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瀬戸内海における栽培漁業に
ついて（さわらを中心として）
水産庁瀬戸内海漁業調整事務所
所長

6 月上旬、瀬戸内海漁業調整事務所の漁業取締
船「白鷺」に乗船する機会を得た。
短期間の乗船であったが、古来、「瀬戸内海は、
数多くの島々が点在する類まれな景観と穏やかな
気候が相まって、昔から様々な文化が育まれ、交
通の要所として、また、豊富な水産物の供給の場
として、ここに暮らす人々に多くの恵みを授け続
けてきた。漁業についても例外ではなく、瀬戸内
海という自然の恩恵に加えて、京阪神地域という
大消費地を背景に古くから多種多様な漁業が発達
してきた。」と言われてきたことが、広角で見渡
せる船上からは、何の抵抗もなく理解できたよう
な気がする。
このような瀬戸内海において、昭和38年、全国
に先駆けて栽培漁業が産声をあげた。その理由と
して、「当時の瀬戸内海は我が国の沿岸漁業の縮
図ともいうべき海域で、他産業の著しい進出によ
り、漁場の喪失や水質の悪化が大規模に進行し、
他の海域に比べて漁獲量の伸びが低かったこと、
また、漁業内部でも多種多様な漁業が各種規制の
中で、かろうじてバランスをとりながら操業して
いる状態にあったこと、しかし、一方において、
この海域の有する生物生産力は高く、この海域で
生涯を過ごす生物が多いこと、さらに、海域は 3
つの灘に大きく区画された自然の養殖地とみなす
ことができること。」などがあげられている。現
在の瀬戸内海は、当時と比べて様変わりした面も
あるし、そうでない面もある。いずれにせよ、好
適な立地条件を備えた瀬戸内海における栽培漁業
への取組は、その後、府県の栽培漁業センターの
設置等もあり、大きく発展することとなった。
そうした中、平成13年に資源回復計画制度がス
タートし、平成14年 3 月には資源回復計画の第 1
号として、「さわら瀬戸内海系群資源回復計画」
が瀬戸内海広域漁業調整委員会において承認され
た。この計画の大きな特徴は、資源回復のために
講じる措置として、漁獲努力量の削減措置ととも
にもうひとつの大きな柱として、資源の積極的培
養措置を実施していこうというものであり、とり
わけ、種苗放流にかなりのウエイトをおいた取組
であるという点にある。この特徴は、いろいろな
事情があったにせよ、さわらの生物資源特性と先
に述べた瀬戸内海の海域特性にかなっているとの

堤

眞 治

判断とともに、瀬戸内海に生きる関係者の栽培漁
業への強い思い入れがベースにあったからであろ
う。
かなり前から漁業者の手によってさわらの受精
卵放流が行われているし、種苗生産、中間育成、
種苗放流等についても、関係者が連携して必死に
なって取り組んでいる。今年も 4 月下旬、さわら
の種苗生産、中間育成等に携わる関係者が一堂に
会して「さわら中間育成等に関する連絡会議」が
神戸で開催された。この会議には漁業者も参加し
ており、中間育成技術等に関して熱い議論が繰り
広げられた。このエネルギーこそ、障害をひとつ
ひとつ乗り越え、技術を向上させてきた源である
ことを実感した。まだまだ技術的にも解決しなけ
ればならないことが数多く残されているが、この
推進体制をしっかりと維持し、将来にわたって協
調した取組を行っていくことが重要と思われる。
ちなみに、さわらの種苗生産は屋島栽培漁業セ
ンター、伯方島栽培技術開発センターに加えて、
平成15年度から大阪府立水産試験場、平成16年度
からは岡山県栽培漁業センターにおいて開始さ
れ、現在 4 カ所で実施されている。生産された種
苗は 6 府県で概ね10㎝まで中間育成した後に放流
されている。平成17年は過去最高の15万 6 千尾が
放流され、平成18年には20万尾の放流が期待され
ている。
漁獲努力量削減措置の実施はもとより、こうし
た関係者の努力により、さわらの漁獲量は平成10
年以降増加してきたが、平成17年の漁獲量（速報
値）は、残念ながら16年よりも減少している。ま
た資源状況についても、水産研究所の資源評価か
らも、まだまだ不安定な状況にあるという。
今年度で「さわら瀬戸内海系群資源回復計画」は
終了することから、今後、平成19年度以降のさわ
ら資源管理について、関係者と協議していくこと
としている。
近年、政策課題に対応した栽培漁業の役割につ
いていろいろ言われている中、「さわら瀬戸内海
系群資源回復計画」における種苗放流の貢献ぶり
を簡単に紹介させてもらった。瀬戸内海漁業調整
事務所に着任してから約 2 ヶ月、瀬戸内海の栽培
漁業に歴史の重みを感じるこの頃である。
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平成18年度通常総会
平成18年通常総会は、平成18年 5 月23日（火）

議事は、第 1 号議案・平成17年度事業報告、収

午後 1 時から、東京都千代田区のコープビル 6 階

支計算書、財産目録、貸借対照表及び正味財産増

第 3 会議室において開催された。

減計算書に関する件を諮り、説明の後、森勘一監

来賓として、水産庁から中前明次長、長尾一彦

事（福岡県漁業協同組合連合会会長）が監査報告

栽培養殖課長、同渡辺祐二課長補佐、同小林一彦

を行い審議に入り、全員異議無く第 1 号議案は承

課長補佐、計画課の井上清和課長補佐、また、独

認された。

立行政法人水産総合研究センターから川口恭一理

次に、第 2 号議案・平成18年度事業計画書、収
支予算書に関する件、第 3 号議案・平成18年度会

事長が臨席した。
総会は定刻に始まり、植村正治会長の主催者挨

費に関する件、第 4 号議案・平成18年度借入金の

拶に続いて、来賓を代表して水産庁の中前次長と

限度額に関する件、第 5 号議案・平成18年度役員

水研センターの川口理事長が来賓挨拶を行った。

報酬に関する件を一括して上程し、審議の結果、

会員の出席状況は、1 号会員（都道府県）は、
知事の代理出席25会員、委任状出席13会員、2

全員異議無く承認された。
これにより通常総会は終了した。

号・3 号会員（漁連・県漁協、栽培協会等）は、
本人出席 7 会員、代理出席 8 会員、委任状出席28
会員となり、全会員が出席した。また、特別会員、
賛助会員の多数が出席した。
総会議長の選出について、植村会長が仮議長と
なり会場に諮ったところ、愛媛県豊かな海づくり
推進協会の佐々木護会長が選出され、佐々木会長
が議長に就任した。
議長は、議事録署名人に広島県漁連の山本勇二
会長と大分県漁協の山本勇組合長を指名し議事に

通常総会全景

入った。

主催者挨拶要旨

会長理事

植村 正治

当協会は、発足して 2 年半が

振興費の大半が都道府県に税源委譲となったこ

経過し、事業も組織運営もやっ

と、また、国及び水研センターの委託事業が、事

と軌道に乗ってきたかなという

業提案による公募型の事業採択となったことな

感じがしておるところです。

ど、新しい状況下での、諸事業を推進して行くこ

平成17年度は、会員、水産庁、
水産総合研究センターと提携し

このような中で、水産庁栽培養殖課の補助事業

た、責任ある栽培漁業の推進を業務の中心にすえ

として、当協会を事業主体とした「栽培漁業資源

ながら、水産庁計画課の水産基盤整備に係る委託

回復等対策事業」を新たに実施していくこととな

事業や水研センターからの技術実証等の委託事業

った。

の実践、さらには、協会としての栽培漁業の調査

当協会の使命は、もとより、会員のニーズを汲

等、事業の円滑な推進と豊かな海づくりにたいし、

み上げ、国と会員の間の橋渡しを的確に果たし、

しっかりと着実に遂行した。

国民の理解をいただくような諸事業を展開して行

平成18年度事業につきましては、国の一般水産
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ととなった。

くことだと理解している。

そのため、会員の二―ズに対応出来たか、又、

努力を、今後とも行なってまいる所存である。

ニーズは何処に有るかなど、敏感に察知していく

来賓挨拶要旨

水産庁次長

中前 明

漁業をめぐる状況は非常に厳

ところの漁業対策といった観点から、国として取

しい状態であるが、現在水産庁

り組む栽培漁業の推進を図ろうと考えています。

としては来年春に向け水産基本

この海づくり協会がその受け皿となったわけであ

計画の見直し作業を進めている

ります。したがって、今後、海づくり協会が都道

ところであります。その中で、

府県と連携し、事業の推進にがんばっていただき

つくり育てる漁業の推進は、資

たいと思っています。この協会は、水研センター

源回復計画と相まって、水産基本計画の大きな柱

と都道府県の橋渡しという重要な役割ももってい

になると考えています。都道府県向けの栽培漁業

ます。つくり育てる漁業を一層推進するにあたっ

予算が税源移譲されたことで、各県の皆様も大変

て、連携強化といった観点からもこの協会がさら

ご苦労されていることと思います。

にがんばっていただくことが非常に大切だと思っ

一方、国としても、栽培漁業に取り組む課題が

ています。

他にもあり、資源回復計画や海域環境が悪化した

来賓挨拶要旨

（独）水産総合研究センター

海づくり協会が発足し 2 年半

理事長

川口 恭一

合するといった動きもしております。

が経過しました。豊かな海づく

研究所と栽培漁業センターの施設を含めて事業

りを中心とした水産業の振興に

を一体化してきたわけですが、研究所の基礎研究

大変貢献されてまいりまして、

と栽培漁業センターの応用あるいは実証技術の開

全国団体として大きな役割をし

発を融合させ、水研センターが一体となって栽培

ょっておられます。今日までの

漁業の技術開発に取り組んでいくということを名

役職員の皆様、あるいは会員の皆様、水産庁はじ

実ともにつくり上げてきたというところでありま

め水産関係者の皆様に敬意を表する次第でありま

す。

す。

水研センターが今後、栽培漁業の技術開発に対

水産業をめぐる状況は大変厳しくなっておりま

し、最大の力をもって取り組んでいくというとこ

す。その中で、栽培漁業についても、地方財政の

ろをご理解をいただき、これまでの研究開発等と

逼迫の問題、あるいは金利等々の低下に伴い基金

同時に技術の普及にも力をいれてまいります。

運用が難しくなっている状況、時間とともに施設

全国団体としての、豊かな海づくり推進協会に

が老朽化しますし、油の値上がり等で事業費が高

技術の普及、栽培漁業の振興面を是非担っていた

騰していますし、経営が非常に厳しい状況にござ

だきたく、大きな期待を寄せているところであり

いまして、受益者に負担を多く求めることも非常

ます。

に難しい状況であります。栽培漁業を含め、豊か

技術開発を担当いたします、私ども水研センタ

な海づくりには大変難しい面が出てきているとい

ーと技術の普及や栽培漁業の振興業務を担ってい

う状況であるかと思います。水研センターにおき

ただきます海づくり協会とのあいだは、いわば車

ましても、行政改革が大きな動きをとっておりま

の両輪のような関係でございまして、水産庁のご

した、その一環として本年度４月からさけ・ます

指導の基に今後とも連携を密接にとりながら、栽

センターと統合いたしました。その仕事も引き継

培漁業と豊かな海づくりの推進に取り組んでいき

ぎ、実施することとなっております。全国に16箇

たいと考えております。

所ありました栽培漁業センターを近隣の施設と統
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平成18年第 1 回理事会は、平成18年 5 月23日
（火）午前11時から、東京都千代田区のコープビ
ル 第 2 会議室において開催された。

