきか、また原因究明の視点をどのように

① 京都府におけるアワビ、サザエ種苗放流の現

◎アワビ増産の目標と協力システム

状と効果
京都府立海洋センター

漁場管理面からみた安定化技術に対して、数

和田洋藏

値目標の設定とそれを達成するために必要な情

京都府のアワビ栽培漁業の現状として、無病

報や漁業者の行動等、資源管理の原則を守りつ

種苗の大量生産・放流の状況や漁獲量、漁獲金

つ柔軟できめ細かな協力体制の構築が必要であ

額について話した後、放流効果の把握の重要性

ること、種苗購入等のための基金造成等に関し、

について説明しました。また、放流効果の発現

組合による独立採算制を睨んだ対策が必要であ

事例では、漁獲されたアワビの約半数が放流貝

ること、同時に環境保全の役割など社会的価値

であり、さらに放流漁場では約 9 割が放流貝で

をアッピールしていくこと、密漁対策として漁

あったことが報告されました。次に、新しいア

業者の生活を保

ワビ放流マニュアルの要点（放流時期・サイズ、

な予算確保の姿勢を持つべきであることなどを

輸送方法、放流場所の整備、害敵駆除、放流器

検討すべきである。

主任研究員

の利用等）について詳細に説明しました。放流
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持つべきか。

証する観点から、国が積極的

◎アワビ資源の管理手法に追加する視点

今年の漁模様や放流マニュアルに沿ったアワビ

放流アワビの回収率の推定などは、これまで

放流の実施結果等について報告があり、アワビ

都道府県の専門職員等が行ってきたが、これか

の漁獲が非常に良好であることや、伊根町漁協

らは経済的な活性を高めるためにも漁協が中心

蒲入支所で始められたアワビ・サザエの水揚げ

となって行う課題である。そして、回収率を明

金額の 4 ％を拠出して放流種苗費を積み立てる

らかにするとともに、放流効果を高めるために、

取組についての情報提供が行われました。行政

放流に最適の条件を工夫することは漁業者が最

からは、今後の栽培漁業の推進方向等が紹介さ

も努力するところである。最も基本的で当然の

れました。

ことは、放流直後の減耗を少なくすることであ

また、京都府では前述のとおり、放流した貝

る。このことについては、高生残率を得る対策

をできるだけ多く回収するために、潜水漁法の

として何ができるかをまず話し合ってみるこ

導入を進めようとしていますが、ある水視漁業

と。その結果、例えば、磯清掃などによる効果、

者からは資源の枯渇を危惧する声や、期間等を

食害生物の特定と駆除、藻場造成について各々

定めて実施した方が良い旨の発言もありまし

の課題ごとにグループを作って対応するなどい

た。潜水漁法の導入は、放流貝回収率の向上だ

ろいろな知恵が出る。さらに、放流後の 1 〜 3

けでなく、新規着業者の増加やウニ類等未利用

年間における個体群の動向に注視することも必

資源の漁獲、密漁監視等々に有効であること、

要である。

資源枯渇を招かないための管理は当然ながら必

また、アワビの管理事例として、三重県国崎

要であること等を水視漁業者に対して充分に説

漁場における輪採漁場別の回収率等の調査、千

明、理解・協力を求めることが重要であり、今

葉県新勝浦漁協における管理事例（保護水面で

回、漁業者と生の意見交換ができたことは非常

の育成と再配分等）、宮城県歌津漁協及び長崎

に貴重でした。

県宇久町でのトレーサビリティによる資源管理
等々について報告。トレーサビリティに関して
は、ステンレス製タグの紹介も行われた。
◎密漁対策

4．おわりに
現地研修会は、漁業者はもとより栽培漁業に関
わる地元市町の担当者の参加もあって、予想を上

密漁の実態と、対策の最大の方針として、

回る参加者数となりました。今後京都府では、関

「アワビ等放流個体は有主物である」という考

係者が一体となってアワビ、サザエの栽培漁業推

え方と主張が必要である。対応策として、漁業

進のための仕組づくり、潜水漁業導入等による磯

権、監視体制、流通関係、不合理漁獲における

根資源の有効活用について検討していくこととな

各々の課題について報告。

り、磯根資源の栽培漁業を推進する上で非常に貴
重な研修となりました。

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

今年の京都府でのアワビ漁獲量は急増してお
り、近年では最高の漁獲量となりそうな模様です。

山口県外海栽培漁業センター
専門研究員

また、アワビ種苗放流の効果も確認されるととも

桶屋幸司

に、種苗の放流数を増やすために、府内で初めて

前述しましたとおり、これまで行ってきた当

漁業者自らが種苗購入費を積み立てる仕組みづく

センターにおけるワムシの培養方法の推移と粗

りも始まりました。近い将来、こうした取組が府

放連続培養の導入状況について述べ、それが種

内全域に広まり定着するとともに、種苗の放流数

苗生産に与えた影響について発表しました。

が増加し、漁獲量もさらに増加することが期待さ
れます。

③

質疑応答及び意見交換

最後に、この現地研修会が今後も京都府内の各

京都府水産事務所の中路実総括水産業専門技

地域における磯根資源の栽培漁業の普及・定着に

術員を進行役に、漁業者を中心とした活発な意

寄与するとともに、栽培漁業の取組について関係

見交換が行われました。

者のなお一層のご理解とご協力をお願いして終わ

意見交換では、府内各地区の水視漁業者から、

りたいと思います。
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第 24回

全国豊かな海づくり大会

香川県高松市で盛大に開催

第24回全国豊かな海づくり大会は、平成16年10
月 3 日（日）、香川県高松市のサンポート高松と
サテライト会場の玉藻公園を会場に、「青い海
守る心に

豊かな海未来」を大会テーマに、全国

から集まった2,000人の招待者及び一般参加者な
どおよそ 5 万人が参加し、「水産資源の維持培養

おことばを述べられる天皇陛下
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稚魚を放流される両陛下

と海の環境保全に対する国民の意識の高揚を図る
とともに、水産業に対する認識を深め、わが国水
産業の振興に資する」誓いを新たにした大会とな
った。
全国豊かな海づくり大会は、魚や貝など水産資
源を保護し、増やすことと海の自然環境をも盛る
ことの大切さを考え、水産資源の維持と海の環境
保全に対する意識の高揚を図るとともに、水産業
に対する認識を深めるための国民的行事として、
天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、昭和56年から全
国を巡回し毎年開催されており今年で24回目の大

