2008
目次

第16号

【ご挨拶】創立5周年を迎えて ………………………………………………………… 1

創立5周年特集

【巻頭言】栽培漁業と水産総合研究センター ………………………………………… 2

（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

11月15日

会長理事

理事長

服部

中前

郁弘

明

【会員の声】地域活性化に「はも」のブランド化 …………………………………… 3
山口県漁業協同組合

専務理事

岡野

浩一

【北から南から】
神奈川県の栽培漁業の取り組み ………………………………………………… 4
神奈川県環境農政部水産課

主査

山田

敦

島根県における栽培漁業の取り組みについて ………………………………… 8
島根県農林水産部水産課

水産しまね振興室

主任

池田

博之

【トピックス】
ニシン栽培漁業の現状
厚岸産ニシンの栽培漁業の現状と今後の展望 ………………………………… 13
独立行政法人 水産総合研究センター
北海道区水産研究所栽培技術研究室

主任技術開発員

村上

直人

第28回 全国豊かな海づくり大会 ……………………………………………………… 17
平成20年度漁協等実践活動支援事業 ………………………………………………… 20

創立5周年特集
（社）全国豊かな海づくり推進協会

5年のあゆみ ………………………………… 23

Ⅰ

設立から現在 …………………………………………………………………… 24

Ⅱ

今後の取組みに向けて ………………………………………………………… 53

Ⅲ

会員コーナー …………………………………………………………………… 54

Ⅳ

5年史年表 ………………………………………………………………………… 63

表紙写真

：須賀 次郎 氏撮影

イサキの群れと、イサキ稚魚をねらうカンパチ
撮影日：2008年9月

撮影場所：千葉館山

ご 挨 拶

創立５周年を迎えて
（社）全国豊かな海づくり推進協会
会長理事

服 部 郁 弘

（社）全国豊かな海づくり推進協会（豊かな海

何よりも、現下の水産業を取り巻く厳しい状況

づくり協会）は、このほど創立 5 周年を迎える運

を打ち開くために、つくり育てる漁業の体系的展

びとなりました。これも国、独立行政法人水産総

開を図るなど、沿岸漁業再構築に向けて積極的な

合研究センターのご指導ご鞭撻と、会員各位、全

手法を展開していくことが大切です。

国の漁業者の多大なるご支援、ご協力の賜物と深
甚より感謝申し上げます。

しかるに、三位一体改革の下で税源移譲が行わ
れたものの地方財政は逼迫し、各地の栽培センタ

さて、21世紀は世界的に食料資源争奪の時代と

ーの維持・存続は大変厳しい状態にあります。老

いわれていますが、海の資源への圧力が特に高ま

朽化した施設の改善、そこで働く職員の確保もま

っています。すでに世界の食糧事情は、BSEや鳥

まならないほどの状況にあります。しかし、我々

インフルエンザの発生に端を発し安全で健康な水

はあえてこの苦境の下、なお栽培漁業の持つ将来

産物に関心が高まり、欧米に加え中国やインド等

性を認識し、ますます豊かな海づくり協会の存続

巨大市場を抱えるアジアの大国が水産物の買い付

意義が高まっているものと自負しております。

けに走り、今や日本は水産物を輸入したくとも輸

海という自然を相手にし、投資対効果の予測が

入できない買い負け現象がおきるという、信じら

付きにくい、経済原理主義的な価値判断のみでは

れないようなことが現実のものとなっています。

計り難い我々の仕事は、我々自身が考えながら推

この間の漁業を取り巻く環境の変化、社会・経

進していくしかありません。自然相手の特殊性は、

済の構造的変化により、水産資源は衰退の一途を

我々の仕事の成果の中から出す事実によって理解

たどり、洪水のごとく押し寄せた輸入水産物の影

され、その果実の尊さ、社会的貢献度の大きさが

響もあり魚価は低落し、漁業経営を圧迫してきま

認識されるでしょう。我々も堂々とその意義を主

した。それに追い討ちをかけるかのごとく、昨今

張しでいくことが必要です。

の燃油高騰となり、あまりの窮状に耐え切れず、

そのためには、連携と協力が何よりも必要にな

全国の漁業者がついに 7 月15日に全国一斉休漁、

ります。県域を越えた取り組みや多くの研究機関

漁業経営危機突破全国漁民大会を開催するに至り

や専門家との協力も必要になります。働く漁業者

ましたことは、ご案内の通りでございます。

との信頼関係の構築も大事なことです。NPOや

その後行政当局や自民党水産部会の先生方のご

市民団体との共同作業も目指していかなければな

尽力等により、燃油対策は一息つける状態となり

りません。具体的な事業を通して栽培漁業支援の

ましたが、「漁船漁業の操業は継続できても、漁

輪を広げていきたいものです。そうすることによ

場に魚がいなくなったらどうするのか。漁業は成

って、国も地方自治体も改めて栽培漁業の重要性

り立つのか」というきつい叱責があるのも事実で

を認め、予算措置においてもプライオリティを高

す。

めてくれるでしょう。そのことに活路を見出すべ

我が国は、四面を海に囲まれている日本にあっ

く、厳しい状況下にありますが今後とも栽培漁業

ても、水産物の食料自給率は56％と厳しい状況に

の振興に誇りを持って事業推進に邁進していきた

あります。こうした状況を改善し、生産意欲を高

いと思っています。

め国民に安全で安心な魚を安定的に供給すること

会員の皆様の今後一層のご指導ご鞭撻をお願い

が大きな課題となっています。豊かな海づくり推

申し上げ、協会創立 5 周年に当たってのご挨拶と

進協会もその一翼を担うべく、栽培漁業の持続的

いたします。

発展に向けて、積極的に取り組んでおります。
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頭

巻

言

栽培漁業と
水産総合研究センター
独立行政法人 水産総合研究センター
理事長

この 7 月に水産総合研究センター理事長に着任
しました。紙面をお借りしてよろしくお願い申し
上げます。
本機関誌に、このような形で寄稿するのは 3 回
目かと思います。20年以上も前、当時の水産庁振
興部開発課の沿整計画班長の時に前身の日本栽培
漁業協会の機関誌に寄稿したのが 1 回目、4 年ほ
ど前、水産庁増殖推進部長の時に 2 回目、そして
今回が３回目。それぞれ、時代背景も違うし、私
の置かれた立場も異なります。つくり育てる漁業
の相方である海の畑つくりの担当者として。行政
の担当部長として。今回は、栽培漁業の研究開発
実施部隊の責任者となります。
さて、独立行政法人水研総合研究センターは、
水産庁の 9 つの水産研究所を核とし、同じく水産
庁さけます管理センター、海洋水産資源開発セン
ターそして社団法人日本栽培漁業協会を統合した
大きな組織になっています。もちろん、様々な経
緯を経て、今日の姿になったわけですが、単なる、
別事業の寄せ集めから、統合のメリットを生み出
すよう成長させなければなりません。その際、何
を目指し、どの機能を連携させるか、施設配置は
どうするか等々。中でも、とりわけ、何を目指す
かということが大変重要になってきます。
現在、我が国では一連の行財政改革を経て、国、
地方自治体などが関係する機関や予算が様変わり
してきました。そして、その流れは、今後とも加
速される可能性が大きいと思います。改革の功罪
を、ここで議論しても仕方ないことですが、厳し
い予算上の制約を考えると、我々は、一体、何を
目指し、何をなすべきかということを、そのため
にはどういう組織にすべきかということを明確に
していく必要があります。
水産総合研究センターにあって、栽培漁業のあ
りかたを考えることは、今後の水産総合研究セン
ター全体の将来にも重要な意味を持つと思いま
す。栽培漁業がこれまで、国営の栽培漁業センタ
ー、自治体の栽培漁業センター、民間の栽培漁業
センターが役割を分担しつつ、しかも沿岸漁業振
興のもっとも重要なツールとしての「つくり育て
る漁業」において「海の種づくり」を担うという
分かりやすい形で推移してきましたが。しかしな
がら、地方財源の一般交付税化や栽培基金による
運用益の大幅な減少等による、事業規模の縮減、
人員の削減、組織の見直し、漁協組織の弱体化
等々、どれをとっても今は厳しい話ばかりです。
現在、漁業は、燃油の高騰のまっただ中にあり、
早急な省エネ化が求められています。水産総合研
究センターでは、省エネ技術の開発、普及に優先
的に取り組んでいますが、加えて漁業活動のエネ
ルギー効率の妥当性の検証をスタートさせていま
す。船の大きさ、エンジンの馬力、漁具のスケー
ル、冷凍温度等々が果たして理にかなっているか
の検証です。
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中 前