長尾水産庁増殖推進部栽培養殖課長挨拶
「栽培漁業の振興を担う役割を持った海づくり

理事会への来賓は、水産庁から長尾一彦栽培養

協会は、発足して 2 年以上が経過したが、この間

殖課長、同渡辺祐二辺課長補佐、同小林一彦課長

全国団体としての基盤を強化してきたと承知して

補佐、計画課の井上清和課長補佐、また、独立行

いる。

政法人水産総合研究センターから今村茂生栽培漁
業サケマス担当理事が臨席した。

18年度において、政府の三位一体改革の一環と
して、都道府県向けの栽培漁業に関する交付金が

理事会は定刻の少し前に始まり、植村正治会長

税源移譲の対象とされ、各都道府県の裁量の下に

が主催者挨拶をした後、来賓を代表して水産庁の

予算措置が講ぜられることとなった。一方、国と

長尾課長が来賓挨拶を行った。

して資源回復計画、近隣諸国との漁場競合、或い

理事の出席状況は、選出理事23名のうち欠員 2

は有明海に代表される海域環境の悪化の問題に対

名で、理事数は21名、本人出席 6 名、代理出席11

応する重要施策に関して今後積極的に取り組むべ

名、委任状出席 4 名となり、全会員が出席した。

き課題と考えている。都道府県における栽培漁業

また、森勘一監事（福岡県漁業協同組合連会会長）

への取り組みに加え、都道府県と協力してこうし

が出席した。

た重要課題に対応した種苗放流を推進していくこ

定款により植村会長が議長となり、まず議事録

とが必要と考えており、水産庁としても18年度か

署名人に、山本勇大分県漁協組合長と谷川洋司専

ら新たに海づくり協会が都道府県と連携して行う

務を指名したのち、議事に入った。

海域レベルの適地放流体制の構築に向けた取り組

第 1 号議案・平成17年度事業報告、収支計算書、
財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書に
関する件を諮り、事務局から議事内容を説明した

みを支援するため、新たな予算措置を講じたとこ
ろである。
海づくり協会は、この新たな事業を含め、全国

後、森監事から監査報告が行われ、審議の結果、

団体としてますます大きな役割を果たすことを期

全員異議無く承認された。

待している」

次に、第 2 号議案・平成18年度
事業計画書及び収支予算書に関
する件、第 3 号議案・平成18年度
会費に関する件、第 4 号議案・平
成18年度借入金の限度額に関す
る件、第 5 号議案・平成18年度役
員報酬に関する件を一括して上
程し、審議の結果、全員異議無
く承認された。第 6 号議案・会員
の加入脱退に関する件について、
東京都の加入と 2 賛助会員の脱
退、の通告があったことを説明
し承認された。第 7 号議案のその
他は特に審議する議題は無く、
これにより平成18年度第 1 回理事
会は終了した。

4

理事会会場全景

平成17年度第 2 回理事会を平成18年 3 月16日

って具体的な計画作りが行われているが、事業の

（木）に東京都千代田区のコープビルで、理事現

執行にあたっては事業目的に沿って、会計の部分

在数21名中、本人出席 9 名、代理出席11名、委任

も含め支障のないように実施していただき、協会

状出席 1 名、監事 1 名の出席で開催された。

としての業務執行の態勢整備と強化をお願いした

来賓として、水産庁増殖推進部井貫晴介部長、

い。

栽培養殖課渡辺祐二課長補佐、栽培養殖課小林一

各県の栽培漁業協会等の基金運用は金利が低く

彦課長補佐、計画課井上清和課長補佐、水産総合

厳しい状況にあるが、金利が上がるまでの間、こ

研究センター今村茂生理事が出席した。

の新規事業予算を最大限に利用していただき、栽

まず、植村正治会長が「発足して 2 年半が経過

培漁業が今後停滞することのないよう、中身のあ

する中で、会員のニーズに如何にお応えできるか

る事業ができるようにしていただきたい」旨の挨

ということを事業の基本に置いた事業を展開して

拶を行った。

きた。国の18年度予算案では、水産業振興等推進
交付金の大半が税源移譲となったが、これにより

議事の審議に入り、第 1 号議案

平成17年度事

栽培漁業を展開するにあたり、国と都道府県をつ

業概要（案）に関する件を諮り、次いで、第 2 号

なぐ枠組みに大きな変化が生ずることになるた

議案

め、18年度から水産庁の補助事業として新規に

第 4 号議案

「栽培漁業資源回復等対策事業」を当協会が事業
主体となって実施することになった。
「豊かな海づくり」を推進していくため、海づ

議案

平成18年度事業計画骨子（案）に関する件、
平成18年度会費に関する件、第 5 号

平成18年度借入金の最高限度額に関する

件、第 6 号議案

平成18年度役員報酬に関する件

を一括してはかり、続いて第 3 号議案

平成18年

くり協会は、会員、水研センター、水産庁の間を

度通常総会付議事項及び開催に関する件を諮り、

しっかりとつなぎ、事業を実施していくことが重

更には、第 7 号議案

要である」旨の挨拶を行った。

第 8 号議案

次に、来賓を代表して井貫部長が挨拶し、「三

会員加入承認に関する件、

規程の改正に関する件を一括して諮

り、全員異議なく原案の通り承認可決された。

位一体改革で17年度には補助金が交付金化、18年
度からはソフト部分のほとんどが税源移譲とな

（理事・監事の出席者）

り、各県が自前の予算と税源移譲の予算を使って

本人出席：会長・植村正治、副会長・佐々木護、

やっていくこととなった。栽培漁業については以

澁川弘、専務：谷川洋司、理事：當摩栄一、上øa

前から財政的に厳しい情勢にあるが、各県水産行

喜男、三谷勝次、丸一芳訓、山本勇

政の方、系統の方々にご尽力をいただき、県予算

表決委任者：理事：高橋はるみ（竹内和人）、佐

を多く確保してもらうことが望まれる。水産庁と

藤栄佐久（佐藤太津真）、堂本暁子（宮里幸司）、

しては、さらに何らかの支援ができないか知恵を

泉田裕彦（桜井澄人）、西川一誠（石田敏一）、野

絞り、海づくり協会へ新規事業として 1 億 5 千万

呂昭彦（小林智彦）、二井関成（田村泰志）、飯泉

円の定額補助をすることとし、できるかぎりの支

嘉門（牧野賢治）、真鍋武紀（井口政紀）、古川

援をしていきたいと考えている。

康（梅村譲治）、稲嶺惠一（山川晴生）

予算の執行にあたり、実際にどういう広域連携
の形をつくり、どのように事業を展開するのか、

書面表決者：齊藤房江（植村正治）
出席監事：森勘一

1 月以来県及び県の栽培協会等と密接に連絡をと
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茨城県における栽培漁業の取り組みについて
茨城県農林水産部水産振興課

藤 江 隆 司
アワビを移植放流したことに始まります。一方、

１．はじめに

水産試験場では、昭和37年からアワビの種苗生産
技術開発に取り組み、昭和42年に水産試験場磯崎
実験場内にアワビ種苗センターが設置され、アワ

茨城県は、北部太平洋地区の南端に位置し、全
長190㎞に及ぶ単調な海岸線を有しています。県

ビ人工種苗の量産体制が図られることになりまし
た。

中央部の那珂川を境に北部は岩礁域、南部は砂浜

昭和57年には、水産試験場磯崎実験場を栽培漁

域に分かれ、沖合では親潮と黒潮が交錯すること

業センターとして発展させ、アワビ、鹿島灘はま

から、寒暖両方の魚介類が漁獲される好漁場が形

ぐり（標準和名；チョウセンハマグリ）、ホッキ

成されて、私たちに豊かな水産物を供給し、この

ガイ、ヒラメ、スズキ、クロソイなどの種苗生産

恵みは、かけがいのない財産となっています。

や育成、放流技術開発を進めてきました。しかし、

一方で、本県の海面漁業は、主にイワシ、サバ、

栽培漁業の効果的な展開を図るためには、規模の

シラスなどの回遊性資源を対象としているため、

小さい栽培漁業センターでは限界があるため、平

その年の資源の来遊状況により好不漁の差が大き

成 6 年に鹿嶋市に新たに栽培漁業センターを建設

く、漁業経営を不安定なものとしている現状にあ

し、平成 7 年よりアワビ、ヒラメ、スズキ、鹿島

ります。

灘はまぐり、ホッキガイの 5 魚種について、種苗

このため、県では、水産物の安定供給と漁業経

の大量生産・放流を開始しました。

営の安定化を図り、水産業の持続的発展を期する
ため、水産資源を適正に管理し、将来にわたり有
効にその活用を図る資源管理型漁業の取り組み
や、種苗生産・放流を基軸とする栽培漁業の推進
に努めています。
茨城県栽培漁業センター