漁船３艘をつないだ船舞台で行われた
地元庵治町の獅子舞

会となった。
「創造と交流の海」を基本理念に、自然と調和
したゆとりある水産業づくり、海域環境の保全、
うるおいとにぎわいのある漁業地域づくり、新鮮
でおいしい｢かがわのさかな｣を情報発信し、｢お
接待の心｣で香川の魅力を全国にアピールする、
県庁所在地での初めての大会開催となった。
午前 9 時50分に、式典プロローグが、10時30分
から式典行事が行われた。
式典行事は、大会旗入場、開会のことば、大会
会長などの挨拶などに続き、天皇陛下のおことば

勇壮に展開された漁船パレード

があり、このあと、資源管理や漁場保全などに功
績のあった団体の表彰、最優秀作文の発表、漁業
後継者の決意表明や大会決議などが行われた。
表彰行事では、水産資源の維持培養や海の環境

四の瞳メッセージ」が全国に発せられた。
大会では初めて消費者を代表して親子によるメ
ッセージが発表された。

保全に功績のあった功績団体、作文・写真コンク

式典の中で、天皇皇后両陛下から二組の漁業後

ール等で入賞し、大会に招待され出席した受賞者

継者に、クルマエビ、アマモ、アカガイ稚貝の放

の代表に、河野洋平会長（衆議院議長）から大会

流魚種お手渡しが行なわれた。

会長賞が、島村宣伸農林水産大臣から農林水産大
臣賞が、田原文夫水産庁長官から水産庁長官賞が、

次いで、植村正治大会推進委員会会長が大会決
議を読み上げ、満場の拍手で採択された。

真鍋武紀香川県知事から香川県知事賞が授与さ
れ、各入賞者を表彰した。

最後に、第25回全国豊かな海づくり大会が神奈

作文コンクールで最優秀作文に選ばれた小学校

川県で開催されるので、大会旗が真鍋香川県知事

高学年の部で大会会長賞を受賞した香川県観音寺

から、松沢神奈川県知事と中田横浜市長にしっか

市立豊田小学校 5 年の石井裕子さんが「おじいち

りと引き渡され、式典は終了した。

ゃんのいりこ飯」と題した作文を朗読し、会場の
参加者から大きな拍手が巻き起こった。
さらに、J F下笠居漁協の濱元利喜・まき夫妻

式典終了後、両陛下等は式典会場から放流会場
に移動した。

が漁業後継者としての誓いのことばを表明し、

放流会場では、まず海上歓迎行事では、オープ

「かがわ・海づくりメッセージ」の呼びかけを、

ニングとして、地元庵治町に古くから伝わる獅子

小豆島の苗羽、四海、池田小学校の12名の児童に

舞が、船 3 艘を連結して作られた舞台の上で舞わ

よる、「私たちは美しい海に抱かれ大きくなりま

れ、香川らしいスターとなった。続いて、式典会

した。大好きな海を守っていきます。」と「二十

場で両陛下からクルマエビ、アマモ、アカガイ稚
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貝の放流魚介類をお手渡しいただいた漁業後継者
夫妻が放流地点まで向かう漁船の見送りをいただ
いた。
さらに、香川の沿岸漁業、養殖漁業を代表する

玉藻公園サテライト会場
日本三大水域の誉れも高い高松城址の豊かな憩
いの場を活用し、景観を生かした特色あるイベン
トを展開した。

漁船22隻による大漁旗をなびかせ、勇壮で華やか
な漁船パレードが繰り広げられ、中には、浜で働
く女性だけで構成された「母ちゃん船」も登場し、
「たる流し」によりパレードが終了した。

次回の第25回大会は、「光る海

未来を映す

大きな鏡」をテーマに、平成17年11月20日（日）
神奈川県横浜市みなとみらい21地区をメイン会場
に、小田原漁港、三崎漁港を地域会場として、開

次いで、放流行事では、つくり育てる漁業を一

催される。

層推進し、栽培漁業の意義をアピールするため、
香川県の栽培・養殖対象種のうちから選定された
魚介類を、天皇皇后両陛下をはじめ大会参加者に
よって放流した。
放流の種苗は、長年の実績があり香川県らしい
魚介類としてタケノコメバル、ヒラメ、キジハタ、
オニオコゼの 4 魚種を放流し、栽培漁業への理解
を全国に向けアピールした。
県内外の大会参加者に、水産業振興や海の環境
保全への取り組みを広く周知するため、式典会場
及び会場歓迎・放流会場に隣接して設置されたテ
ーマ館では、｢創造の海｣をテーマに、「瀬戸の海」
に生息する魚の展示と漁業の発展の歴史が紹介さ
れ、「海を拓く」コーナーでは「とる海から育て

テーマパーク歓迎マーチ

る海」として資源管理型漁業、栽培漁業、藻場造
成の紹介、「海を守る」コーナーでは赤潮対策や
水域環境保全に関する取り組みが紹介され、「交
流の海」館では「海藻おしば教室」が設けられ、
多くの人々が熱心に海藻のおしば作りに挑戦して
いた。
公式行事の開催に先立ち、歓迎行事のアトラク
ション会場では、郷土芸能の披露など香川らしい
演出で、県内外の招待者及び一般参加者を歓迎す
ると共に、特色ある伝統文化、特産物をPRする
展示即売する物産展示即売コーナーがもうけられ
参加者で賑わった。
式典会場に隣接した関連行事会場では、親水ゾ
ーンでは、帆船362トンの「あこがれ」、深海調査
研究船「かいれい」及び無人探査船「かいこう
7000」が一般公開された。

海藻おしば教室でおしば作りを楽しむ親子
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天皇陛下のおことば
第24回全国豊かな海づくり大会が、瀬戸内