明

栽培漁業においても、同じような検証が必要と
なっていると考えられます。これまで、対象魚種
や放流尾数を増やし、放流効果を高めるため、中
間育成を奨励し、漁獲管理を実施してきました。
果たして、これらが普遍的に合理的と言えるの
か？ 幸い、水産総合研究センターは、資源研究
等の機能を持っています。もてる機能を活用して、
早急に検証する必要があります。
そして、全国で実施されている栽培漁業は、放
流の費用対効果が認められるものにしなければな
りません。さらに、現在のようにそれぞれの栽培
漁業センターが餌生物の培養、親魚養成、採卵、
ふ化、育成まですべてを担うやり方から、各所の
施設を機能集約的に再編するなどして、コストを
下げなければ放流規模を確保することが難しくな
ると思います。
栽培漁業の費用対効果は、海域全体としてみた
場合の効果は説明可能であっても、小さく地域を
区切ってみると説明が困難なことがあります。こ
れは、ある地域の放流が、他地域で効果を発揮し
ているためと思われます。受益と費用負担のあり
方、支援のやり方を整理し直すことが必要となっ
ているのかもしれません。そのための科学的な証
明は難しいかもしれませんが、これをやらないと、
今後、放流に参加する主体が徐々に減少し、ひい
ては全体の事業維持が困難になることが予想され
ます。
栽培漁業に、40年余の間に国費として投じた金
額はおよそ1,400億円とも言われています。現在
の国の水産予算の 1 年分に満たない額です。これ
が大きいか小さいかはともかく、これまでの長い
歴史で得られた技術の集積は、我が国の水産業に
とって大きな財産です。漁業者の資源管理に参加
する意識を大きく変えた功績も見逃すことができ
ません。
クロマグロの養殖、蓄養が過熱気味です。地中
海の例を見るまでもなく、早晩、国際的な資源論
の渦中に引き込まれると予想されます。クロマグ
ロの種苗生産技術は、完成には、まだ相当の努力
を要すると思いますが、魚種によっては養殖用種
苗というゴールがあってもいいと思います。外国
に種苗を依存しているカンパチもそうです。
栽培漁業が、費用負担を求められている漁業者
がきわめて厳しい状況にあり、そして、必要とす
る費用を厳しい国家財政に求めざるを得ない以
上、繰り返しになりますが、費用対効果の検証を
進め、漁獲に及ぼす効果、天然資源増大としての
効果、養殖種苗を供給する場合の効果を、より厳
密に把握し、説明責任を果たす必要があります。
この40年間に大きく変化した栽培漁業を取り巻く
環境を真摯に受け止め、対応に柔軟性をもちなが
ら、次の時代の栽培漁業を築いていく必要があり
ます。わが水産総合研究センターに課せられた使
命には大きなものがあります。

地域活性化に「はも」のブランド化
山口県漁業協同組合

専務理事

岡 野 浩 一

落、また、関西の主たる需要期（祇園祭、天神祭り）
を過ぎると価格が低下する等、漁業者にとっては、収
入が安定しない漁業でありました。
一方、県内の重要な水産加工業であるフグ処理加工
業者は、高度な加工技術を有しているが、冬場に仕事
が集中するという季節的な偏りがあり、夏場の仕事が
少ないなか、近年ではフグの処理加工が全国的に拡
大・分散してきている状況があり、新たな経営改善努
力が求められていました。
このようななかで、国が新たな事業形態として推進
しているLLP（キャリア活用型再チャレンジ支援事業）
を導入して、漁業
保有漁船隻数
職
員
数
役員数（監事 4 名含む）
正・准組合員数
者の水揚金額の増
9,139隻
485名
21名（うち、常勤理事 4 名、監事 1 名）
11,324名
加、地産地消によ
受託販売取扱高
長期共済保有高
購買品供給高
貸 出 金 残 高
貯 金 残 高
る地域への貢献等
を目指して、昨年
21,338百万
92,902百万
7,173百万
21,306百万
62,898百万
12月に山口県漁協
自営事業販売高
冷凍冷蔵保管料
加工品販売高
氷製造販売高
買取販売品販売高
（はも生産者）と
462百万
228百万
704百万
218百万
3,991百万
下関市内のふぐ処
理加工業者で「山口ハモ加工有限責任事業組合」を設
本県は、本州の西の端に位置し日本海と瀬戸内海に
立、今年 2 月には「はも」の骨切り、「はも」のミン
囲まれた多種多様な魚が漁獲され古くから漁業が発達
チ等の加工を行い県内の量販店、練り製品加工業者、
した水産県でありましたが、近年の漁業者の減少及び
学校給食関係者及び流通業者・消費者代表等の関係者
魚資源の枯渇に伴い本県における水産業の占める割合
を集めて山口県漁協女性部や地元の料理人が調理した
が減少してきています。
「はも」製品の試食会を大好評のなかで開催するとと
このような中で各浜々の特徴を出した魚のブランド
もに一般公募により県内産「はも」を『西京はも』と
化を進めていましたが、今回県内が一つとなった漁協
名付け今後積極的にPRしていくこととしているところ
が誕生したことから、現在全国的なブランドとしてあ
です。
る「フグ」以外に県内を統一した魚のブランド化を模
なお、今漁期の「西京はも」漁はほぼ順調であり、
索しているところです。
そろそろ終了期に近づいていますが、骨切り「西京は
その中で多くは瀬戸内海で漁獲されるものですが、
も」は注文に生産が追いつかず一部のお得意様にご迷
全国的には水揚量が 2 位となっている「はも」をブラ
惑をおかけするような状況もありますし、「西京はも」
ンド化することにより地域の活性化が図れないか検討
のミンチは県内の学校給食及び惣菜加工屋等で使用し
をしていました。
ているところであり、各方面から注目されているとこ
山口県内で漁獲される「はも」は主に県南東部の瀬
ろです。
戸内海「周防瀬戸」（通称サザン瀬戸）ですが、この
山口県漁協は連合会を承継して丸２年が経過しまし
海域は海底の地形や潮流が複雑で、「はも」の餌とな
た、漁業者にとっての販売事業は大変重要な事業だと
る海老、蟹や小魚などが豊富で瀬戸内海では屈指の好
思っていますし、漁協は組合員が沖で命をかけて漁獲
漁場となっています。
してくる漁獲物の販売に全精力を傾注すべきと考えて
「はも」は産卵のために初夏から秋にかけてこの漁
います。
場に回遊してくるため、漁獲の最盛期は 6 月から 9 月
新生山口県漁協は合併したことにより、今まで以上
となっており、年間に400ｔ〜500ｔが水揚げされてい
にあらゆる浜の情報が共有できるようになってきてい
ます。
ます。
「はも」は大変美味しい魚ではありますが、骨切り
山口県にはまだ多種多様な美味しい魚が漁獲されて
という特殊な加工技術が必要なことから家庭での調理
います。今後ともこれら漁獲された魚の拡販に力を入
は難しく、また、県内の料理店等への普及も加工技術
れ漁家の収入アップに努力することが地域の活性化の
が障害となり、なかなか難しい状況が続いていました。
源になるものと確信しています。
このため、全国的に有数な水揚げがあるにもかかわ
終わりにあたり、このような機会を与えていただき
らず、そのほとんどが関西方面に活魚で出荷され、そ
ました貴協会に感謝申し上げますとともに、会員各位
の出荷規格に合わないものは安く買い叩かれるか、沖
の益々のご活躍を祈念申し上げ、私の拙い文章を締め
で捨てて帰るような状況が続いており、「はも」全体
括りたいと存じます。ありがとうございました。
の価格形成は消費の中心である関西の市場によって決
められ、全国からの水揚げが集中すると産地価格は暴
新生山口県漁協は、平成18年 9 月 1 日に県下の信用
事業を廃止した12漁協を除く46漁協が県漁連、県信漁
連より事業の全部を譲り受けて県下唯一の信用事業を
実施する漁協としてスタートをしています。
この陰には全国の漁業者の皆さんや全国及び県内の
関係者の温かいご支援があった賜であり、合併の際の
再建計画も現時点では計画の前倒しで進んでおり、今
後少しでも早く再建計画が達成できるように役職員が
一丸となり奮闘努力中であります。
因みに平成19年度末における我が漁協の状況は以下
のとおりです。
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神奈川県の栽培漁業の取り組み
神奈川県環境農政部水産課
主査