２．栽培漁業の歩み

現在はホッキガイを休止し、アワビ、ヒラメ、
スズキ、鹿島灘はまぐりの 4 種について取り組ん
でいます。また、旧栽培漁業センターは、栽培技

6

本県の栽培漁業は、昭和27年から開始された種

術センターに名称を改め、新たな栽培漁業対象種

アワビ放流事業により、北海道や東北地方のエゾ

の生産技術の開発等に取り組むことになり、現在

15

ヒラメ

スズキ

ムラソイ

アワビ

鹿島灘ハマグリ
ホシガレイ

は幻のカレイといわれているホシガレイや釣り対
象種として人気のあるムラソイなどの種苗生産技
術開発を行っています。

４．栽培漁業の取り組み

３．栽培漁業の推進体制

平成 6 年までは、茨城県沿岸漁業振興協議会が

（1）ヒ ラ メ
ヒラメについては、経済効果実証段階の魚種と

主体となって漁業者によるヒラメ中間育成に取り

して位置づけ、栽培漁業協会が実施主体となって、

組んできましたが、新栽培漁業センターの建設を

種苗の大量放流と放流効果把握調査を行うとと共

契機に平成 6 年、本県栽培漁業の中心機関となる

に、放流ヒラメの黒化防除対策に取り組んでいま

（財）茨城県栽培漁業協会が設立されました。
栽培漁業協会は、県、沿海市町村、漁業団体、

す。
事業については、県と栽培漁業協会の負担によ

企業等からの出捐金を基本財産として設立された

り実施されていますが、栽培漁業協会負担分につ

公益法人で、栽培漁業センターの管理運営、種苗

いては、漁業者や遊漁船業者の方々からの負担金

生産、ヒラメ放流効果実証事業、茨城の豊かな海

で賄われています。

づくり大会の開催などの栽培漁業普及啓発事業等
に取り組んでいます。

＜放流効果把握調査＞
栽培漁業センターが稼働した平成 7 年以降毎
年、60〜120万尾の種苗を放流していますが、現
在は100㎜サイズで85万尾を目標として種苗生産
を行っています。栽培漁業協会では、放流された

7

ヒラメの放流効果を把握するため、県内各産地市
場の卸売り業務を行っている 9 漁協に委託して、

＜黒化防除対策＞
種苗生産されるヒラメは、体の裏側の一部が黒

漁業種類毎に漁獲されたヒラメ全長等の測定と放

くなる体色異常（黒化）が、当初100％近い割合

流魚の尾数調査を行っています。その結果をもと

で発生していました。水揚げされた放流ヒラメは、

に、水産試験場が、回収率等の経済効果の解析を

肉質については天然ヒラメと変わらないものの、

進めており、漁獲に占める放流魚の割合（混獲率）

黒化のために市場価格が天然魚の半値から 7 割と

はこれまでの平均で約10％ですが、年々混獲率は

安く取り扱われ、漁業者からヒラメ種苗の品質改

上昇傾向を示しており、平成17年度には19％とな

善の要望が強く出されました。

っています。

このため、平成12〜13年に、高品質なヒラメ種

ヒラメの大量放流が始まった平成 7 年以降のヒ

苗の放流により経済効果をさらに高めるため、量

ラメ漁獲量は約300ｔ前後で、以前より漁獲変動

産規模での黒化防除技術開発を行い、栄養強化と

が少なくなっており、ヒラメの放流が資源の底上

照度の改善、エアーリフトによる摂餌率の向上を

げにつながていると考えられています。

図った結果、50㎜サイズでの黒化魚発生率が今ま

過去の本県におけるヒラメ漁獲量、放流尾数及び混獲率の推移

ヒラメの裏側（無眼側）体色異常の発生状況

8
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での100％から20％程度まで改善することができ

す。

ました。これは、初期の成長において、稚魚が十

（3）鹿島灘はまぐり

分な栄養を得て、変態期の色素細胞の分化が正常
に行われたためと考えられています。この方法は
「茨城方式」として注目され、他県の種苗生産機

鹿島灘はまぐりは、技術開発段階の魚種として
位置づけ、種苗の量産化技術の改良や放流技術の

関に取り入れられています。
その後も技術の改善に努めた結果、50㎜サイズ

検討を行うため、県の委託により栽培漁業協会が

までの黒化の発生はほぼ防除できるようになりま

2 ㎜サイズで一千万個を目標に種苗生産を行い、

したが、放流サイズである100㎜サイズまでの防

その種苗を用いて水産試験場が放流試験を実施し

除技術は確立されていないことから、今後も黒化

ています。

防除の技術開発に取り組み、高品質なヒラメ種苗
の放流に努めていきたいと考えています。

本種は、県中央部から南部にかけて広がる砂浜
域（鹿島灘）に生息する外洋性二枚貝で、本県沿
岸漁業の重要な資源となっています。しかし、平

（2）ア

ワ

ビ

成 5 年以降大量発生がなく天然資源の枯渇が危惧
されており、種苗生産・放流技術の確立が急がれ

アワビについては、種苗単価を設定して受益者
へ販売する事業化段階の魚種となっており、県か

ています。平成17年度からは、種苗の早期育成試
験などの新たな取り組みを進めています。

らの委託により栽培漁業協会がアワビ種苗を生産
し、県が種苗を漁業者へ販売しています。
種苗は、各地先の共同漁業権漁場に放流され、

＜種苗の早期育成試験＞
鹿島灘はまぐりの種苗生産は、天然水域で成熟

資源管理の下で漁獲されますが、漁獲物に占める

した親貝から採卵を行っていましたが、この方法

放流アワビの割合は地区により 4 〜 9 割と差異は

では種苗の放流時期が水温の低下していく10〜11

あるものの、高い種苗放流効果が現れています。

月以降になってしまうため、平成17年度からは、
水温の高い時期に放流が行えるように、親貝を加

＜種苗生産＞
アワビの種苗生産は、30㎜サイズで30万個の計
画で進めています。種苗生産に当たっては、採卵

温飼育して早期に採卵を行う試験を実施していま
す。また、採卵回数を増やせるため、安定的な種
苗生産につながることが期待されています。

時期の調整を図り、主産卵期を秋期から春期に移
行させることで安定した生産が行えるようになっ
ています。

＜放流効果調査＞
以前は、2 ㎜という放流サイズへの標識放流が

販売サイズは、22〜50㎜となっており、栽培漁

困難ということから、各水域へ無標識で放流して

業協会では、漁協からの注文（数量、放流時期）

いたため、鹿島灘はまぐりの種苗放流後の生残率、

に応じたサイズを揃えるために、アワビの成長と

再捕率は不明確でありましたが、放流を実施した

出荷時期を見越した選別を行っています。

半閉鎖的な水域において稚貝が回収されたことか
ら、半閉鎖的な水域における放流個体の生残が示

＜放流＞

唆されました。これを受け平成13年度からは、こ

放流は、船上からのばらまき放流が主体となっ

の生残率を明らかにするためにALC標識を付け半

ていることから、水産試験場を中心に、より生残

閉鎖的な水域への放流を行っており、その生残率

率の向上が図られる放流方法の検討を進めていま

は 1 年間で 0 〜4.5％ということが分かっていま
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す。現在は、早期採卵した種苗の追跡調査を行っ

放流試験を行っています。

ており、生残率向上を図るための放流技術の開発
を進めています。

＜放流効果調査＞

また、放流後 1 年を経過すると、潮干狩りによ

スズキの放流は、汽水湖である涸沼を主放流水

り稚貝が大量に間引かれている可能性があるた

域として調査を行っていますが、今までの調査結

め、平成13年度から水産試験場では地元漁協の組

果から次のようなことが判っています。

合員とその家族の協力により、汀線域から沖合へ

4 〜 6 月に 3 ㎝サイズで放流したスズキは、秋

の稚貝の移植放流を行っています。この移植貝の

まで涸沼に生息し、全長20㎝前後に成長して降海

一部には、貝の表面にキズを付ける刻印標識を施

しますが、降海までの生残率は約30％となってい

して放流していますが、約10％の生残率と推定し

ます。降海後約 1 年は河口付近に滞留し、その後

ています。

3 才以上になると沿岸と沖合の季節移動を繰り返
しながら南北にも広く分布を広げていきます。
放流魚は、県北から県南海域で 7 才魚まで再捕
されており、混獲率が20〜70％と高い資源添加効
果が確認されています。
今後は、経済的な効果や受益の範囲の算定に向
けた調査を進めていきます。

５．おわりに
移植放流実施の様子

本県では、栽培漁業センターが稼働して10年が
経過し、種苗の大量生産・放流により着実に栽培
漁業の効果が現れてきました。しかし、栽培漁業
には多額の経費がかかるうえに、魚価の低迷に伴
い、経済的側面から放流効果が懸念されており、
今後ますます種苗生産コストの削減が課題になる
と考えられます。このため、期待される放流効果
や経済性を考慮して、対象種や事業内容の重点化
を図り、できるだけ早く放流効果を実証段階まで
回収された稚貝

高めるとともに、適切な受益者負担のあり方を検
討して、より効果の高い栽培漁業の実現を目指す
必要があると考えています。

（4）ス ズ キ
スズキは、技術開発段階の魚種で、県の委託に
より栽培漁業協会が 3 ㎝サイズで30万尾を目標に
種苗生産を行い、その種苗を用いて水産試験場が
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福岡県における栽培漁業の取り組み
福岡県水産林務部水産振興課
技術主査

小 谷 正 幸

が、全国の上位に名を連ねています（平成16年漁
業・養殖業生産統計年報、無印は漁船漁業、※印
は養殖業による生産）。

１．福岡県漁業の概要

本県の海面漁業は筑前海、有明海、豊前海の 3
海区で行われており、外海性の筑前海では魚類を
主な対象とする漁船漁業が、内湾性の有明海では

本県は三方に囲まれた海と内水面に恵まれ、そ

ノリ養殖業・採貝業が、内海性の豊前海ではエビ、

れぞれの漁場で美味しく特色ある水産物が生産さ

カニ類及び貝類を対象とする漁船漁業及びカキ養

れています。

殖業が中心となっています。

魚種別生産量でみると全国 5 位以内はイサキ・
ボラ類・サルボウ（ 2 位）、マダイ・フグ類・ク
ルマエビ・板ノリ※（ 3 位）、その他10位以内に入
るのがサワラ類・スズキ・マアジ・アワビ・アサ
リ・ハマグリ・カキ ※・コイ ※と多種類の魚介類

福岡県の漁場
組合数はH18.7.1現在

部門別漁業生産量・生産額の推移
（資料：福岡農林水産統計年報）
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本県全体の16年の海面漁業生産量は、9 万4,381
トンと前年に比べ約 1 万4,000トン増加していま