つことは難しく、今日、海は海岸の埋め立て、

海を望む、ここ高松市において開催されるこ

海砂利の採取、汚水の流入などにより、汚染

とを、誠に喜ばしく思います。

が進み、さまざまな生物の生活にとって厳し

本年は台風が多く、各地で大きな被害が生

い状況になりました。その上、漁船や漁具の

じましたが、ここ香川県においても、八月以

近代化による過剰な漁獲もあって種類によっ

来の台風で人命が失われ、家屋や産業なども

ては、資源の減少がみられます。瀬戸内海の

大きな被害を受けました。

環境を良好に保ち、資源の適切な管理を行い、

亡くなった人々の遺族や災害を受けた人々

資源を持続的に利用していくことが強く求め

の悲しみや苦労に深く思いをいたしておりま

られるゆえんであります。このような状況下、

す。皆様が協力して災害から順調に復興する

多くの関係者が、連帯感を持って、瀬戸内海

ことを願っております。

の再生に向けて努力を重ねていることは非常

わが国の人々は昔から海と深くかかわり、
海からの恵みを受けてきました。

に心強いことであります。
一時著しく減少したサワラの漁獲量が、近

この香川県が面する瀬戸内海も、多くの河

年、国や瀬戸内海十一府県の関係者による種

川が海に注ぎ、魚介類の産卵場、育成場とな

苗放流や漁獲制限など資源回復の取り組みに

るも場が良く発達し、古くから豊かな海の幸

より、着実に増加していることはこの努力を

を人々に与えてきました。

示すもので誠にうれしく感じております。今

十世紀に編さんされた延喜式には鯛の貢納
国十カ所の一つとして讃岐が挙げられており、
当時、この海域が優れた漁場であったことが
知られています。

後関係者の協力に、多くの魚介類の資源が増
加していくことを期待しております。
この大会に集う人々が海に対する認識をさ
らに深め、美しい豊かな海づくりに力を尽く

しかし、人口も多く、産業活動の盛んな地
域に囲まれた瀬戸内海を昔のような環境に保

されるよう願い、式典に寄せる言葉といたし
ます。

大 会 決 議
海は多種多様な生命を育み、人々に豊かな
海の幸と安らぎをもたらしてきた。
なかんずく、わが国は四面を海に囲まれ、

を広げていかなければならない。
本日、世界に誇る、美しく豊かな瀬戸内海
のここ香川県で、第24回大会が開催されるに

どの国よりも多くその恩恵を受けてきたが、

あたり、「青い海

守る心に

豊かな未来」を

身近さゆえに、その大切さを忘れがちであっ

合言葉に、豊かな海の恵みを未来につなげて

た。

いくことをここに決議する。

漁村に住む人々は、古くからその活動や存
在を通して、交流・保養の場の提供や環境保

平成16年10月 3 日

全など、多くの人が海の恵みを享受できるた
めのさまざまな役割を果たしてきた。
このような多面的機能の重要性について、

豊かな海づくり大会推進委員会会長

植 村 正 治

国民一人ひとりが認識を深め、取り組みの輪
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「第25回全国豊かな海づくり大会（かながわ

心を呼んだ。特に栽培漁業対象種の水槽を展示

大会）」は平成17年11月20日（日）に神奈川県横

することによって、地域住民に放流魚の生きた

浜市の横浜みなとみらい21をメイン会場に、小

姿を見てもらえたことは、栽培漁業の重要性を

田原市と三浦市を地域会場として開催される。

アピールするのに効果的であった。

第25回全国豊かな海づくり大会かながわ実行

一方、三崎漁港では、協会独自のコーナーを

委員会等は、一年前行事として｢第25回全国豊か

設け、デジタル写真を利用したカレンダーの作

な海づくり（かながわ大会）プレ地域大会｣を、

成や、パネル展示、啓発ティシュの配布を、東

平成16年 8 月 1 日（日）に小田原市の小田原漁

京海洋大学の北田修一教授の研究室の研究生数

港で、10月24日（日）に三浦市の三崎漁港で開

人に手伝ってもらい、栽培漁業の重要性をアピ

催し、記念式典や、稚魚の放流等、来年開催さ

ールした。このカレンダーは、水産業において

れる第25回豊かな海づくり大会の地域に準じた

重要な魚種の写真や、大会キャラクターとなる

行事が行われた。この 2 つのプレ地域大会は、

「ウ〜ミイ」を加えたもので、豊かな海をつくる

地域のおさかな祭りと連携して行ったもので、

ことの重要性をアピールできるデザインであっ

多数の来訪者が訪れた。

た。この企画は盛況で、地域住民に来年行われ

小田原漁港では、当協会の会員である（財）
神奈川県栽培漁業協会が設置した「つくり育て
る漁業＝栽培漁業」を県民に広く啓発普及する

る本大会を知ってもらうための活動を行うこと
ができた。
当協会は「第25回全国豊かな海づくり大会

ための展示コーナーに出向き、「栽培漁業ものが

（かながわ大会）」を積極的に支援するとともに、

たり」のパネル展示、栽培漁業対象魚種（マダ

栽培漁業への関心を高め、大会の成功に向けた

イ・アワビ・トラフグ・ヒラメ）を水槽での飼

活動を水研センターや神奈川県栽培漁業協会等

育展示、小冊子やステッカーの配布、吹流しや

と連携して行った。

懸垂幕を掲示する等によりPRに努め、大いに関

プレ地域大会の記念式典で稚魚放流
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栽培漁業対象種の水槽展示

平成16年10月24日（日）に三重県南島町奈屋

放流されたものはマダイ、クロダイ、ヒラメ

浦漁港にて、「2004みえ豊かな海づくり」が開催

などの魚類、ヨシエビなどの甲殻類で、岸壁か

された。今回は「子に孫に

海

らの放流と漁船からの洋上放流が行われた。実

づくり」をメインテーマに、三重県豊かな海づ

際に種苗放流を体験し、又はその現場を見学す

くり推進委員会とくまの灘漁業協同組合南島町

ることは、県民へ栽培漁業の重要性をアピール

の共催で開催され、放流事業や啓発パネルなど

するとともに、水産資源への関心を高める上で

の展示、海と漁業の写真展など、様々なイベン

効果的であった。

つなぐ豊かな

トが行われた。

また、パネル展示では、水産生物のことだけ

本大会は、「水産資源の保護、海の環境保全」

ではなく、植林活動等の海洋環境へのかかわり

という考え方を県民へより一層広めるとともに、

に関する展示もされていた。種苗放流を行って

漁業者との交流の機会を設け、関心を深めるこ

いくことは重要であるが、同時に海の環境を保

とを目標としている。

全し、水産生物が生きて行ける豊かな海づくり

本協会は、今年度から栽培漁業の推進を広く
県民等にアピールする有意義な活動を支援する

を考えていく良い機会となった。
今回の大会は、南島町の「こいこいまつり」

こととしており、本大会もその対象としたこと

と同日開催されたこともあり、家族連れやレジ

から式典行事及び種苗放流の現場に立ち会った。

ャー客等約7,000人の参加者で賑わった。

2004みえ豊かな海づくり会場

岸壁からの稚魚放流
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豊かな海づくりを積極的かつ的確に推進していくため、16年度事業計画を実施するにあたって、海づ
くり協会内に会員及び学識経験者による企画推進委員会を設置して、その具体的な推進の仕方について
検討及び助言等を受けることとなりました。
その第1回目の委員会を開催したので、概要を報告します。