山 田

敦

平成18年の県内海面漁業の生産量は、総漁獲

１

神奈川県の水産業の特徴

量・金額は、41,513トン・138億円で、このうち、
沿岸漁業の総漁獲量・金額が46％・42％を占めて

神奈川県は、太平洋沿岸の中央部に位置し、内

います。近年、資源の減少や魚価安などが大きく

湾性の強い東京湾と黒潮の影響を受け易い相模湾

影響し、県内海面漁業生産・金額は、平成10年と

の 2 つの性格の異なる海域があります。

比べても62％・64％まで大きく減少しています。

本県水産業は、首都圏に近い立地条件であるこ

（図 1 ）

とを活かし、東京湾地区では、古くから「江戸前」
の魚を供給するため、小型底びき網、まき網、刺
網、採貝など、三浦半島地区では、遠洋・沖合漁

２

神奈川県の栽培漁業について

業、相模湾地区では、浮魚を主体とする定置網な
どが発展してきました。また、マダイ釣りに代表
される遊漁船業も盛んなことも特徴です。

神奈川県では、高度経済成長期の稚魚育成場の
喪失や漁業の高機能化による漁獲圧の上昇などに
より水産資源の減少が続いていることから、水産
施策の重要な柱として、栽培漁業に力を注いでき
ました。
種苗供給体制としては、昭和51年度に県栽培漁
業センター 1 を整備し、マダイ、アワビの生産に
取り組みました。その後、マダイ及びアワビの生
産は、昭和61年度に設立された（財）神奈川県栽
培漁業協会（以下、栽培漁業協会）に移管してい
ます。また、平成元年には、新たに県栽培漁業セ
ンター 2（現水産技術センター種苗生産施設、以
下、県栽培センター）を整備し、ヒラメ、サザエ、
トコブシの種苗生産技術開発に取組んでいます。

図１

4

神奈川県の漁業生産量及び生産額

現在、平成17年度に策定した｢第 5 次栽培漁業

29
基本計画｣に基づき、栽培漁業協会では、マダイ、

行ってきました。その結果、採捕されたマダイに

クロダイ、マコガレイ、アワビの 4 種、県栽培セ

占める放流魚の割合が 5 割程度と高いことが明ら

ンターでは、ヒラメ、ホシガレイ、サザエ、トコ

かになりました。また、遊漁の採捕量は、漁業に

ブシの４種に取組んでいますが、近年、魚価低迷

よる採捕量の1.6倍（漁業：遊漁の漁獲量＝38：

や燃油高騰など水産を取り巻く環境は非常に厳し

62）であり漁業を上回っていることも分かってき

いことから、｢つくり育てる漁業｣である栽培漁業

ました。このような状況から、平成13年度からの

を一層推進するために、平成19年度に策定した県

マダイ生産放流事業は、漁業者と遊漁者の資源の

の総合計画である｢神奈川力構想・実施計画｣に栽

利用の程度に応じた経費負担を基本として実施す

培漁業の推進を位置づけ、｢豊かな海づくり｣を進

ることとし、そのため、新たにマダイ遊漁者を対

めています。
（表１）

象とした協力金制度を設け、任意の協力をお願い
しています。

表１

第５次栽培漁業基本計画対象魚種と目標数値

写真１

マダイ種苗取上げ風景

1）マダイ
マダイは、釣り、定置網、小型底びき網等で漁
獲されています。漁獲量は、昭和41年の132トン
をピークに昭和55年には28トンまで減少しまし
た。その後、放流効果により、40〜60トン程度に
回復しましたが、近年では、35〜50トン前後で推
移しています。（近年の遊漁も含めたマダイ採捕
量は、毎年70〜150トン）
種苗生産は、昭和44年度に県の生産試験から始
まり、その後、量産化をすすめ、現在、栽培漁業
協会により毎年80〜120万尾生産し、県内の各地

写真２

マダイ種苗放流風景

先海域16ヶ所に放流しています。当初、放流サイ
ズは、全長50㎜でしたが、放流効果を高めるため
に、平成12年度から大型化し、全長70㎜以上で放
流しています。
本県では、遊漁が盛んであることから、「放流
効果実証事業」により遊漁の採捕量の実態調査を

2）アワビ類（クロ、マダカ、メガイ）
アワビは、裸もぐり、みづきで漁獲され、近年
の漁獲量は20トン前後で推移しています。種苗生
産は、昭和41年度に県の生産試験が始まり、その
後、量産化をすすめ、現在、栽培漁業協会により、

5

毎年35〜45万個（殻長 5 〜50㎜）を生産していま

元年度から開始し、現在、県栽培センターで、毎

す。

年約15万尾（全長60㎜以上）を生産し、県内地先

漁獲量のピークは、昭和60年の64トンで、その
後、低迷し、現在は20トン前後で推移しています。

海域に放流しています。
放流効果調査については、県水産技術センター

また、漁獲量における放流貝の割合が地域によっ

を中心に市場調査等により把握に努め、近年の調

ては90％を超え、「天然海域における養殖」化し

査結果では、市場における放流魚の混獲率は、19

ている状況となっています。このようなことから

〜28％となっています。

周年禁漁と積極的な種苗放流により親貝密度を上
げ、天然海域おける再生産を増やすアワビ資源回
復計画を平成18年に策定し、10年後には、計画策
定時の 2 倍の漁獲量（36トン）を目指しています。

写真５

写真３

アワビ種苗への標識装着作業風景

ヒラメ種苗

本県では、これまでマダイ、アワビ等を中心に
種苗生産・放流を実施してきました。また、受益
者が広域におよぶ魚種としてクロダイやマコガレ
イ等にも取り組んできました。さらに、平成7年
度には、栽培漁業の新たな魚種として、資源の減
少が著しいホシガレイ、平成20年度からは漁業者
の要望が強いトラフグについて取り組んでいます
ので、その概要を紹介します。

1）ホシガレイ
旬が春であり、この時期に水揚げされることか

写真４

アワビ種苗への標識装着

ら、別名「桜ボシ」と呼ばれ、その美味さは、古
来より珍重・絶賛されていますが、近年は、漁獲

3）ヒラメ
ヒラメは、刺し網、定置網、小型底びき網等で

平成 7 年度に、（社）日本栽培漁業協会宮古事業

漁獲され、近年の漁獲量は、60〜80トン前後で推

場（現（独）水産総合研究センター宮古栽培漁業

移しています。

センター）から種苗の供給を受け、試験放流を行

種苗生産は、県が放流技術開発事業として平成

6

量が激減し、幻の高級魚となっています。そこで、

いました。また、自県産の種苗生産技術を高める

29
ための技術開発を同時に行っています。これまで

発を開始しました。今後、本県の栽培漁業対象種

の調査結果から、2 歳魚までは、放流地点に留ま

に適したものかどうか見極めていく予定です。

ることがわかってきました。課題として、種苗生
産を行う上で一番重要である安定した良卵確保が
困難なため、1 〜 2 万尾程度の小規模な生産・放
流しかできていません。また、放流数が少なく、
成長すると100ｍ以深まで移動することから、生
態的にも不明な点が多いという状況です。今後、
自県産の親魚育成・良卵の確保、種苗生産技術の
安定化・量産化を進める体制・施設整備を実施し
ていきたいと考えています。

写真７

３

標識を装着したトラフグ種苗

おわりに

近年、関係者の努力によりマダイをはじめヒラ
メ、アワビ、サザエなど放流効果が漁業者にも認
識されてきており、栽培漁業の重要性への理解が
深まってます。栽培漁業は、人為的な資源の管理
が難しい水産資源において、唯一直接的・人為的

写真６

ホシガレイ種苗

な加入資源の管理ができる技術であり、沿岸水産
資源を安定して利用していくための効果的な施策

2）トラフグ
本県では、資源量は多くないため、全県的な漁

手段といえます。
しかし、国、県、市町など行政機関の財政状況

獲量のデータはありませんが、以前から東京湾、

の悪化や資源の減少、魚価安、燃油高騰などによ

相模湾で漁獲されており、また、数年ごとに漁獲

る漁業経営の悪化など、栽培漁業を取り巻く状況

量が増えることが報告されています。漁獲量は、

は厳しく、種苗生産経費の削減や事業の効率化が

延縄、定置網などにより、年間 1 トン前後と考え

求められています。また、財政難のため、栽培漁

られています。

業の中核となる種苗生産施設の老朽化への対応の

魚価が高いことから漁業者の要望も強く、平成

遅れなど、課題は山積みです。これらを解消する

16年度から栽培漁業協会が種苗放流を開始し、平

ために、栽培漁業による資源の増大、安定化が地

成18年度からは、県も（独）水産総合研究センタ

域社会にとってどのような波及効果をもたらして

ー南伊豆栽培漁業センター（以下、南伊豆センタ

いるかを再評価し、その位置づけを明らかにして、

ー）から種苗の供給を受け、放流試験を開始しま

受益者負担のみに頼ることなく、行政の役割を再

した。その際に、全数タグを装着し、移動・拡散

検討していく必要があると考えています。

を調査しています。また、平成20年度から南伊豆
センターより受精卵の供給を受け種苗生産技術開

7
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島根県における栽培漁業の取り組みについて
島根県農林水産部水産課
水産しまね振興室
主任