の種苗が生産され、県内の漁業者に有償で配布さ
れています。

す。生産額は、343億円と前年に比べ約49億円の

①クロアワビ

増加となっています。これは全生産額の 5 割近く
を占めるノリ養殖が前年に比べ比較的好調であっ
たためです。また、筑前海のマアジ、有明海のサ

栽培漁業センターでは、殻長10㎜、30㎜、40㎜

ルボウ、豊前海のコウイカ類などは増加傾向にあ

サイズの種苗を生産しています。クロアワビは全

ります。

国的に病害による大量へい死が発生しています
が、本県では全国に先駆けて11年に防疫技術を確
立し、さらに高密度飼育できる技術を開発したこ
とで、大型種苗（30、40㎜）の量産が可能となり

２．栽培漁業への取り組み

ました。紫外線殺菌装置を用いて、すべてのアワ
ビ施設でUV海水を使用しているのが特徴です。
放流は筑前海域で行われ、大型種苗は漁場へ直
接放流できるため放流効果も上がり、漁獲量も増

県では、「作り育てる漁業」を推進するための

加傾向にあるため、漁業者には好評です。

中核施設として、栽培漁業センターを昭和54年に
設立し、同年に設立した（財）福岡県栽培漁業公

②クルマエビ・ヨシエビ・ガザミ

社が施設の運営を行っています。
漁業の重要な魚介類資源を増殖するための放流

3 海区ではクルマエビ・ヨシエビ・ガザミの放

用種苗を大量に生産・配布するとともに、より健

流を、漁業者が中心となって行っています。特に

全な種苗の量産技術改良等に取り組んでいます。

有明海では沿岸の佐賀県、長崎県、熊本県、福岡

17年度に第 5 次福岡県栽培漁業基本計画（17〜

県の 4 県の共同研究の成果を生かして、漁業者が

21年度）を策定し、これにもとづき栽培漁業を推

主体となり15年度からクルマエビ共同放流を実施

進していきます。

しています（既報「豊かな海」No. 8 の長崎県報

県では栽培漁業センターにおいて、クロアワビ、
クルマエビ、ガザミ、ヨシエビ、アカウニ、アユ

活力あるクロアワビ種苗
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告参照）。
クルマエビ・ヨシエビは生産された体長15㎜サ

高密度飼育水槽
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アカウニ種苗

イズの種苗を陸上水槽等で、できるだけ大きなサ
イズ（30〜40㎜程度）になるまで中間育成し、放

有明海におけるクルマエビの漁獲量と
放流尾数の推移

のとがあります。
例としてあげると、現在有明海で共同放流に取
り組んでいるクルマエビの漁獲量は、10年前には

流しています。
ガザミは、全海区で甲幅 5 ㎜サイズの種苗を10
㎜まで中間育成し、放流しています。

福岡県で30トンありましたが、8 年後の16年には
4 トンと 7 分の 1 程度となっています。4 県全体
の漁獲量も同様に減少しています。放流は 4 県で

③アカウニ

1,000万尾以上（14年までは放流サイズのばらつ
きあり、15年からは30㎜サイズ）行っており、天

アカウニは、アワビに続く重要な磯根資源とし

然の資源量の減少を放流種苗で補っている状況で

て筑前海区で放流に取り組んでいます。種苗サイ

はないでしょうか。これについて、資源量が大き

ズは10㎜、20㎜の 2 種類を放流していますが、20

く減少しているのは間違いないでしょうが、放流

㎜サイズの比率が半数以上を超え、種苗の大型化

種苗が資源量に正確に何％寄与しているのかを明

が進んでいます。

らかにすることが課題です。これがわかれば栽培
漁業としても打つ手が絞りやすくなります。

④試験放流種

現在までの 4 県研究機関の研究実績と今後の成
果をもとに資源量回復への具体的な方策が定ま

トラフグについては、「九州・山口北西海域ト

り、漁業者が一体となった資源管理策を実践して

ラフグ資源回復計画」を実践しており、筑前海で

いくならば、オリンピックの体操ニッポンや

試験放流による移動生態や放流効果等の調査を実

WBCの王ジャパンのように漁獲量の「Ｖ字」回

施しています。ヒラメについては、筑前海及び有

復も夢ではないと信じています。

明海で試験放流を行っています。

■今後の課題
放流対象種については確実に漁獲量を上げてい
くことが必要ですが、現実には放流種のなかでも
漁獲量の増加がみられるものと減少傾向にあるも
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独立行政法人水産総合研究センターの組織改正と
研究開発体制について
業務推進部
次長

独立行政法人水産総合研究センター（水研セン
ター）は、平成13年度に国の研究機関であった 9
ヵ所の水産研究所等を統合して設立し、平成15年
度には認可法人海洋水産資源開発センター、社団
法人日本栽培漁業協会の業務を継承し、水産に関
する研究開発（研究、技術開発、調査）の基礎か
ら応用、実証まで一貫して実施する体制が構築さ
れました。
水研センターでは、主務大臣である農林水産大
臣が定めた中期目標に基づき、水研センターが策
定し、同大臣の承認を受けて 5 ヵ年の第 1 期中期
計画の確実な実施と着実な成果の確保に取り組ん
できましたが、平成17年度末にて中期目標・中期
計画が終了しました。平成18年度から第 2 期に入
りますが、中期計画の策定にあたっては、独立行
政法人評価委員会による「独立行政法人の主要な
事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」や第
1 期中期計画の実績等を踏まえ、水研センターと
して、さらなる効率化を進める中で、国民や水産
業界の要請に応えるため、組織、事務・事業の見
直しを行いました。
なお、平成18年 4 月 1 日付けで｢独立行政法人
に係わる改革を推進するための農林水産省関係法
律の整備に関する法律｣（平成18年法律第26号）
が施行され、この法律により、水研センターに独
立行政法人さけ・ます資源管理センターが統合さ
れ、わが国唯一の水産に関する総合的な研究開発
機関としての体制が強化・充実されるとともに、
統合後の役職員の身分が非公務員となりました。
以下に、組織改正、研究開発体制等について紹介
します。
（1）本部の組織改正
統合したさけます資源管理センターは評価委員
会の「勧告の方向性」を受け、水産研究所並びの
組織として札幌に｢さけますセンタ―｣として、ま
た従来の本部にあった開発調査に係わる現業業務
を担った開発調査部について「開発調査センター」
として改組・配置したことから、水研センターは、
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組織上、本部、9 つの水産研究所、さけますセン
ター、開発センター、栽培漁業センターとなりま
した（図 1 ）。
本部組織については、非公務員型独立行政法人
への移行に伴う運営体制の強化とともに、本部組
織のスリム化を図るため、これまでの 6 部体制の
機能を法人全体の運営に特化、重点化し、経営企
画部、総務部、業務企画部、業務推進部の 4 部体
制にしました（図 2 ）。
経営企画部は、法人全般に係わる企画立案・調
整機能の強化を担う経営企画室、国民への双方向
コミュニケーションの確立のための広報室、業績
評価に関する業務を担う評価企画課の 2 室 1 課体
制にしました。
総務部は、研究開発支援部門の合理化・効率化
を図るため、これまでの総務部と経理施設部を統
合し、庶務課・人事課・経理課・労務対策室の 3
課 1 室体制にしました。
業務企画部には、中期計画、年度計画に基づく
研究開発等業務に関する企画立案、調整、外部資
金の獲得等の機能強化を担う研究開発コーディネ
ーターと、国内外の機関との研究開発協力に関す
る業務を担う企画協力課を配置しました。
業務推進部は、研究開発に関する管理・支援業
務の一元化、機能強化を図るため、これまでの研
究調査部と栽培漁業部を統合するとともに、経理
施設部より船舶管理及び施設整備の業務を移管
し、研究管理課（海区水産研究所、養殖研、水工
研、遠洋研担当）、さけます管理課（さけますセ
ンター担当）、栽培管理課（栽培漁業センター担
当）、受託業務課、船舶管理課、施設整備課の 6
課体制としました。
（2）水研センター隔地施設の組織改正
1 ）水産研究所（海区水産研究所、養殖研究所、
水産工学研究所、遠洋研究所）
研究支援部門の合理化、研究の企画・立案につ
ながる情報収集・分析機能の強化と効率的な業務
の実施の観点から、従来の企画連絡室・企画連絡