開 催 日 時：平成16年 7 月26日（月）
開 催 場 所：東京都千代田区内神田コープビル
第 2 会議室
出

席

者：企画推進委員会委員
：海づくり協会役職員

来

賓：水産庁増殖推進部栽培養殖課担当官

１

企画推進委員会設置の経緯
海づくり協会の業務は、つくり育てる漁業であ
る栽培漁業を中心とした豊かな海づくりを実践し
ていくことにあり、そのためには、会員、水産庁、
水研センター等と十分な連携を図りながら、豊か
な海づくりを着実に普及・定着させていくことが
求められている。
海づくり協会の毎年度の業務については、この
ような主旨のもとに理事会及び総会の場で審議、
承認を受けて進められているが、更に、個々の業
務内容と具体的な進め方ついて関係者から助言い
ただくほか、これに止まらず協会に相応しい活動
のあり方についてもご意見をいただく中で、会員
の要望に応え、業務を的確に進める必要があると
いう認識のもとに、16年度から企画推進委員会を
設置して、取り組むべき事業及びその具体的な推
進の仕方等について検討することとなった。
２

企画推進委員会の組織
企画推進委員会の設置は、16年 5 月26日に開催
された16年度第 1 回理事会で議決され、「企画推
進委員会規則」（別紙 1 ）に基づき運営されるこ
とになった。
また、委員のメンバーは「企画推進委員会委員
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名簿」（別紙 2 ）のとおり。
３ 第１回企画推進委員会の概要
（1）議案
1 ）16年度事業計画及び年間ケジュールについ
て
2 ）その他
（2）座長に長屋委員（全国漁業協同組合連合会漁
政部長）を選出して以下の議事を行った。
議案1）16年度事業計画及び年間ケジュールに
ついて
① 栽培漁業広域連携推進事業
ア 広域・入り会い海域等における放流条件調
査等支援事業
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。

・広域放流調査を実施しており、単県で実施する
より効果把握の面で期待できるとの意見があっ
た。
・この事業についての取りまとめ等の情報をどの

ような機会に出すのかについて、質問があり、

プで話しが着けば可能性がある。

過去に国の補助事業で調査結果を提言としてま

・技術の問題でなく、制度的な問題であり、種苗

とめた事例を参考に検討することとなった。
その後意見なく、座長より諮ったところ広域・

生産機関はノルマがあるので、これが壁になっ
ている。回遊性のものは、県境を越えて管理す

入り会い海域等における放流条件調査等支援事業

る必要があるが、単に種苗のやりとりだけでな

実施要領（別紙 3 ）は承認された。

く栽培漁業全体の仕組みを変える理論武装が必
要。それによって県の中でものが云えるし、問

イ 種苗等の需給調整・安定供給システム構築
条件調査
都道府県相互の種苗等の融通や需給調整を組織的に
実施することにより、生産不調時の種苗等の相互補完
を含め、遺伝子に配慮した種苗等を安定的に低廉で利
活用するためのシステムを構築する。
種苗交換を実施している香川県、岡山県のクルマエ
ビとヨシエビ種苗、および山口県、福岡県、大分県の
ヒラメ、マコガレイ、クルマエビ、ガザミ等の種苗を
対象に現状を調査し、昨年度実施した種苗交換の実態
調査を踏まえ、今後のシステム構築に向けた基礎資料
を収集し、今後の構築条件などの検討を行う。

・広域・入り会いの放流条件調査とこの事業の連
携と云ったことは考えられないかとの質問に、
事務局から放流条件調査をやる場合、その種苗
の調達をどうするかが基本的な問題であるの
で、このシステムの活用が必要である旨回答。
・ブロック単位で検討会のメンバーを出す案であ
るが、需給調整をブロック別にやる考えかとの
質問に事務局から遺伝的な問題も考慮して今の
ところ海域別に 6 ブロック程度を考えている。
理事会でもこの需給調整・安定供給システムを
やってほしいとのご意見があった。種苗生産の
水準を維持するのは、昨今の情勢から難しい状
況になっている。どうしたら、安く種苗を確保
できるかという栽培漁業の基本的な問題から考
えていくことになる。大変難しい課題であるが、
委員のご意見をいただき前進させたい旨回答。
その後、各委員から以下のような意見が出され
た。
・技術的に安定していたヒラメが今年は不調にな
り、水研センターから指導を受けている。受益
者負担分の種苗確保が必要なことから、難しい
問題であるが期待したい。
・出来ないときに融通してもらう他、行政の枠を
超えて効果のある海域で放流することが栽培漁
業の大きな流れから見て必要である。
・種苗生産は、受益者負担となっており要望をと
って行っているが、これを超える生産は無理、
他県に渡すのは財政当局が認めない。行政トッ

題が解決する。
・15年度から始まった有明のクルマエビの共同放
流調査は、4 県が種苗の負担割合等を決めて漁
業者が納得してスタートしており画期的なこと
と思っている。今後大事に育てていきたい。
・種苗の交換は疾病等の問題もあることから 2 県
ぐらいでやるのが適当と考える。
・親魚を全ての県で持つのでなく、特定の県で保
有し、近県はこれを利用して受精卵の提供を受
けると云った合理的な方法を検討する必要があ
る。また、こういう種苗交換システムを考える
場合、種苗の移動範囲を系群との関係で科学的
に判断する情報が必要である。
・種苗が不足するのを補填するというのは判る
が、多くの種苗は県を跨ぎ回遊するので想定さ
れる系群別にどれだけの種苗を放流するかと云
う共同資源管理計画が必要であり、これに海づ
くり協会がどう係わっていくかが重要である。
そういった進行管理の下での準備として、この
事業は必要である。
・栽培漁業センターは漁業者のニーズを基に運営
しているので、系群の面だけでは漁業者はなか
なか納得しない。
・過去から魚種移植放流によって漁業が維持され
ている面があると言われている。系群の意義が
どのようにあるか、きちんと整理されれば良い。
・事務局から、海づくり協会は、この広域連携事
業をやるようにとの関係機関からの要請の下に
ヒレものの栽培漁業という難しい問題に手をつ
けることになったが、会員の皆さんの要請にど
う対応するか、取りあえず検討会をもって進め
ることとしたいので、協力願いたい旨発言。
②