池 田 博 之

島根県は中国地方の北側に位置し、東西に帯状
に長い形状をしている。県の東部を出雲、中西部
を石見といい、これに隠岐を加えて県内は大きく
3 地域に区分される。海底地形は、大陸棚が広く
張り出しており、地先に広がる水深200ｍ以浅の
陸棚域は約21,000㎞2 に達している。沖合域には、
距岸110〜150㎞に対馬暖流の主軸をなす第 2 分岐
が北東に向かって流れ、沿岸域ではその第 1 分岐
が東方に流れている（図 1 ）
。
出雲海域には、複雑な海岸線で出入りの多い岩
礁地帯の島根半島があり、その東西に位置する大
社湾及び美保湾は天然の幼稚仔保育場となってい

図１

る。また石見海域は比較的単調な砂丘海岸が主体

島根県の水産業概念図

であるが、遠浅の沿岸域はヒラメ等の優良な育成
場となっている。さらに、隠岐諸島沿岸は日本海
に面した岩礁地帯が基調となっているが、島前地

1 ）1）。漁業種類別にみると、中・小型巾着網が生

区には内湾的な静穏水域である島前湾もあり、マ

産量・額ともに最も多く、県内生産量の53.9％、

ダイ等の産卵育成場となっている。

生産額の24.3％を占めており、小型底曳き網、沖

このような自然環境のもとで、本県海域は日本
海有数の好漁場を形成している。

合底曳き網が続く。魚種別では中・小型巾着網の
主要な漁獲対象であるアジ、サバ、イワシ類が県
内生産量の65.1％を占めるが、その他にも恵まれ
た自然環境のもと多種多様な魚種が漁獲されてい

平成18年の海面漁業・養殖業生産量は11万ト
ン、生産額は215億円であり、生産量は全国の
1.9％、生産金額は全国の1.4％を占めている（表

8

る。
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表１

海面漁業・養殖業生産量及び生産額（平成18年）

本県の栽培漁業の推進体制を図 3 に示す。
放流効果実証事業対象種であるマダイ及びヒラメ
は、種苗の生産及び供給を昭和51年に隠岐郡西ノ
島町に建設された島根県栽培漁業センター（現
島根県水産技術センター栽培漁業部、以下、水技
島根県では農林水産業・農山漁村の持続的な発
展を目的として「新たな農林水産業・農村漁村活

表２

第５次栽培漁業基本計画対象種と
放流目標数値

性化計画」を平成20年3月に策定し、その中で
「水産資源の維持・培養」を重要施策の一つとし
て位置づけている。栽培漁業はその中核をなして
おり、平成17年 4 月に策定された「第5次島根県
栽培漁業基本計画」においては、魚類ではマダイ、
ヒラメ、オニオコゼ、アカアマダイを、貝類では
アワビを対象種としている（図 2 、表 2 ）
。

図２

第５次栽培漁業基本計画対象種

9

図３

C栽培漁業部

島根県における栽培漁業の推進体制

図 4 ）が行い、種苗の中間育成、

われており、昭和51年から種苗生産及び放流が行

放流及び放流効果調査は（社）島根県水産振興協

われている。現在では隠岐海域を中心として、県

会（以下

振興協会）が中心となって、県下 6 地

内各地で毎年120万尾前後が放流されている（図

域で漁業者、漁協及び市町村で組織される水産振

5 、6 ）。特に、隠岐海域では漁獲されたマダイの

興部会と連携して行っている。

うち鼻孔連結魚の割合が10〜30％を占めるなど高

アワビについては水技Ｃ栽培漁業部で種苗生産
を行い、振興協会を介して県内各地の漁業者、漁
協により放流されている。
新規魚種の種苗生産技術や放流技術開発は島根

い放流効果が得られている2）、3）。
また、漁業者の自主的な取り組みとして15㎝以
下の漁獲物は再放流を行うなどの資源管理も行わ
れている。

県水産技術センター内水面浅海部（以下、水技Ｃ
内水面浅海部）で行い、技術が確立した魚種は順
次、水技Ｃ栽培漁業部による大量生産へ移行し、
事業化へ向けて推進している。

図５

図４

島根県のマダイ漁獲量及び放流尾数の推移

島根県水産技術センター栽培漁業部

【マダイ】
本県では底曳き網や定置網、釣りなど多様な漁
業種類により県下全域で漁獲され、近年では漁獲
量は550トン前後で推移している（図 5 ）1）。
栽培漁業の取り組みは、本県で最も古くから行

10

図６

漁業者によるマダイ放流
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【ヒラメ】

県（平成18年からは山口県が参加）が連携し、放

本県では底曳き網により70〜80％が漁獲される

流サイズや黒化基準を統一し、海域レベルでの回

が、その他にも釣り、延縄、刺網、定置網など多

収率の算出や広域移動の実態把握、拠点放流試験

くの漁業種類で漁獲されている。貧血症等の影響

などを行っている（図 8 ）4）、5）。

で平成 8 〜 9 年頃から漁獲量は減少傾向であった
が、近年はやや回復の兆しが見られる（図 7 ）1）。

【オニオコゼ】
本県では主に底曳き網や刺網により漁獲され
る。漁獲量は年間 2 〜 3 トンとわずかであるが、
単価が高いことや定着性の魚種であるため高い放
流効果が見込まれることから、平成 2 年から島根
県水産試験場鹿島浅海分場（現

水技Ｃ内水面浅

海部）で種苗生産及び放流試験の技術開発を開始
した。平成12年からは島根県栽培漁業センターで
量産技術開発に取り組み、平成15年には全長22㎜

図７

島根県のヒラメ漁獲量及び放流尾数の推移

の種苗を26万尾生産した。
しかしながら、成長が遅いため中間育成から放

本県での栽培漁業の取り組みは昭和57年から始
まり、底曳き網漁業が盛んな石見海域を中心とし

流までに時間がかかるなど課題が多いことから平
成18年で種苗生産を終了した。

て毎年60万尾前後の種苗が放流されている（図
7）
。

【アカアマダイ】

また、マダイと同様に漁業者の自主的な取り組み

本県で漁獲されるあまだい類はほとんどがアカ

として30㎝以下の漁獲物の再放流や、産卵場の禁

アマダイであり、主に釣り・延縄や底曳き網で漁

漁区設定などの資源管理が行われている。

獲される。平成18年は157トン、266百万円の水揚

さらに、平成17年からは水産庁、（独）水産総合

げがあったが 1）、中でも出雲市小伊津町で延縄に

研究センター、（社）全国豊かな海づくり推進協

より漁獲されるアカアマダイは主に京阪神に出荷

会等の指導、協力のもと、日本海中西部海域の 6

され、「小伊津のあまだい」として高く評価され
ている。
近年は漁獲量が減少傾向にあるため、平成13年
から地元産のアカアマダイの親魚から得られた受
精卵を（社）日本栽培漁業協会宮津事業場（現
（独）水産総合研究センター宮津栽培漁業センタ
ー）へ提供し、同所で生産された稚魚の中間育
成・放流に取り組んできた（図 9 ）。

図８ 広域連携調査による拠点での標識放流試
験への協力依頼ポスター

図９

アカアマダイの親魚採取
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また、平成18年から水技Ｃ内水面浅海部で種苗
生産技術開発に取り組んでおり、平成20年には島
根県で生産された1,400尾の種苗が初めて放流さ
れたほか、県内で放流した種苗の再補事例が初め
て報告されるなど、新たな栽培対象種として期待
が高まっている。

島根県で栽培漁業の取り組みが始まってから30
年以上が経過したが、これまでの調査では費用に

【アワビ】

見合った十分な放流効果が得られておらず、最終

本県で漁獲されるあわび類は、ほとんどがメガ

目標である「受益者からの適正な費用負担による

イアワビ及びクロアワビであり、平成18年の漁獲

継続的な事業の実施（事業化）」には至っていな

量は77トン、漁獲金額は454百万円となっている

いのが現状である。一方で、低金利による基金運

1）

（図10） 。

用益の不足や地方財政の悪化、施設の老朽化等、

栽培漁業の取り組みは、マダイと同様に本県で
最も古くから取り組まれ、昭和51年から種苗生産

栽培漁業を取り巻く環境はきわめて厳しい状況に
ある。

及び放流が行われている。当初はクロアワビの生

しかしながら、栽培漁業は低水準にある資源を

産・放流を行っていたが、筋萎縮症の発生等によ

維持、回復させるための重要な手法であるので、

りメガイアワビに変更し、近年は県内全域で20〜

今後も健苗性の高い種苗の放流、種苗生産や中間

50万個の放流が行われている（図10）
。

育成のコスト削減等によりさらなる効率化を図

また、水技Ｃ内水面浅海部の調査によると、出
雲市多伎地区では、漁業者がヒトデなどの食害生

り、最小限の投資で最大限の効果が得られるよう
に進めていく必要がある。

物の駆除を徹底した結果（図11）、漁獲されたア
ワビのうち標識個体の占める割合が46〜79％と高
い放流効果が得られている 6）。

1 ）中国四国農政局島根農政事務所（2008）：第
54次島根県農林水産統計年報。
2 ）島根県（1999）：島根県隠岐島前地区のマダ
イについて、栽培漁業事例集（平成10年度版）。