図１

図２

組織概要

水研センター本部の体制

課及び総務課を見直し、業務推進部
を設置し、その下に業務推進課と業
務管理課を置きました。
増養殖部門では、魚病診断等の機
能を強化するため、養殖研の組織と
してさけますセンター内に札幌魚病
診断・研修センターを併設し、養殖
研病害防除部の魚病診断・研修セン
ターを部並びに、また 2 栽培漁業セ
ンターの統合により新しく栽培技術
開発センターを部並びで、病害防除
部に新しく種苗期疾病研究グループ
を設置しました。
2 ）さけますセンター
札幌に 1 研究部、1 業務推進部を
配置するほか、従来の 6 支所14事業
所体制から15事業所体制にするとと
もに、本州における調査体制を強化
するため、新たに日本海区水産研究
所と東北区水産研究所に普及課を置
きました。
3 ）開発調査センター
中期計画に即した機動的な体制を
構築するため、現業部門についてグ
ループ制を導入し、底魚・頭足類開
発調査グループ、浮魚類開発調査グ
ループ、資源管理開発調査グループ
を置くとともに、漁獲物の販売に関
する業務、管理業務、連絡調整業務
を実施する開発業務課を設置しまし
た。
4 ）栽培漁業センター
「勧告の方向性」による「栽培漁
業センターにおける事務事業につい
て、近接する箇所に設置しているも
のとの一元化等の指摘」を踏まえ、
同一地域内に法人内施設・組織が複
数存在し、なおかつ地元自治体や行
政組織との関係について整理が必要
な北海道、瀬戸内海、沖縄の 3 地域
と、全国対応の分野であり、かつま
た法人内においても多くの施設・組
織が関連する増殖分野の見直しを先
行し、厚岸栽培漁業センターを北海
道区水産研究所海区水産業研究部に
統合（栽培技術研究室）、伯方島栽
培漁業センターと百島栽培漁業セン
ターを瀬戸内海区水産研究所に統合
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（栽培資源部と栽培技術研究室）、八重山栽培漁業
センターを西海区水産研究所石垣支所に統合（栽
培技術研究室）、上浦栽培漁業センターと古満目
栽培漁業センターを養殖研究所 に統合（栽培技
術開発センターと病害防除部の種苗期疾病グルー
プ）しました。
（3）研究開発業務について
第２期中期計画では、業務経営を一層強化し、
水産に関する研究開発を通じ国民へ提供するサー
ビスその他業務の質をさらに向上させることを目
標にしています。
また、水産業や漁場漁港整備に関する関連機関
の研究開発水準の向上並びに研究開発等の効率的
な実施及び活性化のために、産学官連携及び協力
関係を構築していきます。また地域の水産に関す
る研究開発に共通する課題を解決するため、地域
拠点におけるコーディネート機能の強化や地方自
治体・漁業者・関係団体・大学・民間との研究開
発や情報交換の場を提供するなど、地域における
産学官連携を積極的に推進し、着実な成果の確保
と地域、国民に対して目に見える貢献を目指して
いきます。
中期計画では、水産基本法の基本理念である
｢国民への水産物の安定供給の確保｣、「水産業の
健全な発展と安全・安心な水産物供給」及び｢研
究開発の基盤となる基礎的・先導的な研究開発及
びモニタリング等｣の 3 つを重点研究領域として
研究開発に取り組みます。
例えば、「水産資源の持続的利用のための管理
技術」、「水産生物の効率的・安定的な増養殖技術
の開発（栽培漁業の推進、養殖業の振興）、「沿岸
域生態系の保全・修復技術」、「大型クラゲ対策」、
「安全・安心な水産物の供給技術」、「温暖化が海
洋生態系や水産資源に及ぼす影響の解明」、「巻網
漁業の省力化・効率的化実証調査」、「近海マグロ
延縄漁業の省エネ化実証調査」、｢海洋モデリング
技術の高度化｣、「さけ類及びます類のふ化及び放
流」等の課題を実施します。
（4）栽培漁業に関する技術の開発について
水産基本法の基本理念に基づき、水産に関する
施策の総合的かつ計画的な推進を図るため定めら
れた基本計画では、「水産動植物の増殖について
は、生態系への影響に配慮しつつ、種苗生産技術
の開発、コストの低減等により、種苗生産及び放
流を推進するとともに、種苗放流効果の検証等を
踏まえ、受益者による適切な費用負担の実現を図
ること」とされています。また沿整法の規定に基
づき、「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水
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産動物の育成に関する基本方針」が定められ、栽
培漁業の展開に際しては、｢責任ある栽培漁業｣を
推進するため種苗放流の合理性の検討、対象資源
に応じた放流計画の策定、種苗の生産とその効率
化、生態系への配慮、効果的な種苗放流と放流効
果の実証体制の整備、栽培漁業対象種の資源管理
の促進、費用負担と普及の実施に努めることとさ
れています。
これらを踏まえ、栽培漁業に関する技術の開発
は、中期計画の大課題「水産生物の効率的・安定
的な増養殖技術の開発」の中で、中課題として
「重要魚介類の基礎飼育技術の開発」、「餌料生物
の効率的培養技術の開発」、｢健全種苗の評価手法
と育成技術の開発｣、「標識技術と重要魚介類の資
源培養技術の開発」、「遺伝的多様性に配慮した種
苗生産技術の開発」、｢種苗生産が難しい魚介類の
基礎飼育技術の開発｣、「タイマイの安定採卵技術
の開発」、「ブリ類の育種と採卵技術の開発」、｢海
産魚介類のウイルス疾病予防技術の開発｣を行い
ます。また、大課題｢主要水産資源の調査及び海
洋環境等のモニタリング｣では中課題の 1 つとし
て「都道府県と連携した主要水産資源の放流等の
調査（栽培漁業技術の実証）」を実施します。な
お、栽培漁業の技術開発で得られた成果の養殖業
への応用を図ります。
中期計画では、国と地方の役割分担の観点から
業務を見直し、栽培漁業センターで行っている親
魚の養成から種苗放流に係わる一連の栽培技術の
工程について、研究開発コーディネーターの活動
やブロック会議等を通じて、公立水産試験場等が
実施している技術開発の進捗状況、体制及び水研
センターへのニーズを的確に把握し情勢分析を行
うことにしています。その上で、公立水産試験場
等において実施可能な技術については技術研修等
を通じ順次移行し、水研センターとしての独自性
の発揮に努めていきます。とくに、サワラ、トラ
フグ等について資源回復計画の動向等に配慮しつ
つ技術移転を実施していきます。また、確立した
技術が移転された後においても、公立水産試験場
等で十分な対応ができない魚病や複数の都道府県
にわたる広域的な課題等については、水研センタ
ーとして必要な協力・連携を図っていきます。
なお、栽培漁業に関する業務の効率的・効果的
な推進のため、水産庁並びに栽培漁業の実証を中
心として幅広く沿岸漁業振興のために活動してい
る（社）全国豊かな海づくり推進協会との連携・
協力をさらに強化して、責任ある栽培漁業の推進
に努めます。

2

東京海洋大学応用藻類学
教授

能登谷

正浩

「藻場モニタリング調査」、「人工構造物への藻場

海洋における生産の基礎は海藻

造成」などの事業課題を付されることもある。
昔から一般に「藻場」と認識される海藻群落に
は、ガラモ場（ホンダワラ場）、アマモ場、コン

海洋生物資源の大部分は海藻の生産力を基礎と

ブ場、アラメ・カジメ場が知られ、それらは一般

している。海洋生態系の中で無機物から有機物を

の海藻群落とは異なり、それぞれに見合った魚介

合成する生物の多くは海藻で、動物の餌はこの有

類や資源を特異的に涵養し、増殖させ、有用種の

機物を起点としている。従って、海藻からはじま

保護、育成機能を持つ場となっている。その意味

って低次の動物群から高次のそれへと食物連鎖、

から、これまで公的機関や資金によって「藻場造

食物網を通して人間はその一部を利用しているの

成事業」が行われてきたのである。

である。この海藻類の生産力は海域や沿岸域の動
物資源量に大きく影響を与える。

「流れ藻」は「藻場」機能を持つ

海藻群落と「藻場」の意味
「流れ藻」は沖合いに浮遊、漂流する有用魚介
類を含む大型海藻群落を中心とした生態系と言え
沿岸における有用資源を生産する大型海藻群落

る。「流れ藻」は世界的には、広大な面積に発達

として知られる「藻場」は、そこに生育する海藻

するサルガッソー・シーが有名であるが、沿岸に

や海草を基礎とする生態系で、比較的大量に有用

生育していたホンダワラ類が基質から脱落した

な水産動物資源が生産または涵養される場であ

り、藻体の一部が切れて流れ、漂い、寄り集まる

る。これは地域の経済を含めて環境の側面からも

などして、海流に乗って浮遊、漂流する藻体また

有用かつ重要である。「藻場」は単に海藻が多量

はその集合体である。この「流れ藻」内には海藻

に生育する場を意味しない。そのことは｢磯焼け｣

を餌とする小動物から、そこを産卵場や稚魚期の

海域には、サンゴモという海藻が多量に生育する

生育場、隠れ場とする動物類、さらにそれらを捕

が、｢藻場｣とは呼ばれないことからも十分に理解

食するやや大型動物の摂餌場などとなり、これら

される。しかし、時には、または一部には、いろ

の食物連鎖に係わる多種多様な生物群を含み、水

いろと混乱して使われ、単に海藻群落の種組成や

産有用資源の涵養や保全にも役立っている。昔か

現存量調査、種苗移植試験などに「藻場調査」、

ら、ブリ、ハマチ養殖などの稚魚、種苗確保の場
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としても、産業的に欠くことのできないものとな

保全または増大への技術開発が必要であろう。

っている。

海藻群落の破壊と漁獲量の減少

沖合いと沿岸の「藻場」生態系の保全と
生産システム構築のための研究事業
日本の沿岸には、南方からの黒潮が、その 1 分

沖合い、沿岸ともに大型の海藻群落を中心とし

枝流が対馬暖流として日本海沿岸に沿って北上

た生態系は漁業生産上重要な役割を果たしている

し、津軽海峡および宗谷海峡を通ってそれぞれ太

が、沿岸の「藻場」は1978年以降約6,400haの消

平洋沿岸やオホーツク海沿岸へと流れる。他の分

滅が知られており、この消滅の第 1 位の要因は、

枝流は太平洋沿岸を、九州南岸から四国南岸、紀

埋め立てなどの人為的な破壊とされている。また、

伊半島沿岸を経て千葉県房総半島から東北南部に

現在、日本の沿岸の約48％は何らかの人為的に加

まで達する。また、寒流の親潮は、釧路沖から東

工された構造物が設置されることによる「藻場」

北沿岸に達し、そこから太平洋沖合い方向へと渦

の減少も知られている。このほか「藻場」減少の

を巻くように流れる。これらのうち、南方からの

要因には、「磯焼け」や海況の変化などが挙げら

暖流には、日本海および太平洋岸を流れるいずれ

れるが、これらもその元には人間活動による海域

の海流にも「流れ藻」が認められ、漁業生産に大

の富栄養化や栄養塩バランスの変化、二酸化炭素

きく寄与している。

の増加による温室効果など、沿岸から沖合いまで

これまで「流れ藻」に生息する小動物や魚介類

をも含めた広域的な人為的環境破壊によるものと

に関する研究では、そのルートやそれに随伴する

見なされる。これらの人為的な「藻場」破壊の広

種などの定性的な観察知見が多かったが、漁獲に

がりと符合するように漁獲量の減少傾向が認めら

反映される資源変動を推察できる知見や、「流れ

れてきた。これらのことを踏まえると、水産資源

藻」内の生物量の変動や許容量、さらにそれに随

の増大には、海藻を中心とした生態系や「藻場」

伴する各生物種の生活史や生育の段階で、「流れ

の拡大、造成は緊急かつ重要な課題と言える。

藻」の資源の保全や増減に果たす役割など、漁業

これまで長期間にわたって、この水産魚介類の

生産予測に結びつく生態的な知見は乏しかった。

生育環境や場を考えることなしに「とにかく種苗

このことは沿岸の「藻場」に関しても同様に言え、

を作って放流すれば、資源が回復する」かのよう

「藻場」を構成する一部の海藻類については、生

に考えられ過ぎた嫌いがある。それはいくつかの

育状態や現存量の季節変化など、海藻の生育状態

魚種でこれまで明らかにされているように、放流

については幾つかの種について知られているが、

すれども漁獲量の減少に歯止めがかからないこと

「藻場」生態系として、そこに生育する海藻から

からも明白である。水産業における漁場や海域は、

動物全ての生物相互の関係や有用魚介類資源の生

農業における農地とは大きく異なる。人為的に適

産性にはたす「藻場」の役割に関する具体的な知

正に管理できる場や環境は 0 と 1 ほどの違いがあ

見はほとんどない。そこで今後、以下のような総

る。海洋では、対象魚種の生育段階を追って、種

合的な研究と調査が必要である。図にはその概要

苗から漁獲に至るまでの全てについて、人為的に

をまとめた。

はほとんど管理ができないとすれば、少なくとも、
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漁業資源の涵養または保全に有効と考えられる生