漁協等実践活動助成事業

豊かな海づくりの地域への定着を促進するため、地
域で実践可能な栽培漁業等の活動に対する支援を行う
とともに、成果事例を積極的に普及することにより、
漁協等における栽培漁業等への取り組みの活性に努め
る。
対象漁協等の栽培漁業等への活動結果を整理取りま
とめ、その実践活動に対し助成を行うとともに、成果
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事例を印刷刊行し関係機関に配付する。
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。

・16年度の現地研修会は、次の 5 箇所で実施する
ことが了承された。
京都府 アワビ、サザエの種苗放流技術について
青森県 ハタハタの種苗生産・放流及び放流効

・助成対象の栽培漁業対象種は出来る限り広い範
囲を事業の対象としてもらいたい。との意見に

果調査について

事務局から、今後調整したい旨回答。
・事業に使う水温計等の機器類は認めて欲しい。

石川県 ひらめの中間育成及び種苗放流時の諸
注意について

消耗品ぐらいは助成対象にして良いのではない

広島県

か。との意見に事務局から助成額が少ない中で

長崎県 クルマエビの有効な放流手法及び効果

機器類の購入は難しいが、消耗品は差し支えな

調査について

い旨回答。
その後意見なく、座長より諮ったところ漁協等
実践活動助成事業実施要領（別紙 4 ）は承認され
た。

その後意見なく、座長より諮ったところ豊かな
海づくりに関する現地研修会実施要領（別紙 5 ）
は承認された。
イ

③

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、
放流種苗の中間育成や放流効果調査等つくり育てる漁
業に関する専門的知識を有し、栽培漁業の推進に精通
している人物を確保し、栽培漁業技術の開発、栽培漁
業に関する情報提供、種苗配付検収業務等幅広く栽培
漁業の推進に寄与する人材の確保を図るために人材バ
ンクを構築する。

事業計画に従って事業を進めることとした。
④

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

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。
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。
協会の活動状況や豊かな海づくりに関する課題を会

海産養殖魚の質的向上について

海づくり全国講習会の開催（新規）

技術研修のための現地研修会、中央研修会の開催に
加え、豊かな海づくりに関する時事の解説、事業及び
予算の仕組み、漁協等実践活動の報告並びに会員の事
業の事例紹介等を内容とした講習会を開催し、事業の
円滑な推進を図る。
16年度は、全国規模の講習会、研修会の開催事例等
の情報を収集し、開催準備作業を行う。また、水産庁
及び関係団体の協力を得て「つくり育てる漁業」関係
の概算予算説明会を開催し、会員に新事業及び予算等
の概要を周知する。

・講習内容が多岐にわたっているが、会員が何を
望んでいるかを聞いて、中身を詰めた上で実施
したらどうかとの意見に対し、事務局から 1 〜
2 回のテーマに関してアンケートをかけてまと
め、次回の検討会に提案する旨回答。
その後意見なく、座長より諮ったところ海づく
り全国講習会開催要領（別紙 5 ）は承認された。

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

ウ

等に配付する。

事業計画に従って事業を進めることとした。
⑤

技術研修普及事業
ア 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、現地
研修会に関する会員からの要望を取りまとめの上、講
師の選定や日程等を調整して、複数回開催する。

栽培漁業の普及・啓発活動への支援事業

各都道府県において、栽培漁業の普及啓発活動とし
て行われている、いわゆる「都道府県版・豊かな海づ
くり大会」の実態を調査し、今後の栽培漁業の推進の
必要性と重要性を広く県民等にアピールしていく有意
義な活動への支援を実施する。

事業計画に従って事業を進めることとした。
⑥

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

・お金を掛けない良い企画なので、出来るだけ多
くの課題を取り上げて欲しい。との意見があり、
事務局から今後の対応は可能である旨回答。
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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
努めるとともに、全国町村水産振興対策協議会が開催

する「全国市町村水産業振興対策協議会総会」に参加

①

水研センターの技術開発で副次的に得られた種

し、豊かな海づくりの施策を推進するために必要なア

苗等を用いて都道府県、漁協等において水研セン

ピールを行う。

ターが開発した技術の実証を行うため、全国の都

栽培漁業等豊かな海づくりの推進に関する関係者の

道府県を対象に調査し、実施計画の立案、調整、

提言等の内容を、水産関係誌に掲載する等、当協会の

現地指導、とりまとめ等を行う。また、都道府県

取り組む事業や将来計画等を広く国民に提案し、支

等が実施した技術の実証試験について結果を取り

援・協力を求める。

まとめ、報告書を刊行する。
②

事業計画に従って事業を進めることとした。

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 ブロック会議では、開催に関する事務を行う。

７

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
り大会」の開催について、豊かな海づくり大会推進
委員会の一員である全国漁業協同組合連合会と連携
のもと、10月 3 日（日）に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
身的に携われた方々を中心とした座談会を開催する
とともに記念出版等の準備を行う。

事業計画に従って事業を進めることとした。

（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
水研センターが都道府県を対象に実施している種
苗生産、入手・放流実績のデータを収集して整理を
行うとともに、印刷物として都道府県等へ配布を行
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

料の展示に関する業務及び体験放流を実施し、水
研センターの技術開発結果を広報する。
④

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。

８

国庫委託事業

（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）
「効果的な漁場造成・管理のあり方に関する調査」
漁場造成の成功要因分析、優良事例文献整理及び
実績整理調査を行い、今後の効果的な漁場造成と管
理のあり方等を検討し、漁場造成の計画主体・管理
主体等の参考に資するため、昨年に引き続きモデル
地区調査等を実施する。
（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）
「アワビ稚貝に適した増殖基質調査」
天然海域での基質の性状別の稚貝分布や基質の生
物的な条件等を明らかにし、稚貝の着生に適した増
殖場造成手法を検討するため、モデル海域において
実験的に数種類の基質を設置し稚貝の着生に適した
基質の調査等を実施する。