図10

島根県のあわび数漁獲量及び放流尾数の
推移

3 ）島根県、（社）島根県水産振興協会：平成 7
〜15年度栽培漁業事業化総合推進事業

マダ

イ・ヒラメ放流効果調査報告書。
4 ）平成17〜19年度日本海中西部ヒラメ広域連携
調査事業報告書。
5 ）平成18〜19年度栽培漁業資源回復等対策事業
報告書。
6 ）島根県（2005）：島根県多伎地区におけるメ
ガイアワビの栽培漁業について、栽培漁業事
例集（平成16年度版）。

図11
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漁業者による食害生物の駆除

ニシン栽培漁業の現状
厚岸産ニシンの栽培漁業の現状と今後の展望
独立行政法人

水産総合研究センター

北海道区水産研究所栽培技術研究室
主任技術開発員

村 上 直 人

小型定置網に入網した未成魚を陸上水槽で親魚ま

はじめに
春になると産卵するために北海道の沿岸に来遊

で養成して産卵させることから始めました。昭和

するニシンは重要な漁業資源であり、明治30年に

59年に、初めて水槽内での産卵に成功し、種苗生

は最大97万トンが漁獲されていました 。当時の

産の技術開発に着手しました。その後、同62年に、

様子は、今も｢ニシン御殿｣、｢ソーラン節｣などと

厚岸湾への種苗放流を開始し、平成 5 年からは厚

して伝えられています。しかし、昭和30年代にな

岸魚市場で水揚げされた成熟魚を用いた採卵が可

ると、漁獲量は急激に減少し、年間数千トンレベ

能となりました。

１）

ルまで落ち込んでしまいました。

ニシンの卵は粘着性で、天然海域では親魚が海

ニシンは特徴のある多くの集団（系群）を形成

藻などに付着させる形で産卵しています。一般に

し、その集団は、産卵生態や移動・回遊の規模な

種苗生産に用いる卵は、人工授精した卵を木枠に

どの生活型から、i ）湖沼性地域型、ii）海洋性地

ネットを貼り付けたふ化盆やマブシ（シュロまた

域型、iii）海洋性広域型、iv）湖沼性地域型と海

はパーム繊維を金属線で巻き付けてブラシ状に整

洋性広域型の中間型の 4 つのタイプに分類されて

形）などに付着させています。当研究室では、平

います 。このような集団の中でも、i と ii の地

成10年までは、観察しやすく、コンパクトに収容

域性ニシンは回遊範囲が狭く、産卵場への回帰が

できるふ化盆を使用していました。しかし、栽培

考えられることから、栽培漁業の対象種として注

漁業の普及を目的として漁業者による採卵を実施

目されてきました。

することにより、平成11年からは作業が簡単で多

２）

道東の厚岸湾と厚岸湖に産卵のために来遊する
地域性ニシン（厚岸産ニシン）は、昭和30年から

人数で同時に作業できるマブシを使用した卵管理
方法に変更しました。（写真 1 、2 ）

40年代前半には 1 万 5 千トンをピークに数千トン

マブシによる卵管理に移行した後、ふ化率が急

が漁獲されていましたが、昭和45年を最後に漁獲

落する問題が生じましたが、マブシの金属芯に使

は激減し、昭和50〜53年のほぼゼロを含め10トン

用している銅線がふ化率に悪影響を与えているこ

を越えない状況が続いていました

とが判り、鉄線に変更することで解決が図られま

（独）水産総合研究センター北海道区水産研究

した。

所海区水産業研究部栽培技術研究室（旧（社）日

卵は、10℃で14〜15日後にふ化し、シラス期を

本栽培漁業協会厚岸事業場）では、昭和57年から

経て稚魚期へと成長します。ふ化仔魚（全長8.5

厚岸産ニシンを研究対象として、絶滅に瀕した地

㎜）は飼育水温13℃で翌日には開口し、ワムシの

域性ニシン資源を栽培漁業によって回復させるた

給餌を開始します。8 日齢（全長13㎜）からアル

めの技術開発に取り組んでいます。

テミアノープリウス、20日齢（全長18㎜）から配
合餌料を給餌します。50日齢（全長35㎜）になる

種苗生産技術開発の現状

と、稚魚期に移行し体表に鱗が出現します。その

厚岸産ニシンの種苗生産技術開発を開始した当

後、鱗が全体を覆い、ハンドリングに対する耐性

時は、ニシンの漁獲量が極めて少なく、厚岸湾・

が向上する70日齢（全長50㎜）から取り揚げを開

湖に産卵するために来遊した親魚を確保すること

始します。（写真 3 、4 ）

が困難でした。このため、技術開発は厚岸湖内の

飼育水温は10〜13.5℃までは水温の上昇に伴い
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成長も増加しますが、13.5℃以上では同等もしく

苗生産技術に関する技術マニュアルとして｢ニシ

はやや低下することが明らかになり、13〜13.5℃

ンの種苗生産技術（栽培漁業技術シリーズ）｣を

に水温を調節して飼育を行っています。

作成しました。

飼育過程において、器官形成が急速に進む全長

平成20年度に当センターでは、50klRC水槽 4

10〜30㎜の期間に死亡率が高い傾向を示します。

面を用いて、71〜99日間の飼育試験により、平均

この時期は変態に伴いエネルギー蓄積が少なく３）、

全長52〜77㎜の種苗79.1万尾を生産しました（表

餌不足やハンドリングに対して脆弱で大量死亡が

1 ）。ふ化仔魚からの平均生残率は33.4％、脊椎骨

生じやすいと推測されています。

癒合魚の割合は7.5％と、平成11年までの25〜

種苗生産では、脊椎骨の一部が癒合した形態異

70％に比較するとかなり減少していますが、引き

常魚が多く出現するため、その発生原因と防除対

続き、脊椎骨癒合魚の出現防除の開発に努めたい

策が求められています。防除対策として、ワムシ、

と考えています。

アルテミアノープリウスの栄養強化、給餌量や飼
育環境（照度、底掃除方法）などについて検討し、
これらを総合的に改善した結果、近年では脊椎骨
これらの結果を含め、平成13年にはニシンの種

市場での採卵風景

写真３

ニシン仔魚
表１
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昭和62年に厚岸湾で標識放流試験が開始されて
から、これまでに標識の種類、中間育成、放流魚

癒合魚の出現率が減少しています

写真１

放流技術開発の現状

の移動、成長、放流サイズについて検討してきま

写真２

マブシに付着した受精卵

写真４
平成20年度ニシン種苗生産結果の概要

取り揚げ作業

した。十勝から根室湾の道東水域において追跡調

め、2 歳春の産卵期に最も多く、3 歳までにはほ

査した結果、厚岸湾に放流したニシンは厚岸魚市

とんどが再捕されることが明らかになりました。

場に集中して水揚げされることが明らかになりま

平成13年までに行った放流試験の調査結果をま
とめてみると、総水揚げ量における放流ニシンの

した。
（写真 5 ）

割合は9.2〜34.4％（平均20.2％）を占め、3 歳ま
での累積回収率は0.4〜12.1％（平均8.0％）でし
た。また、累積回収率は放流種苗の脊椎骨癒合率
や体サイズに関与していることが示唆されまし
た。そのため、平成13、14年に放流したニシンに
ついて放流時と再捕時の脊椎骨癒合の出現状態を
調査しました。その結果、癒合が 6 ヵ所以上ある
重篤な種苗の割合は、平成13年と14年の放流時が
写真５

生け簀からの放流風景

厚岸魚市場に水揚げされるニシンは、主に 4 〜
5 月に産卵のために来遊する成熟魚が刺網、小型

それぞれ、3.0％、12.0％であったのに対して、再
捕時は0％、2.1％とほとんど再捕されないことが
明らかになり、脊椎骨癒合魚は放流後の生残が悪
いことが実証されました。