1．「流れ藻」、「誘導漁礁」および「藻場」が資

態系である「藻場」や「流れ藻」などの大型海藻

源増大や生態系保全に果たす役割とその造成技

群落について、その役割を十分に解明し、資源の

術に関する調査

先ず、沖合いから沿岸に至る海藻類を中心とし

な経済効果を生む。

た生態系、すなわち「流れ藻」内で発生する有用

「流れ藻」のバイオマスは放流量にもよるが最

資源が生育段階を経過する中で、次第に沿岸へと

終漂着地点では膨大な量に達し、収穫量はそのま

移動できる道筋と生育場を作るため「誘導漁礁」

ま大気中の二酸化炭素を吸収、固定したものであ

および沿岸の「藻場」を一連の流れとして造成す

ることから、石油代替エネルギー源として、エタ

ることを検討する。この際、これまで「流れ藻」

ノールへの変換や生産も可能である。海藻からの

の発生がよく知られる北九州または対馬および九

バイオマス・エネルギーはカーボン・ニュートラ

州南岸の海域と、これまではあまり知られない釧

ルで化石燃料の消費や地球温暖化の抑制に大きく

路沖から、それぞれ人為的に生産したホンダワラ

貢献できる。特に日本は国土の13倍、世界第 6 位

種苗を大量に放流し、その漂流移動の経路や位置、

ほどの広大でほとんど未利用な経済水域を持つた

集積度合いなどを人工衛星またはGPSによって監

め、これは十分検討に値する。しかし、これらの

視調査しながら、「流れ藻」の生長やそれに随伴

有用物質の探査やエネルギー資源としての利用を

する生物群の生態的、資源学的な調査を行う。ま

効率よく行うための技術には多くの未開発の部分

た、「流れ藻」と沿岸をつなぐ「誘導礁」や、造

があり、検討課題となる。

成「藻場」についても、同様の調査を行い、「流

図に示すように、上記のような総合的な水産資

れ藻」から造成「藻場」に至る一連の関連性を含

源や環境保全に関する調査研究では、「流れ藻」

めて調べる必要がある。これらから、それぞれの

を放流するための船、それを監視するためのシス

場およびその関連において資源の動態や漁獲量へ

テム、沿岸における誘導漁礁や「藻場」の造成を

の反映を予測することや環境保全に果たす役割を

基本として、それらに付随、関連する施設、例え

明らかにされるものと考えられる。

ば「流れ藻」および「藻場」造成用の人工種苗を
大量に常時生産するための施設、バイオマス変換

2．「流れ藻」からの有用物質の生産と海藻バイ

工場、有用物質抽出工場およびそれぞれに関連す

オマス転換に関する調査

る研究施設などを各地に建設が必要であり、一大

「流れ藻」の主体はホンダワラ類で、それは陸

国家プロジェクトおよび産業活性化の引き金とな

上植物の中でも高い生産性を持つ熱帯多雨林に匹
敵するほどの生産力を有することが知られる。ま

る。
これまで私は、長い沿岸線と広い経済水域を持

た、九州北部海域から流された「流れ藻」藻体は、

つわが国では、水産物の生産から加工、流通およ

概ね宗谷海峡と津軽海峡へ、九州南部海域からの

びそれに係わるエネルギー生産などを集約的かつ

それは四国沿岸や紀伊半島さらに千葉県房総半島

効率よく生み出す場として、海洋上施設の建設に

沿岸、釧路沖からのそれは東北沿岸の渦流へと集

ついて提案してきているが、海洋および海藻は、

中すると推測される。

水産のみならず多様な産業にとって環境保全型生

これら人為的に大量添加される大型海藻や海藻

産を行い得る有効な場と材料であると考えてい

群落には生物の生産量や多様性が確実に増大する

る。特に国土面積が小さく、それだけに資源の乏

と期待される。また、これら大量の藻体は生育に

しい国としては、豊かな海、自然資源を有効かつ

伴って栄養塩類を吸収するため、富栄養化を抑制

効率よく活用することが重要である。

し、海域の水質を浄化し、環境保全に寄与する。
さらに「流れ藻」を収穫して、それに含まれる比
較的経済価値の高いヨウ素やアルギン酸、フコイ
ダンなどの有用物質を抽出し利用できれば、大き
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豊かな海づくりに関する現地研修会
「アサリの増養殖」を終えて
広島県福山地域事務所農林局水産課
普及専門員

柳川

建

開 催 月 日：平成18年 4 月24日（月）13:30〜16:30
開 催 場 所：広島県福山市三吉町一丁目１−１
広島県福山地域事務所第 3 庁舎 8 階 381会議室
研修対象者：県内関係漁業者及び漁業団体、関係市町、水産海洋技術センター、広島県職員等
出 席 者 数：43名

那須氏による講演

1 はじめに

意見交換の様子

きくて漁獲が安定しない等の事例がある一方で、

社団法人全国豊かな海づくり推進協会主催の現

海水浴場の人工ビーチにいきなりアサリが湧いた

地研修会の開催地として、本県が選定されたこと

事例もあり、場所によって様々な現象が起きてい

について紙面を借り厚くお礼申し上げます。

ます。残念ながら一つ確実なことは、全体的にア

研修を終えまして、その概要等について報告い
たします。

サリの漁獲量が昔と比べ格段に少なくなったとい
うことでしょう。
アサリは漁獲するのに高価な漁具もいらず、手

2 研修会開催に至る経緯

軽に行えるうえ、高齢者でも安全に行うことがで

広島県は漁業の特徴から西部、中部、東部と大

きます。漁場となる干潟は、アサリだけでなくい

きく 3 海域に分けられ、東部の備後地区では、西

ろいろな魚介類の保育場にもなり、アサリ漁場を

から三原市沼田川河口の沖合いにある細ノ洲、尾

守ることは水産業全体を活性化することにもつな

道市の山波ノ洲を中心とした松永湾周辺、そして

がります。また、今後は我が国産のアサリへの需

福山市の芦田川河口周辺の干潟などが大きなアサ

要がなお増すものと思われます。しかしながら、

リ漁場として活用されています。

アサリ資源を回復し漁場を持続的に利用していく

これらの漁場の中には、アサリ稚貝を放流して

ための管理手法は当県ではまだ確立しているとは

もいっこうに獲れないとか、干潟の地盤変動が大

いえず、効果的な放流方法の確立や、着底した微
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小稚貝の保護や生育適地への移植等に関する知見

と、そして1990年に造成された干潟はアサリ漁場

も僅かしかありませんでした。

として良好な条件を備えているが、2003年及び

このような状況から、平成17年 2 月に、漁場現

2004年に造成された干潟については、未造成地に

場と研究室を結びつけることを主眼に、広島県東

比べアサリの生息密度は高いものの、底質の粒度

部の漁協で組織する「燧灘漁業秩序維持連絡協議

が安定していないなど、漁場としてはまだ不安定

会」の主催によるアサリ増殖研修会を開催したと

である。

ころ大変好評であり、これがその後の取組み、そ
してこの度の豊かな海づくり推進協会現地研修会
開催の運びへと繋がったものと思っています。

③

有明海熊本県沿岸のアサリ資源の現状と今後

の課題
熊本県立水産研究センター浅海増殖部

3 現地研修会の概要

研究参事

現地研修会は広島県の最東部、福山市にある福

那須

博史

○熊本県における近年のアサリ漁獲状況

山地域事務所で開催され、2 件の話題提供と熊本

熊本県におけるアサリ漁獲量は昭和52年代に

県那須研究参事の講演による研修及び意見交換が

65千トンあったものが、平成 9 年には千トンま

行われました。

で減少した。
その後、各漁協の取組みによって平成10年頃

① 広島県におけるアサリ漁業の現状と調査結果

から漁獲量が増加に転じ、平成14年度には多量

広島県福山地域事務所農林局水産課

の稚貝の発生が確認され、各取組みの効果が目

主任

山地

幹成

に見え始めた。

県内アサリ漁業では、埋立て等による漁場の喪
失、移植稚貝のへい死及び食害による資源損失が

○なぜアサリが増えたのか〜アサリの漁獲量を増
やすには

重大な問題となっている。
各漁場におけるアサリ稚貝の発生状況と底質の

アサリを増やす取組みの内容は大まかに、漁

粒度組成及びアサリの各部位ごとのグリコーゲン

協・漁業者による資源管理の推進（漁獲サイ

含量の季節変化を調査した結果、移植稚貝の損失

ズ・漁獲量・操業期間の規制、食害生物の除去）

を軽減するためには、体内グリコーゲン含量の多

と県・市町によるアサリ漁場造成（覆砂・作

い 1 月〜 3 月に移植することが効果的であり、今

澪・耕耘等）があげられる。

後は底質毎の適正放流サイズについても検討する

漁獲サイズの規制として、それまで殻幅12㎜
サイズ（春のサイズ）で漁獲・出荷していたも

必要がある。

のを15㎜（秋のサイズ）に引き上げ、最低 1 回
②

は産卵させた後に漁獲することとし、また港へ

福山市田尻地区の人工干潟の生物遷移
広島大学大学院生物圏科学研究科
龍平

だけになるので、漁場で選別を済ませて稚貝は

福山市田尻地区に1990年、2003年及び2004年に

漁場へ返してやることを徹底したことで無駄に

大学院生

土肥

造成された隣接する 3 つの人工干潟について、造
成年度別に底質、害敵生物、天然稚貝の加入と生
残について調査した。
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持ち帰って選別するのでは稚貝を捨ててしまう