事業計画に従って事業を進めることとした。
９

水研センター委託事業
栽培漁業推進対策等委託事業（独立行政法人水産総

・栽培漁業の実証は、資源の維持・構築に効果が
あるかどうかを実証する必要がある。即ち技術
開発の成果の実証に止まらず、栽培漁業全体の
効果を判断するものして捉えることが出来ない
かとの意見に対し、事務局から計画している内
容が、個別技術の実証であるので、課題名が大
き過ぎるということになるが、提案はこれから
の課題としてとらえ、委託事業等を進化させて
対応したい旨回答。
・水研センターの種苗を複数県で利用して実証試
験を行っているが、更に進めていけば天然資源
にどう上乗せされるかという調査も可能になる
旨の意見があった。
その後意見なく、事業計画に従って事業を進め
ることとした。
議案2）その他
事務局より、次回の企画推進委員会を17年 2 月
開催し、事業結果等について検討する旨説明し、
了承された。

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
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（別紙1）

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

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。

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

の都度会長が決定し、招集する。

開催
原則として年１回以上開催する。なお、開催日はそ

（ブロック区分）
太平洋北部
太平洋中部
太平洋南部
日 本 海
瀬戸内海
九州沖縄
全漁連等
学識経験者
合
計

（委員数）
1
1
1
1
1
1
2
2
10

（別紙2）

企画推進委員会名簿
所
青森県農林水産部水産振興課

属

愛知県水産試験場
高知県海洋局水産振興課
石川県農林水産部水産課漁業振興グループ
兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センター
福岡県水産海洋技術センター
全国漁業協同組合連合会
大分県漁業振興協会
独立行政法人水産総合研究センター
東京海洋大学

役
職
主幹
主任研究員

氏
名
吉 田 由 孝
柳 澤 豊 重

課長補佐

松 村 春 樹

専門員
増殖部長

大 内 善 光
島 本 信 夫

企画管理部長
漁政部長

穴 井 直 幾
長 屋 信 博

理事

椎 原

栽培漁業部長
教授

今 村 茂 生
北 田 修 一

宏

（別紙3）

広域・入り会い海域等における放流条件調査等支援事業実施要領
1 ）事業内容に基づいて、複数の都道府県及び地域で
実施される栽培漁業調査事業を円滑にかつ効率的に
支援するため、ブロック及び地域を単位とする魚種
別の広域共同放流調査検討会を設置する。
2 ）本検討会は、（社）全国豊かな海づくり推進協会
（海づくり協会）が開催し、検討会を円滑に進めるた
めに幹事となる県あるいは機関（以下幹事県）を設
ける。
3 ）検討会には、1 〜 2 名の専門委員を招聘し、事業の
推進に必要な専門分野からの助言を得る。なお、検
討会を効率的に進めるために必要に応じて部会等を
設ける。
4 ）本検討会進行の座長は適任者とする。
5 ）本検討会は、5 〜 6 月に共同放流調査計画検討会、
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2 〜 3 月に共同放流調査結果検討会を開催する。
1 ）共同放流調査計画検討会は、事業の推進に必要な
調査計画、調査方法、モニタリング方法、調査体制
の調整、種苗の確保方法及び資源管理方法等につい
て検討する。共同放流調査結果検討会は、調査結果
の検討を行い、次年度以降の事業に反映させる。
6 ）本検討会の開催場所は実施機関と協議して決定す
る。
7 ）広域協議会の開催期間は、3 カ年程度を目処とする
が、調査事業の状況により見直す。
8 ）広域協議会の開催にかかわる経費（会議費、専門
家旅費等）は海づくり協会が負担するが、調査経費
については調査機関の負担とする。

（別紙4）

漁協等実践活動助成事業実施要領
１

趣旨
本事業は漁業協同組合やその下部組織の団体が実施
している栽培漁業の推進、水産動植物の育成環境の保
全、資源の適切な管理及び都市と漁村の交流の実践に
関する活動に対し、必要な経費の一部を助成するもの
である。
本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、栽培漁業の推進、水産動植物の育
成環境の保全、資源の適切な管理及び都市と漁村の交
流等に関する活動を漁村へ普及、定着促進を図るもの
である。

２ 対象課題
1 ）栽培漁業の推進、水産動植物の育成環境の保全、
資源の適切な管理、都市と漁村の交流の実践等に関
する課題とし、養殖は含まない。
2 ）栽培漁業対象種は魚類、甲殻類、イカ、タコの類
とし、貝類，海草類は含まない。
3 ）対象課題は都道府県からの推薦を必要とする。
4 ）課題は平成17年 4 月 1 日〜平成18年 2 月28日に実
施される課題に限る。
5 ）過去の活動に対する実績は問わない。
３ 対象団体
1 ）栽培漁業の推進、水産動植物の育成環境の保全、
資源の適切な管理、都市と漁村の交流の実践に取り
組んでいる都道府県で、栽培漁業の推進、水産動植
物の育成環境の保全、資源の適切な管理、都市と漁
村の交流の実践に関する活動を行っている漁業協同
組合およびその下部組織並びに研究、実践団体であ
ること。
2 ）研究、実践活動の実施にあたり、関係機関（都道
府県主務課、水産試験場、栽培漁業センター等）お
よび水産業改良普及所等からの指導協力が得られる

こと。
４ 助成の基準
1 ）実施する活動に必要な経費を助成する。
2 ）施設関係および備品となる機器類等にかかる経費
は助成の対象外とする。
3 ）1 課題に対する助成額は年40万円を上限とする。
4 ）同一団体の同一課題への助成継続年数は制限を設
けない。ただし、助成希望の課題が多い場合は新規
あるいは助成継続年数の短いものを優先して助成す
る。
5 ）同一都道府県の推薦課題数は制限を設けない。た
だし、優先順位を明記すること。
５ 被助成団体および指導機関の義務
1 ）課題の実施にあたっては、関係機関および水産業
改良普及所等から適切な指導を受けること。
2 ）活動の経過については、当協会の要請があった場
合、すみやかにその現況を報告すること。
3 ）予定した活動が終了した場合、結果報告書を当協
会に提出すること。
4 ）当初の計画について大きく変更する場合には、事
前に当協会に連絡すること。
5 ）当協会が開催する全国講習会への出席依頼があっ
た場合、その課題を助成対象団体及び関係機関より
担当者を派遣し報告すること。なお、全国講習会へ
の出席の対象となる課題は助成年から過去 3 ヵ年ま
でのものを対象とする。
６ 活動結果の報告について
1 ）提出された結果報告は報告書として印刷し関係機
関へ配布するので、別途定める執筆要領に従い作成
すること。