定置網によって漁獲されますが、それ以外に 1 〜

平成14〜16年は放流サイズに関する知見を拡充

3 月は厚岸湖内の氷下網で、9 〜12月は厚岸湾周

するため、大小 2 群（平均全長 8 ㎝と 6 ㎝）の種

辺の小型定置網、桁曳網、刺網で漁獲されます。

苗の同時放流試験を実施しました。この試験では、

放流を開始した昭和62年以降、ニシンの漁獲は増

同一日に人工授精した受精卵を、水槽 2 面に分け

減しながらも増加傾向を示し、平成18年に50トン

て収容し、1 面はこれまでの研究成果に基づき成

を越え、同20年は300トンを越えるまで増加しま

長に最適な13℃で飼育し、もう 1 面は10℃で飼育

した（図 1 ）
。

することによって体サイズの異なる 2 群を生産し

平成 7 年からは、放流効果を明らかにするため

て、同時に厚岸湾に放流しました（図 2 、表 2 ）。

に、厚岸魚市場におけるニシンの水揚げ量の調査

なお、各放流群は、ALC耳石標識により識別でき

を行うとともに、月 2 回の頻度で購入した標本魚

るようにしました。平成16〜19年の市場調査から

の尾数、全長、体重、年齢、標識の有無を調査し

得られた各放流群の累積回収率は、平成14年 8 ㎝

て、総漁獲量に引き伸ばし、総水揚げ尾数、放流

放流群が7.0％、同 6 ㎝放流群が5.1％、平成15年

ニシンの水揚げ尾数を算出し、回収率を推定して

8 ㎝放流群が11.5％、同 6 ㎝放流群が3.5％、平成

います。放流したニシンは 1 歳秋から再捕され始

16年 8 ㎝放流群が21.2％、同 6 ㎝放流群が14.3％
でした。3 年間の放流試験を通じて回収率は常に
8 ㎝放流群が 6 ㎝放流群を上回り、放流サイズを
大型化することで放流効果が向上することが実証
されました。
さらに、種苗放流では、水温、餌生物といった
海域環境が変化するなかで、どの時期に放流すれ
ば効果的かを把握することが重要になります。そ
こで、平成17年から 1 育成群を 3 期に分けた放流
試験を実施し、現在市場調査によるデータ収集に
努めています。
今後の展望
厚岸産ニシンは、厚岸湖・湾で漁獲された未成

図１

厚岸ニシンの漁獲量と放流尾数
（平成20年 9 月30日現在）

魚を親魚に育てて採卵し、人工生産した種苗を放
流して築きあげた「栽培資源」であり、当時10ト
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図２
表２

放流点

平成14〜16年度のニシン種苗放流実施状況

ン以下であった漁獲量は平成20年に300トンを超

厚岸漁業協同組合と協力して実施しています。

えるまでに増加しています。今後、厚岸産ニシン

引き続き、放流種苗を含めた資源量の動向と初

資源の増加に伴い、資源のさらなる安定化を図る

期生活史に関するデータの蓄積を図り、資源変動

ためには、種苗放流による直接効果に加えて、資

の要因を解明して、適切な種苗放流と漁業の管理

源量の把握と資源が変動する要因を解明し、漁業

によるニシン資源の安定化に繋げていきたいと考

の適正な管理に繋げることが望まれています。

えています。

平成 7 年からの市場調査結果に基づく解析結果
から、厚岸産ニシンの天然資源は、再生産成功率
（親魚 1 尾に対する翌年 1 歳魚の資源量）の変動

1 ）田中伸幸（2003）

ニシン，漁業生物図鑑，

が大きいことが明らかになりました。このことか

新

ら、資源量の変動には、卵、仔稚魚期の生き残り

修），北海道新聞社，60-65．

が大きく関与していると考えられました。厚岸産
ニシンの卵、仔稚魚期については、近年、産卵場

北のさかなたち（水島敏博・鳥澤

2 ）小林時正（1993）

雅監

太平洋ニシンの集団遺伝

学的特性と種内分化に関する研究，遠洋水研

が徐々に特定されつつありますが、仔稚魚期の生

報，30，1-77.

態は不明な点が多く、採集方法の確立には未だ至

3 ）福田雅明（1986）

ニシンの発育初期におけ

っていません。一方、ニシンの初期成長や生残に

る成長と生残に関する研究，北海道大学水産

深く関係している水温や餌生物などの環境調査

博士学位論文，1-117.

は、北海道釧路地区水産技術普及指導所、厚岸町、
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文献

第 28回

全国豊かな海づくり大会

テーマ「生きている 生かされている この海に」
新潟県新潟市で開催
第28回全国豊かな海づくり大会〜にいがた大会

が「新潟の漁師

生命（いのち）の海に願いをこ

〜が、平成20年 9 月 6 日（土）、7 日（日）、豊か

めて〜森・川・海を守る漁師たちの取り組み〜」

な海づくり大会推進委員会と第28回全国豊かな海

と題する映像が紹介された。

づくり大会新潟実行委員会の主催により開催され

式典行事は 9 月 7 日の10時、泉田裕彦新潟県知
事の先導により天皇皇后両陛下がご着席となり、

た。
大会は、新潟県新潟市の信濃川河口にある朱鷺
メッセにおいて「守り人あつまれ

わ

の海つく

ろう」を基本理念に掲げ、およそ 5 万人が参加し

大会旗が山五十嵐保育園園児の鼓笛隊に先導され
た県立海洋高等学校生徒に護られ入場した。
開会のことばを當摩栄一新潟県漁業協同組合連
合会代表理事会長が述べ、国歌斉唱を行った後、

た。
式典行事は、県内外の大会招待者1,200人が、

河野洋平全国豊かな海づくり大会会長（衆議院議

朱鷺メッセ 2 階の式典会場と 4 階ハイビジョン同

長）と泉田裕彦知事が挨拶し、篠田昭新潟市長が

時中継の会場での参加となった。放流行事には 4

歓迎のことばを述べた後、天皇陛下のおことばが

階会場の参加者を中心に朱鷺メッセ西側岸壁に移

あった。
次に、表彰行事は、漁業功績団体の栽培漁業部

動し行なわれた。
海づくりワクワク広場が朱鷺メッセウエーブマ

門、資源管理型漁業部門、漁場保全部門、作文コ

ーケット等に設けられ、テーマゾーン、ステージ

ンクールの小学校低学年の部、小学校高学年の部、

ゾーン、ふれあいゾーンに県民を中心に集いおお

中学・高校の部、及び、新潟県、新潟市による絵

いに賑わった。

画・習字の各入賞者代表に表彰状が河野大会会

式典開始に先立ち、映像による受賞者紹介が行
われた後、プロローグ第 1 部、新潟市民謡連盟

長、太田誠一農林水産大臣、山田修路水産庁長官、
泉田新潟県知事、篠田新潟市長から手渡された。

（樽帖）、新潟市ジュニア邦楽教室、県立新潟中央

最優秀作文の発表を、小学校高学年の部で大会

高等学校ダンス部、新潟交響楽団による「にいが

会長賞を受賞した新潟県新潟市立新津第二小学校

た海の歳時記」が繰り広げられ、第 2 部では、新

六年中静佳奈さんが「川や海の環境を守るとは」

潟の漁業者が環境保護・資源管理に取り組む様子

を朗読し、盛大な拍手を受けた。
両陛下から資源の増殖を願って、第 1 回お手渡
しでは 4 人の漁業後継者にサクラマス、クロアワ
ビ、第 2 回お手渡しではオニオコゼ、ホンダワラ
類の稚魚・稚貝がお手渡しされた。
次に、にいがた「守り人」メッセージが、漁業
後継者の上越漁業協同組合の中村浩・征子夫妻と
村上市朝日緑の少年団、新潟市立新津第二小学校、
佐渡市立行谷小学校、柏崎市立石地小学校、新潟
市ジュニア合唱団による、歌と｢誓いのことば｣が
全国に発信された。

会場風景

大会決議は服部郁弘豊かな海づくり大会推進委
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員会会長が読み上げ、満場の拍手により決議は承
認された。
大会旗を泉田知事と篠田市長から、次回大会を
来年東京で開催する服部豊かな海づくり大会推進
委員会会長が引き継ぎ、新潟県議会議長が閉会の
ことばを述べ式典は終了した。
泉田新潟県知事の先導で両陛下は、御退席され
る途中、最優秀作文を朗読した中静さんに親しく
お声をかけられた。
その後、両陛下と式典参加者は小雨の降るなか
会場西側の岸壁に移動し、放流行事が行われた。

稚魚等を御放流になる両陛下

天皇皇后両陛下は、海洋高等学校生徒と新潟海
洋少年団の団員から稚魚の入ったバケツを受け取

また「海藻おしば教室」に参加した多くの親子が

られ、第1 回のご放流はヒラメ、第 2 回放流はク

海藻を使った「おしば」作りに挑戦していた。

ロダイ、モクズガニのご放流が行なわれた。両陛

サテライト会場の新潟市水族館マリンピア日本

下の御放流に合わせ、来賓と招待者の代表がヒラ

海や新潟市歴史博物館みなとぴあでは、特別展示、

メの稚魚を放流した。

クイズラリー等が行われた。

海上歓迎行事として例年行われていた、大漁旗

次回の第29回大会は、平成21年11月に東京都内

を掲げた漁船による海上パレードは、昨今の燃油

で海づくり大会推進委員会主催により開催される

高騰を勘案し、両陛下が漁業関係者に配慮した大

予定である。

会運営を望まれたこともあり、中止となり代わっ
て放流会場の対岸に係留した新潟漁協所属の大漁
旗を飾った板引き網漁船から漁業者が手を振って
両陛下を歓迎した。
また、両陛下から式典会場で稚魚・稚貝のお手
渡しを受けた漁業者が予定された放流、移植海域
に向けて出航する漁船の見送りを受けた。
また、朱鷺メッセウエーブマーケットで海づく
りワクワク広場が催された。
水産総合研究センターと海づくり協会等が栽培
漁業対象種等の水槽展示やパネル展示アンケート
調査等の啓発宣伝活動に努めた。
新潟県の各市町村、水産団体等が新潟県の特産
品や活動を紹介する展示・即売会が行われた。