なる資源が減った。
稚貝の発生状況調査の結果から、稚貝の発生
と翌年の漁獲量に相関があることがわかり、ま

春加入群は資源加入に貢献しないことやホトト

た、稚貝は毎年同じように発生するわけではな

ギスガイとの競合及びツメタガイ、キセワタガイ

く、大発生した翌年にはあまり発生しない傾向

による捕食がアサリの生育や生残に大きく影響し

があることがわかった。大発生した時の資源を

ていることが示唆された。また、漁場底質が粗い

何年有効利用するかを考えて捕る必要がある。

ほどアサリの生息密度が高くなることや、天然ア

アサリは生まれたところで育って漁獲される

サリ稚貝の着底促進施設の設置が有効であるこ

のではなく、浮遊期に遠くに運ばれて違うとこ

ろで着底し育って漁獲されていることが示唆さ
れたため、取組みは広域的に行う必要がある。

・キセワタガイ
アサリ稚貝を食べるので、影響が大きい。
キセワタガイが200個体／㎡いると、アサリ

1 月〜 2 月の漁獲は、底質が掘り返されるこ
とから小さな稚貝の生残に大きく影響すると思

は全滅するとの報告がある。

われる。この時期の漁獲をどれだけ我慢できる

とにかく人海戦術で獲るしかない。

か、とはいえ全面的に休漁というのはなかなか
難しいので、一番良い漁場の一番良い部分を一

○まとめ
資源管理の話しになると必ず「大きくなるま

定期間捕らない努力をすることで生残を確保す
ることにした。

でに死んだら・・」とか「生活がかかっている」

取組みにあたっては、しっかりとした信念を

との意見が出て来る。全くそのとおりだと思う

持って漁業者自身が主体となって取り組まなけ

が、それを言い出したら資源管理そのものが意

ればならないし、資源を安定的に利用するには、

味を失う。漁場全体で資源管理をやろうと言う

より厳しい管理が必要となる。

のではなく、その一部でも良いから管理してい

次年度の漁獲物は５月頃に稚貝として見える

きましょうという気持ちが大切なので、少しだ

大きさになっている。この稚貝を獲り尽くすの

け我慢して「増やしながら獲る」、「持続的に、

ではなく、母貝として残して、秋に最低１回は

安定的に獲る」を目指して資源管理を成功に導

産卵させてから獲る。

いていただきたい。

一番良い漁場の一部を保護区として残してお
けば、稚貝の発生も多く期待できるし、不漁の
年の保険となり、そこで何とかしのぐことがで
きる。
発生したアサリ稚貝が着底した直後、そこで
漁獲行為が行われると、地盤が荒れて稚貝が生
き残れなくなる。このため、冬場には休漁すべ
きである。

4 おわりに
現地研修会は、地元漁業関係者だけでなく広島
県中西部からの参加者もあり、当初の予想を上回
る参加者数となったため、急遽研修会場を広げて
の開催となりました。
今回の研修では、県内漁場での研究成果だけで
なく、他県でアサリの資源回復対策を牽引・指導
し成功に導いてきた研究者から、その具体的な内

○食害生物の除去
・ナルトビエイ
50㎝（約 2 ㎏）のナルトビエイは、1 日に約
1 ㎏のアサリを食べる。
ナルトビエイは飛ぶ習性があるので、飛んだ

容を生の声で紹介していただきました。
現在広島県でもアサリ稚貝の移植放流が盛んに
行われていますが、放流稚貝の確保は年々困難に
なっています。今後は放流稚貝の減耗を防止する
だけでなく、いかに自然発生する稚貝を増やし、

のを目撃したらその周辺で流し網を使って一気

それを漁獲に結びつけていくかを考えていく必要

に駆除している。

があり、今回の研修は非常に貴重なものとなりま

食害防止には、棒刺しやネット張りが有効で
ある。
・ツメタガイ
1 匹のツメタガイは、1 日に 2 個のアサリを
食べる。

した
参加者の心の中で「今、目の前にあるものを今
日獲り尽くすのではなく、今日少し我慢すること
で明日の糧を殖やしながら獲りましょう」という
意識が大きく膨らんだのではないかと思います。

ツメタガイの駆除には卵塊（砂茶碗）の撤去

最後に、この現地研修会が今後も各地域におけ

が有効である。砂茶碗ひと塊に 3 万〜 5 万の卵

る栽培漁業の普及・定着に寄与することを願いま

があるので、これが全部育ってアサリに被害を

して報告を終わりたいと思います。

与えると仮定すると、砂茶碗一つを撤去するこ
とで12㎏のアサリを保護した計算になる。
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第26回全国豊かな海づくり大会（佐賀県）
佐賀県全国豊かな海づくり大会推進室
水産指導員

吉 原 大 介

佐賀県は、玄海・有明海という漁場環境の全く
異なる二つの海域を有しており、そこではきわめ
て多様な魚介類が生息していることから、種々の
漁業が古くから発達し、沿岸地域の発展に大きく
貢献しています。
第26回全国豊かな海づくり大会は、この佐賀県
で「響きあう

人と海との

シンフォニー」をテ

ーマに、佐賀市・唐津市・東与賀町の 3 市町を会
場として10月29日に開催されます。
大会式典行事は、佐賀市文化会館大ホールで行
います。プロローグでは、第 1 部で、佐賀県の豊
かな自然・文化などをストーリーテラーの案内の
もと、竹楽器や有田焼磁器楽器の特色ある音色と

東港では、式典行事でお手渡しを受けたオニオコ

風物映像を織り交ぜて紹介し、第 2 部では、玄

ゼとクルマエビを招待者が放流します。続いて、

海・有明海の『ふたつの海』の特色や『ふたつの

式典行事でお手渡しを受けたバフンウニを放流場

海』に関わる人々を佐賀大学「ふるさと映像塾」

所へ運ぶ放流船と玄海の漁船による海上パレード

制作の映像によりストーリー立てて紹介します。

を行います。

また、式典行事のメッセージ発表は、玄海・有

なお、これまでの大会にはない演出として、玄

明海の漁業後継者夫妻と一緒に、森・川・海に関

海で行われている放流船・漁船による海上パレー

わりの深い多くの子ども達がステージ両側の花道

ドの様子をライブ映像で有明海の放流行事会場へ

まで登場し、客席との一体感を演出します。

中継し、両会場が一体となった放流行事とします。
関連行事は、佐賀市の佐賀県総合運動場と唐津

放流行事は、大会初の二つの海で実施し、また

市の唐津東港でそれぞれ行います。

全国初の干潟での放流行事を行います。広大な干

佐賀県総合運動場では、テーマ館を設け、玄

潟をもつ有明海と白砂青松の玄海で、それぞれの

海・有明海のふたつの海の水産業や環境につい

海の特徴を生かした放流行事を行います。

て、過去・現在・未来までを楽しく学べる展示を

有明海の放流行事会場となる東与賀町の干潟よ

行い、かけがえのない海を次世代へ守り継ぐ必要

か公園地先海岸では、有明海の伝統漁法「むつか

性と取り組みをアピールします。また、佐賀県内

け」、「すぼかき」、伝統芸能「沖の島まいりの太

の企業・大学・研究機関の新技術や市民団体など

鼓浮立」を披露します。また、式典行事でお手渡

の活動を紹介するコーナーを設けます。その他、

しを受けたアゲマキガイを漁業者が放流し、続い

佐賀県の特産品を展示・販売する物産コーナー、

もとだね

て、招待者によるムツゴロウの放流、ノリの元種

県内各地の自然・歴史・文化を紹介するコーナ

しじょうたい

（フリー糸状体）のお手まきを行っていただきま
す。
一方、玄海の放流行事会場となる唐津市の唐津
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ー、アトラクションステージ、バルーン試乗体験
など子どもから大人まで楽しめる様々な行事を実
施します。

1．はじめに

海づくり協会としては、会員及び漁連・漁協、
栽培協会等公益法人等と提携を深め、従来から実

平成18年度の国の予算は一般水産業振興総合対

施されている事業の推進に加え、新たな補助事業

策費の中の水産資源増殖ブランド・ニッポン推進

を実施することより栽培漁業の新たな展開が図れ

対策費は前年度には強い水産業づくり交付金とな

るものと考えており、今後、さらに取り組み体制

り、さらに今年度から、その大半の予算が都道府

の強化も含め的確で迅速な事業の推進に努める。

県へ税源移譲されたことを受け、都道府県は従来

2．事業の設定の経緯

国からの補助事業として行ってきた栽培漁業推進
に関わるソフト事業を自らが実施することとなっ

水産庁は、従来の補助事業の内容は、引き続き
実施されることを前提に、平成18年度予算におい

た。
水産庁は栽培漁業の推進を沿岸漁業の重要な施

て、新たに海づくり協会を事業主体とした栽培漁

策の 1 つと位置づけ、平成18年度を初年度とする

業を推進するための補助事業を予算化し、12月21

国の補助事業「栽培漁業資源回復等対策事業」を

日に開催された平成18年度予算説明会で初めて説

新たに予算化した。

明した。

この事業は、都道府県及び水研センターとの連

水産庁栽培養殖課は翌 1 月16日に都道府県栽培

携の下、民間団体（（社）全国豊かな海づくり推
進協会、以下「海づくり協会」）を事業主体とし
て、都道府県の管轄にとらわれず回遊する魚種等
の海域レベルでの適地種苗放流の体制の構築を目
指す、新たな支援事業である。

栽培漁業資源回復等対策事業の計画海域
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漁業担当者会議を開催し事業内容を説明するとと

協議会を設置し、関係都道府県が連携した取組み

もに、2 月15日までに栽培漁業資源回復等対策事

を通じて、種苗の確保、当該海域での適地放流、

業の要望計画書の提出を都道府県に依頼した。

主要地域での市場調査等を行い、関係都道府県間

海づくり協会は水産庁及び水研センターの指導

の交流状況や放流効果を把握する。これらの調査

の下、都道府県から提出された要望計画書を受け

結果の検討及び評価を通じて、効率的かつ効果的

て関係道府県と調整しつつ、各海域の計画案を作

な関係都道府県の連携による放流体制の構築を目

成した。

指す。（図 1 ）

3 月28日の水産庁長官通達「栽培漁業資源回復

4．事業内容

等対策事業の運用について」を受けて 4 月 7 日に
海づくり協会は平成18年度水産振興民間団体関係
事業補助金交付申請書を水産庁に対し提出し、4
月14日に同補助金の交付決定が行われた。