（別紙5）

豊かな海づくり推進全国講習会の開催要領
1 ）全国講習会の開催
全国で実施されている栽培漁業を中心とする海づく
り（以後、栽培漁業等）に関する効果実証事例につい
て、全国規模の講習会を開催して紹介する。
2 ）講習対象
講習の対象は、都道府県の行政機関（普及員等を含
む）、水産試験場等試験研究機関、栽培漁業センター、
公益法人、市町村等の栽培漁業関係役職員、漁業者及
び漁連・漁協の役職員、水産高校等教育機関の教諭等
のうち、当該研修会のテーマに則した者（自由参加）
とする。
なお、参加者数については特に定めない。
3 ）効果実証事例
栽培事例のとりまとめ事業（水研センター委託事業）
に掲載された事例や事例収集以後に都道府県下で実施
された効果実証事例等の中から課題を選定し、企画推

進委員会を経て全国講習会で紹介する。
4 ）開催場所
海づくり全国講習会の開催場所は東京都下とする。
5 ）日程
海づくり全国講習会の日程は、1 日程度（10時〜17
時）とする。
6 ）進め方
① 課題は10課題程度とする。
② 1 課題当たり発表時間を20分、質疑応答を10分程
度設ける。
7 ）経費
海づくり全国講習会の開催に要する経費（講師旅費、
会場費等）は当協会が負担する。
8 ）謝金
当協会の規定により負担する。
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栽培漁業の一層の普及・定着を図るため、独立

2 本年度研修会のテーマ設定

行政法人水産総合研究センターから栽培漁業に関

昨年 7 月30日に薬事法が改正され、卵及び稚魚

する技術等についての研修会の開催事務の委託を

についても、経過措置があるものの薬事法が適用

受け、栽培漁業技術中央研修会を開催しています。

されることとなりました。このため、栽培漁業、

本研修会は昭和62年から（社）日本栽培漁業協会

養殖業に使用できる薬品が制約を受けることか

が国の委託を受けて実施してきたものを昨年から

ら、各機関から国、水研センターへ、「薬事法改

当協会が引き継いだものです。ここでは、研修会

正に伴う種苗生産現場等での疾病対策強化に関す

の実施要領と本年度開催を計画している研修会の

る要望書」等が提出され、経過措置としての猶予

内容を紹介します。

期間の延長、承認医薬品、対象種の拡大、新薬開
発等の要望が寄せられています。このため、本研

1 中央研修会開催に関する実施要領

修会では「水産医薬品に関する基礎知識と新しい

研修会の実施要領を資料 1 に示します。この実

技術へのアプローチ」をテーマに、水産医薬品に

施要領に基づき本年度の研修会の企画、開催準備

関する基礎的事項を研修するとともに、現在取り

を進めています。

組まれている医薬品開発関連の新しい技術開発に
ついて紹介することとしました。

（資料1）

栽培漁業技術中央研修会実施要領
１

目的
栽培漁業関係者を対象として栽培漁業に関する基
礎的な技術等についての研修会を開催し、栽培漁業
技術の普及、定着を図る。
２ 事業内容
① 研修会の開催方法
水研センターが企画したテーマをもとに、開催事
務の委託を受けた海づくり協会が、講師の招聘、参
加希望者の集約、会場設営、テキストの印刷、配付
等を行い、全国規模の研修会を開催する。
研修テーマを具体化するため、必要に応じ、その
分野の権威者に企画段階から助言者として参画願い、
講師、講義内容の選定等の指導を受け、研修会の充
実を図る。
② 研修対象
都道府県の水産試験場、栽培漁業センターや市町
村、公益法人、漁連･漁協等の栽培漁業関係者。
③ 研修会の開催時期、日程、開催地
研修会は年 1 回開催する。開催時期は、種苗生産
担当者の出席を配慮し種苗生産業務の繁忙期を避け

3 研修会の開催時期と講義内容
本年度の研修会は、平成17年 1 月25日（火）に、
東京都千代田区大手町の｢大手町サンケイプラザ｣

34

て実施する。日程は、午前、午後の 1 日又は午後、
午前の足掛け 2 日とする。開催場所は参加者の交通
の便を考え、原則として首都圏で行う。
④ 研修の方法
年度毎にテーマを定め、テーマに応じたそれぞれ
の分野の専門家を講師として招聘し、基礎理論、既
往知見のレビュー、最新の研究成果の紹介等分野別
の講義を行う。講義のほか、テーマに関連した話題
提供、総合討論等を行うことができる。
また、研修会の充実と講義の理解を増すため、助
言者には各講義相互間の解説や総合討論での進行を
依頼することができる。
⑤ テキストの印刷、配付
研修の成果を高めるため、また、後日の復習や研
修会に出席できない人が教材として利用できるよう
講義テキストを印刷し、配布する。各講師には講演
とあわせてテキストの作成を依頼する。
⑥ 講義時間
質疑応答込みで 1 課題 1 時間程度とする。

にて、午前、午後の一日日程で開催します。開場
は 9 時を予定しております。講師と講演内容を表
1 に、研修会のプログラム案を別添しました。

講義の理解を増すため進行役を設け、各講師の

意見交換をする場を設けました。

講義の内容の紹介と、各課題を取り上げるに当っ

開催案内は12月に入って都道府県の水産主務課

て意図したポイント、各講義内容の相互関連等に

当て行いますので多くの方々の参加をお待ちして

ついて解説を願うこととしております。また、講

おります。

義終了後、短時間ながら総合討論の時間を持ち、

平成16年度栽培漁業技術中央研修会議事次第（案）
日
場

Ⅰ．開
Ⅱ．挨

会
拶

時：平成17年 1 月25日（火）
9 時（開場）〜17時
所：東京都千代田区大手町1−7−2
大手町サンケイプラザ
9:30

（社）全国豊かな海づくり推進協会
独立行政法人水産総合研究センター

Ⅲ．講 義
1 薬事法及び関係省令
講師：農林水産省消費安全局
小嶋 規純
2 水産医薬品が承認されるまでに必要なデータの収集
講師：（独）水研センター 養殖研究所
佐野 元彦
3 サケマスの水カビ病対策への取り組み
講師：（独）さけ・ます資源管理センター
野村 哲一
−昼
4
5