表彰状の授与
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大会キャラクター「まもりん」

天皇陛下のおことば
第28回全国豊かな海づ

し、藩の財政を潤すことになりました。戦後も

くり大会が日本海に面し

三面川のサケに危機が訪れたこともありました

たここ新潟市で開催され

が、人々が協力して資源を守り増やすことに務

ることを誠に喜ばしく思

め、捕獲高も順調に推移しています。現在、三

います。

面川では、川を豊かに、そしてその川の注ぐ海

暖流と寒流の流れる海

を豊かにすることを目指して、漁業者、住民、

に囲まれた我が国は古く

ボランティアが「さけの森林づくり」に力を尽

から豊かな海の恵を享受

くしているとのことです。戦後各地で荒れた川

してきました。しかし戦後の産業発展に伴う海

が水質良好な水をたたえて流れるようになって

岸の埋め立て、海砂利の採取、汚水の流入など

いくことはうれしいことです。今日、県内全域

が藻場を狭め、各地で海に住む生物の生息環境

の川でサケの人工ふ化増殖の取組が盛んに行わ

が悪化してきました。このような状況に対処す

れており、多くの小学校で、漁業者の協力を得

るため、近年、国民の間に海を守ろうとする意

ながら稚魚の飼育や放流に取り組んでいると聞

識が高まり、全国各地で海岸の清掃や河川の上

いています。小学生がこれらの経験を通して自

流への植林などの活動が多くの人々の手によっ

分たちの住む地域の環境について考える機会を

て進められていることは非常に心強いことで

与えられることは意義深いことと思います。私

す。

も日光に疎開した小学生のとき、ヒメマスを、

新潟県には信濃川や阿賀野川を始め、数多く

卵がふ化し稚魚が浮上するまで、飼ったことが

の河川が流れ、そこにはサケやサクラマスが遡

あり、今も懐かしく思い起こすことがあります。

上してきます。県の北部を流れる三面川は、村

二度にわたる震災を乗り越え、新潟県で開催

上藩の青砥武平治綱義の建議により、遡上した

されるこの大会が、海や漁業への関心と理解を

サケを囲い込んで産卵させる「種川の制」とい

深め、人々が協力して豊かな海をつくっていく

うサケの増殖事業が十八世紀後半に始められた

ための契機となることを願い、大会に寄せる言

ところとして知られています。この制度により、

葉といたします。

一時は枯渇寸前までいったサケは次第に増加

大 会 決 議
人類は今、地球的規模で環境問題と正面から
向き合うことを求められている。海の環境もま

に深く関わっていることを改めて思い起こし、
「生きている

生かされている

この海に」を

た、地球温暖化による、漁業資源への影響が心

合い言葉に、国民総ぐるみで森・川・海の豊か

配されている。藻場や干潟、サンゴ礁をはじめ

な環境を守り育てていくことをここに決議す

とする沿岸域の生態系を保全することにより、

る。

豊かな海を「再生｣し、人と海とが｢共生｣する
｢里海｣づくりが重要な課題となっている。
我々は、日常の生活や社会的営みが環境保全

平成20年 9 月 7 日

第28回全国豊かな海づくり大会
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平成20年度漁協等実践活動支援事業
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水産動植物の増殖及び養殖の推
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等に関する活動
を推進するために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
係機関に配付することにより、これらの活動を全国各地の漁協等へ普及、定着促進を図ることを目
的としています。
平成20年度は以下の団体、課題について活動を助成しております。（海づくり協会業務部）
１ 北海道 上磯郡漁業協同組合青年部上磯支
部「ヒラメ標識漂流」

３ 千葉県 千葉県沿岸小型漁船漁業協同組合
キンメ部会「キンメダイ資源管理の実践」

平成 8 年以降ヒラメ人工種苗の大量放流を実施
しているが、北海道津軽海峡を含む日本海海域で
はヒラメ未成魚の保護のため資源管理協定により
全長35㎝未満のヒラメについて自主規制をしてい
るが35㎝未満も漁獲されているのが現状である。
当該青年部では現行の自主規制の徹底のため再
放流後どの程度の期間で35㎝以上になるかなど不
明な点を明らかにするため、25㎝〜35㎝のヒラメ
に標識を装着して再放流し、放流後の移動・分
布・成長を把握し資源管理を行う上で必要な基礎
資料の蓄積を目的とする。

キンメダイ漁場はその範囲が限定的であるので
漁船が集中しやすく、操業上のトラブルが発生す
るとともに乱獲に陥りやすい。19年度に引き続き
標識放流による基礎調査及び監視システムの運用
によるモニタリングを実施するとともに創業規約
の検討・遵守により資源管理を実践する。

２ 岩手県 養殖イワガキの適正管理試験「大
船渡市漁業協同組合」
イワガキとマガキは出荷時期が異なり、マガキ
と合わせて生産することによって、通年出荷が可
能となる。さらに、イワガキはマガキに比べ、単
価も高く、イワガキ養殖の推進は、当地区漁業の
振興策として有効である。
当該組合におけるイワガキ養殖は10年度から行
なわれているが、近年、夏から秋にかけてイワガ
キ種苗が大量にへい死しており、そのへい死率は
高いところで80％を超えているので、18年度から
種苗の適正な管理条件を検討するため、種苗の搬
入サイズや原盤の垂下水深などによる成長と生残
について調査を進めて来ている。適正な飼育条件
を明らかにするためには、数年に渡る調査が必要
であり、引き続き、成長と生残率を比較し、イワ
ガキ種苗の適正な飼育方法を検討する。また、天
然採苗の可能性についても調査する。

４ 富山県 新湊漁業協同組合「ガザミ種苗の
中間育成及び放流事業」
19年度までの調査結果からトリカルネット製の
設置物はある程度の生残率を見込めるが水がスム
ーズに循環しないことが明らかとなったので、引
き続きガザミの水産資源の安定と刺網漁業者の水
揚げの増加を目的として、堀岡養殖漁業協同組合
の水槽を借用し、不要な刺し網等を利用した沈下
物を設置し、様々な条件でのガザミの順応具合を
観察する。
５ 石川県 石川県漁業協同組合西海支所「陸
上水槽によるトラフグの中間育成試験」
当該地区は県内で最もトラフグを漁獲している
が稚魚の放流は行われていない。漁業者から種苗
放流により、資源の維持管理を図る必要があると
の意見から、トラフグの漁業者による中間育成を
実施し、資源管理への気運を高め、漁業者自らの
資源管理へと繋げる。
６ 静岡県 浜名漁協採貝組合連合会「アサリ
移殖稚貝の保護管理」
19年度はツメタガイによる食害防除対策とし
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て、水深の浅い禁漁区内で鋤簾を用いたツメタガ
イ成貝の駆除を定期的に実施したので、試験区で
はツメタガイの侵入も食害も少ない結果となっ
た。しかし、試験区周辺のやや深い場所にはツメ
タガイが多数生息いることとツメタガイは夜行性
で夜間の駆除が効率的であると思われるので20年
度は、試験区周辺のやや水深があるところを含め、
夜間に主に船上からツメタガイ成貝駆除を試み
る。
７ 愛知県 豊浜漁業協同組合「ホシガレイの
中間育成」
当該組合では、栽培漁業への取り組みは長くト
ラフグ、クルマエビ、ヨシエビ、ガザミ、ナマコ、
アワビの中間育成や放流などを行ってきている
が、新たな取り組みとして単価が非常に高いホシ
ガレイの漁獲量増加を目指し、中間育成及び放流
を行い漁家経営の安定を図る。
８ 三重県 尾鷲市水産振興協議会「カサゴ放
流効果の把握と放流方法の適正化に向けた標
識放流」
カサゴの放流効果把握のため、標識放流を行う
とともに市場調査により今までの放流の取り組み
内容や水揚げの推移をまとめ放流効果の試算を行
う。
９ 京都府 ふるさと海づくり大会実行委員会
「海洋環境保全と地域水産業の振興への取り
組み」
種苗放流や海の環境に関する展示などを通じて
海洋環境の保全に向けて府民の意識啓発を図ると
ともに、漁港・漁村は、漁業活動の拠点であるだ
けでなく、都市住民と漁村住民との交流の場でも
あることから、都市住民に漁港・漁村を訪れても
らい、漁業者や漁村住民とふれあう中で、漁業・
漁村をより良く知ってもらうことを通じて、丹後
の水産物をアピールし水産業の振興と地域の活性
化に資する。
10 大阪府 大阪府漁業協同組合連合会サワラ
流網漁業管理部会「サワラの中間育成と放流
種苗の輸送試験」
19年度は海上生簀による中間育成・放流を開始
し一定の成果を得たので、20年度においても大型
種苗の中間育成技術と放流適地への輸送方法につ
いて引き続き知見を蓄積するとともにより効率的