（1）事業実施期間
平成18年度から平成22年度までの 5 年間。
（2）事業費

このような経過を経て、4 月17日に海づくり協

平成18年度の実施計画では、事業費は、国の予

会は、平成18年度栽培漁業資源回復等対策事業の

算では 1 億 5 千万円となっているが、およそ15パ

実施にあたり、関係道府県に協力要請及び経費支

ーセントの節約が掛かり、実際の事業費は 1 億 2

払い契約先団体の推薦依頼を行い、具体的な事業

千万円強である。

実施のための海域協議会の立ち上げに着手した。

（3）事業の実施要件

栽培漁業資源回復等対策事業の実施に向け取り組み経緯

1）海域、対象種ごとに、段階的な目標を示し、
２以上の関係都道府県との連携、管轄水域にと
らわれない海域レベルでの適地放流、標識方法、
全数標識放流、主要地域での市場調査等放流効
果の調査、効果的な事業の推進を図る。
2）国の補助事業であるため、原則的に、各都道
府県から推薦を受けた公益法人、漁連又は漁協
等の団体が、海づくり協会への請求、支払い先
への経費の支払い等の実務の窓口を担当する。
（図 2 ）
3）国の事業への関与は、事業実施についての指
示、監督等により事業を行い、広域的に連携し
た取組を通じて海域レベルでの適地放流を行
い、より効率的かつ効果的な水産資源の造成を
図るため、必要な助成をする。
（4）対象魚種（表 1 ）
平成18年度の対象種は、ヒラメ、トラフグ、サ
ワラ、カサゴ、マダラ、マツカワの 7 種、甲殻類
は、クルマエビ、ガザミの 2 種、の 9 魚種である。

3．事業の目的

（5）海域協議会
平成18年度は、14海域を選定してそれぞれに協

国内の水産物の生産量の維持・増大を図るた
め、積極的な資源培養に向けた種苗の放流事業の

県である。（表 2 ）

一層の推進が求められており、資源回復計画、国

海域協議会の構成員は、都道府県関係機関、公

際的な課題や海域環境悪化に対応した資源造成を

益法人、漁業関係団体、海づくり協会となり、水

効果的効率的に展開する観点から、海域レベルで

産庁及び水研センターから事業の推進に必要な指

適地種苗放流体制の構築に向けた取り組みを支援

導助言を得る。

する事業として創設された。そのため海域ごとに
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議会を設置し、その構成は34道府県で延べ54道府

海域協議会の開催は、おおむね年 2 回（事業計

画を協議、事業結果の報告と評価、次年度計画の
検討）とし、海域協議会を円滑に運営するため幹
事県を設け、座長は原則として幹事県が担当する。

2）放流時期
甲殻類においては、年内の回収率を高めるた
め、できる限り早期放流を目指す。

また、海域協議会の下に、必要に応じ作業部会

魚類においては、対象種の餌料生物が繁殖す

を設け、具体的かつ詳細な検討が必要な事項につ

る時期・場所を選んで放流するほか、あらかじ

いて協議する。

め、放流予定地の餌料生物の現存量を調べる。
3）調査及びその解析

（表１）栽培漁業資源回復等対策事業の実施海域、対象種及び構成県

当該海域を構成する都道府県においては、放
流魚の県間の交流状況及びその度合い、放流効
果の推定を行うため、主要地域に調査員等を配
置して市場調査あるは標本船調査を行い、自県
の調査結果については自県の研究機関で解析す
る。
4）事業報告書の作成
本海域協議会を構成する関係都道府県は、毎
年、自県の放流及び調査結果を取りまとめ、海
づくり協会は当該海域全体の結果を取りまとめ
て報告書として印刷し、関係機関に配付する。
また、本事業の終了時には、関係都道府県は
過去の事業結果の取りまとめ、海づくり協会は
海域全体の調査結果を取りまとめて報告書とし
て印刷し、関係機関に配付する。

5．海づくり協会の役割
国からの補助金を受け、事業主体として、水産
（表２）海域協議会等の開催実績及び今後の開催予定

庁・水研センターとの連携のもと、事業の企画、
海域協議会及び構成県との調整した上で、実施海
域、対象種、事業の内容及び種苗確保費の負担内
容等を記載した栽培漁業資源回復等対策事業計画
を作成し、水産庁長官に協議する。
上記の事業計画に基づき、①放流場所、放流時
期、放流数量、標識の種類等、②適地放流体制、
③市場調査の手法、調査員の配置、関係都道府県
等との役割分担を内容とした、海域ごとに具体的
な評価手法なども含めた放流調査計画を作成する。
海域協議会の開催と補助対象となる経費の支
払、調査専門員（調査・分析、報告書の取りまと
め等）の確保などを行う。
県営栽培漁業センター並びに県委託生産種苗に
ついては、原則として所有権を民間機関に移した
後、種苗の確保に要する経費及び中間育成に要す

1）協議事項

る経費の1/2相当を負担する。なお、種苗の単価

①種苗の確保、②標識方法、③放流適地、④

は同一海域内で統一することを原則とするが、困

主要地での市場調査等、⑤調査結果の分析・評

難な場合は自県の放流用種苗の配付あるいは販売

価、⑥課題抽出、改善方法等、⑦結果の公表

単価とする。
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6．むすび

海づくり協会が一体となって、切り開く栽培漁業
の新しい事業形態をつくるものです。

本事業は、税源移譲という栽培漁業の推進体制

是非、会員の皆様のご理解とご協力によりこの

の構造的変化に即応した新たな促進策と位置付け

事業の成果が上がるように努めていかなければな

られ、都道府県、公益法人、漁連・漁協、それに

らないものと考えています。

栽培漁業資源回復等対策事業の推進体制（図１）

栽培漁業資源回復等対策事業実施に関する経費支払のフロー（図２）
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平成18年 6 月15日（木）午後 2 時00分より東京
都千代田区のJAビル 8 階第 4 会議室において、来
賓に水産庁栽培養殖課担当官の出席の下、18年度
第 1 回企画推進委員会が開催された。

確保に要する軽費の1/2を負担する方法が望ま
しい旨を答えた。
③

税源移譲により広域栽培漁業についても国の

関与がなくなったのかとの意見に対し、水産動

この企画委員会は、水産庁、水研センターと協

物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成

会等が栽培漁業を推進する新たな枠組の中で、豊

に関する基本方針（栽培漁業基本方針）で責任

かな海づくりを的確に推進していくため、各ブロ

ある栽培漁業を進めるため、広域種については

ックから参加する実務者や学識経験者等の参加に

関係都道府県が連携して放流計画及び共同調査

より、個別事業の計画及び実績等を検討しその結

を実施することとなっており、国は、複数県に

果を海づくり協会の事業に反映することを目的に

またがる事項について関係機関等の連携と合意

年初と年度末の年 2 回開催する。

形成を促進することになっている。国はこの栽

平成18年度第 1 回委員会は、渋川副会長が主催

培漁業資源回復等対策事業を通じて関与してい

者挨拶を行い、長屋全漁連参事が座長となり進め

くこととしており、海域レベルでの資源を回復

られた。

させるための放流をどのような体制でやれば良

＜議事概要＞

いかを調査するのがこの事業の目的となってい

（1）平成17年度事業実施結果及び平成18年度事業
実施計画について

る旨を水産庁から答えた。
④ 種苗放流は、今回の事業で各海域の資源状況、

委託事業部分については、生態系に配慮した漁

どのような対象魚種とするかについて議論する

場造成手法の開発調査について、特定魚種の魚礁

必要がないかとの質問に対し、既にほとんどの

に関する調査の必要性や調査海域を仙台湾に決め

関係都道府県が種苗生産しているような対象種

た理由について質問があり、沿岸漁業重要種の代

をより高いステージに上げるという考え方で事

表事例としてメバル等を取り上げて生育環境や棲

業を進めたい。予算上の仕組みでは、広域の栽

息場所等を明らかにし、成長過程に応じた漁場造

培漁業の事業化を進めるため、減少している資

成を行うための生態調査を行う。

源を回復させるツールとして資源回復計画等と

（2）栽培漁業資源回復等対策事業について
海づくり協会と実施海域の都道府県が連携して
進める上で、各海域の現場で具体的にどのように
取り組むのが良いのかを検討した。
① 放流効果調査の具体的方法について質問があ

連携してやる事業として位置づけており、資源
状態の良好な海域に放流するという考えではな
いと答えた。
（3）アワビ資源の回復について
水産庁が主催しているアワビ増殖技術研究会の

り、市場調査等に必要な調査員を雇って調査し、

取り組みとはどう整理するかとの質問があり、今

結果は試験場等で解析してまとめて頂くことに

回提案している事業は、アワビ種苗生産担当者会

している旨を答えた。

議のなかで議論があった、メーリングシステムの

② 県営センターから放流種苗を購入する方法に

運用と藻場再生に関するもので、他に何かあれば

ついての質問があり、収入予算が立てられれば

海づくり協会が受けるか又は同研究会に反映する

形の上では可能だが、税源移譲後に国の予算を

ことになる旨を答え、アワビ資源の回復について

上乗せするという見方も考えられるので、種苗

海づくり協会が取り組むことは、了承された。

の所有権を公益法人、漁連等に移した後、種苗
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平成18年 6 月16日（金）午前 9 時30分より東京
都千代田区大手町の大手町サンケイプラザにて、

募方式になった経緯として、各省庁の随意契約の

水産庁から渡辺祐二栽培養殖課課長補佐、小林一

問題がクローズアップされている中で、水研セン

彦栽培養殖課課長補佐、橋本和正研究指導課情報

ターも100以上の随意契約があり、公明盛大に実

技術企画官の臨席の下、平成18年度第 1 回水研セ

施していくために、今後は、一般競争・企画応募

ンター委託事業検討委員会を開催した。

型の競争で委託契約を締結することとした。その

この委員会は、協会が独立行政法人水産総合研

ため、海づくり協会に発注していた本事業も企画

究センターから委託を受ける栽培漁業推進対策等

応募型に切り換えることにした旨の説明があっ

委託事業を実施するにあたり、事業の効率的な実

た。本事業の栽培漁業の実証に関することの評価

施と進行管理を行うことを目的として、都道府県

については、高いレベルで評価を受けるというこ

の栽培漁業担当者を持って委員会を構成し、今回

とになっている。第 1 期の中期計画では種苗を配

は平成17年度実施結果及び平成18年度実施計画に

付すればそれだけで一定の評価が受けられたが、

ついて、事務局より資料を基に説明が行われた後、

これからは研究開発の一つとして評価されること

質疑応答、意見交換が行われた。

となる。目標に対し実行できたかどうかが評価の

Ⅰ

委託事業の進行管理に関すること

基準となる。したがって、調査をすることが第一、

Ⅱ

栽培漁業の実証に関すること

次に成果が出たかどうかを評価されることとな

Ⅲ 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
Ⅳ
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水研センターより、本年度から本事業が企画公

栽培漁業の普及・啓発に関すること

る。旨の説明があった。