9:45〜10:40
10:40〜11:35
11:35〜12:30

食−

トラフグの駆虫剤開発への取り組み
講師：熊本県水産研究センター
木村 武志
餌料生物の細菌汚染とその抑制対策
講師：岡山県水産試験場
山野井 英夫
−休

6

9:45

13:30〜14:25
14:25〜15:20

憩−

マイクロバブルによる飼育環境の改善の可能性
講師：（独）産業技術総合研究所
高橋 正好

Ⅳ．総合討論
Ⅴ．閉 会

コンビナー：（独）水研センター栽培漁業部

表１
講師
小嶋 規純
農林水産省消費・安全局

15:30〜16:25

有元

操

16:25〜17:00
17:00

研修会の講師と講義内容
テーマと講義の内容

「薬事法及び関係省令」
薬事法に基づく水産用医薬品の制度（製造承認などの製造規制、販売規制、使用
規制）について説明し、水産用医薬品の適正使用について紹介する。

佐野 元彦
（独）水産総合研究センター
養殖研究所

「水産医薬品が承認されるまでに必要なデータの収集」
上記の課題を受けて、実際、承認に必要なデータをどのように収集していくかを
紹介する（GLP法等）。

野村 哲一
（独）さけ・ます資源管理センター

「サケマスの水カビ病対策への取り組み」
さけ・ます類の卵期の水カビ病対策に使用する薬剤について、現場での開発の取
り組みと今後の水カビ病対策の問題点を紹介する。

木村 武志
熊本県水産研究センター

「トラフグの駆虫剤開発への取り組み」
熊本県で取り組んできた、トラフグのヘテロボツリウムの駆虫剤開発の経緯およ
び今後の医薬品開発に必要な取り組み体制について紹介する。

山野井 英夫
岡山県水産試験場

「餌料生物の細菌汚染とその抑制対策」
種苗生産過程で発生するワムシ由来の疾病及び新しいワムシ生体内の細菌数の減
少方法について紹介する。

高橋 正好
（独）産業技術総合研究所

「マイクロバブルによる飼育環境の改善の可能性」
マイクロバブルの基礎特性である気泡上昇速度、気体の溶解能力、表面電気特性、
自己加圧効果などについて紹介するとともに、応用例としてカキのノロウイルス
の不活化試験、ナノバブルを利用した蓄養等の可能性などについて紹介する。
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平成16年7月27日（火）午前 9 時30分より東京
都千代田区内神田のコープビルにて、水産庁から
堀尾保之栽培養殖課課長補佐、大塚佳枝栽培養殖
課長補佐のご臨席の下、平成16年度第 1 回水研セ
ンター委託事業検討委員会を開催した。
この委員会は、協会が独立行政法人水産総合研
究センターから委託を受ける栽培漁業推進対策等
委託事業を実施するにあたり、事業の効率的な実
施と進行管理を行うことを目的として、都道府県
の栽培漁業担当者を持って委員会を構成し、今回
が第 1 回目の開催となった。

人

事

事務局より下記事業について資料を基に説明が
行われた後、質疑応答、意見交換が行われた。
Ⅰ 栽培漁業種苗生産、入手・放流実績のデータ
収集及び刊行に関すること
Ⅱ 栽培漁業の実証に関すること
Ⅲ 栽培漁業の普及・啓発に関すること
委員会の中で、委員に学経者に委員になっても
らい議論を深めるべきであるとの意見があり、次
回委員会開催までに人選を行なうこととなった。

異

動

農林水産大臣に島村宣伸氏 （衆議院・東京16区）
副大臣に岩永峯一氏 （衆議院・滋賀 4 区）
副大臣に常田亨詳氏 （参議院・鳥取）

1.

第 2 次小泉改造内閣は10月27日に発足し、島
村宣伸氏（衆議院・東京16区）が 2 度目の農林水

善徳氏（衆議院・比例東海、公明党）と加治屋義
人氏（参議院・鹿児島）が就任した。
衆議院と参議院の常任委員会である各農林水産

産大臣として就任した。
また、9 月29日の臨時閣議において、新しい農

委員会委員長には、10月 5 日に新しく、金田英行

林水産副大臣に岩永峯一氏（衆議院・滋賀 4 区）

氏（衆議院・比例北海道）、中川義雄氏（参議

と常田亨詳氏（参議院・鳥取）が就任した。

院・北海道）が就任した。

農林水産政務官には、9 月30日に新しく、大口

2 独立行政法人水産総合研究センター

水研センター理事に末永芳美氏（総合企画部長）
今村茂生氏（栽培漁業部長）が就任
独立行政法人水産総合研究センターは、10月 1

登島栽培漁業センター場長（前伯方島栽培漁業セ

日付けで人事異動を発表した。

ンター場長）島康洋

◇理事・開発調査担当、総合企画部長事務取扱

場長（前志布志栽培漁業センター場長）山崎哲男

（前総合企画部長）末永芳美

◇理事・栽培漁業

担当（前栽培漁業部長）今村茂生

◇栽培漁業部

長（前同部首席技術開発調整官）福永辰廣

◇栽

◇志布志栽培漁業センター場長（前同センター主
任技術開発官）加治俊二
（ 9 月30日付け）◇退任（前理事・栽培漁業担当）

培漁業部首席技術開発調整官（前同部技術開発調

古澤徹

整官）丸山敬悟

◇同（前中央水産研究所浅海増殖推進部長） 田

◇栽培漁業部技術開発調整官

（前能登島栽培漁業センター場長）桑田博

◇能

◇同（前理事・開発調査担当）石原英司

義成

3 社団法人全国豊かな海づくり推進協会
（10月 1 日付け）
◇調査役に採用
野田勉
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◇伯方島栽培漁業センター

（11月 1 日付け）
田義成

◇専門調査員に採用

◇参与に採用

古澤徹