な放流方法を検討する。
11 兵庫県 南あわじ市水交会「ナマコ天然採
苗技術確立試験」
ナマコの種苗を天然採苗し、稚ナマコを適地放
流することで、ナマコ資源の増殖を図ることを目
的とし、効率的なナマコ種苗の確保方法について
試験を実施する。
12 鳥取県 鳥取県漁業協同組合酒津支所「酒
津漁港内におけるアワビ養殖試験」
当該地域は、主に刺網漁業を主体にハマチ、タ
イなどの魚類を中心ンイ水揚げしてきたが、安定
的に収入が見込める栽培漁業を推進し魚類中心の
水揚げ依存から脱却を図るためアワビ稚貝を
5,000個港内で試験養殖し、給餌技術の習得など
飼育管理及び成長度合い、生残率等を調べ、本格
的な港内養殖の事業化を視野に入れ試験を行う。
13 島根県 漁業協同組合JFしまね平田支所
「キジハタ中間育成・放流試験」
漁獲量の減少、魚価の低迷、燃油高騰により悪
化する漁家経営の改善を図るため、管内沿海域で
漁獲され、高級魚として取引されているキジハタ
の中間育成・放流を行い、キジハタ資源の増大及
び漁家経営の安定化と改善を図る。
また、異なった飼育環境で中間育成を行い、効
果的な中間育成方法を検討を行う。
14 岡山県 日生町漁業協同組合流瀬組「地域
特産物を活かした漁業者による地域活動への
取り組み」
14年度よりサワラ種苗の中間育成、標識放流手
法の検討に取り組み放流効果が高いことを実証し
てきた。今年度は、助成事業で得られた中間育成、
標識放流技術や効果の実証などの成果を活用し、
市や管内の教育機関と連携し、小中学校における
水産教室の開催やケーブルテレビでの情報発信に
取り組むことで、地域の食文化を支えている漁業
者の活動を通じて地域住民の漁業に対する意識向
上を図る。
15 広島県 吉和漁業協同組合「当歳ガザミ標
識放流追跡調査」
19年度の試験結果から放流適地と判断した尾道
市向島町岩子島北側干潟で成長したガザミが吉和
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漁業協同組合の主力漁業である小型底引き網の漁
場に確実に加入しているのかを確認するため、水
温が下がり脱皮しなくなった当歳ガザミの遊泳脚
に生分解性インシュロックによる標識を付け放流
追跡調査を行い、尾道市向島町岩子島北側干潟が
吉和漁業協同組合にとって適地であるか判断を行
う。
16 山口県 カイガラアマノリ実行組合「カイ
ガラアマノリ養殖技術の確立」
山口湾内で発見されたカイガラアマノリは、絶
滅危惧種であり、全国的にもほとんど分布が無く、
他県における養殖技術化の例もない。まだ養殖方
法が確立されていないカイガラアマノリの養殖試
験を実施して、新規養殖品種として養殖方法を確
立する。併せて、山口県限定のブランドとして特
産化し商品開発を行う。
17 徳島県 福村漁業協同組合ワカメ養殖研究
会「選抜したワカメ配偶体を用いた新しい播
種・育苗技術の開発」
ワカメ養殖にとって「優良な種苗の確保」は切
実な問題である。地先の環境に適したワカメを選
抜し、そこから得た配偶体を培養し、短期間で陸
上での播種・育苗技術を開発する。
18 長崎県 新五島町栽培漁業推進協議会「海
上生簀でのクエ種苗の効率的な飼育密度」

21 鹿児島県 串木野市島平漁業協同組合「ク
エ中間育成・放流及びワカメによる藻場造成
試験」
クエの中間育成・放流：クエは定着性魚種で放
流後の移動が少なく、また、主要漁業である一本
釣の対象であることなどから栽培漁業の対象種と
して期待が高い。本事業により中間育成・放流す
ることで、当海域においてクエを漁獲資源として
定着させることを目的とする。
ワカメによる藻場造成試験：藻場は魚介類の産
卵場や幼稚仔の成育場として非常に重要である
が、近年各地で，磯焼けや藻場の消失が問題とな
っている。藻場の減少は当海域においても著しく
ので、ワカメ種糸展開による藻場造成試験を実施
し，藻場の回復を図ることを目的とする。
22 沖縄県 沖縄県もずく養殖業振興協議会
「もずく養殖漁場における照度測定」

19 大分県 大分県漁業協同組合姫島支店「キ
ジハタ種苗の中間育成技術の確立」

もずくの養殖には日照や水温・栄養塩・潮の流
れ等様々な要素が影響を及ぼすと言われている。
昨年度と同様にもずく養殖漁場に記録型照度計を
設置し、照度・水温を測定するとともに、新たに
養殖場の海水をサンプリングし、分析するもおこ
なうことで、もずくの生育に及ぼす水温・日照・
栄養塩の影響について調査・検討を行う。

9 月から 3 月の低水温期ではあるが、当該支店
の取水は井戸から得られており水温が一定である
ので、その取水を活用し中間育成技術を確立する。

平成21年度も引き続き、漁業協同組合やその下

クエ種苗の放流技術の確立を目的として海上生
簀での中間育成における最適な飼育密度を調査す
る。

20 熊本県 八代漁業協同組合「八代海におけ
る標識クルマエビ放流効果調査」
18年度は、大型種苗（約40㎜）に尾肢切除標識
を施して囲い網で馴致した後放流し、八代海の各
地先において効果調査を実施し、回収状況及び生
態等について把握したが、種苗放流時期や標識装
着時の種苗取り扱い方法及び調査体制の整備等の
問題点が残された。19年度は、昨年度と同様に大
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型標識種苗の放流を実施し、前述の問題点を改善
することにより、より正確な放流効果の把握に努
めたが、標識放流が予定していた時期に台風の襲
来によりずれ込み標識放流が猛暑である 8 月上旬
となったため馴致飼育中に標識種苗が死亡するな
ど新たな問題点が明らかになった。20年度は漏れ
までの問題点を改善し、より正確な放流効果を把
握するために大型標識種苗の放流及び効果調査を
実施する。

部組織の団体等の「豊かな海づくり」を推進する
活動に対して助成事業を実施したします。
現在、平成21年 1 月16日（金）締め切りで、各
都道府県水産主務課に該当する活動団体の推薦方
依頼を行っておりますので、当該事業の有効活用
をお願いいたします。

（社）全国豊かな海づくり推進協会

５年のあゆみ
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Ⅰ

設立から現在
準にある有用資源の回復に努めようとするもので

１

設立の経過

ある。
現在、14海域、延べ54道府県が参画して、適地

社団法人 全国豊かな海づくり推進協会は、平
成15年秋、社団法人 日本栽培漁業協会が、公益

に種苗を放流し、効果調査を実施する内容となっ
ている。

法人改革の一環の中で、独立行政法人 水産総合

更に、栽培漁業の展開と漁場の整備の効果的対

研究センター（以下、水研センター）に統合され

応の促進に向けての諸調査、豊かな海づくりに向

るに当たり、栽培漁業の推進に些かも停滞があっ

けて、アマモ場造成、磯焼け対策などにおいて、

てはならないとして、全国都道府県及び全国漁業

水産関係者にとどまらずより広範な国民参加を期

系統団体の強い意志の下に、その名称も、栽培漁

待し得る普及・啓発活動などを国から受託実施し

業の推進を核としつつもより幅広い諸活動の可能

ている。

性をも期待して「豊かな海づくり」を冠して発足
を見たものである。
しかし、5 年という短い期間の間に、取り巻く
環境は大きな変化を遂げつつある。
平成17年 2 月には、水産庁において進められて

協会の独自事業は、これら水研センターからの
受託事業や国からの補助・受託事業と密接な関連
を持たせつつ、会員の要望を踏まえて、豊かな海
づくりに関連する様々な諸活動を支援するなど多
様な事業活動を実施している。

きた「栽培漁業の在り方検討会」の報告をも踏ま
え、沿岸漁場整備開発促進法に基づき、平成21年

３

栽培漁業の推進の歴史と課題

度を目標年度とする第 5 次栽培漁業基本方針が策
定公表され、その中で、当協会も役割が明記され

栽培漁業の推進は、昭和38年、瀬戸内海に面す

ることとなった。都道府県は、方針の下に、各々

る関係府県及び系統団体が力を結集して設立した

基本計画を策定し、推進に努めつつあるが、三位

（社）瀬戸内海栽培漁業協会の活動に端を発する。

一体改革の下に、国の都道府県への財政支援体制

国の施設の運営を受託して技術開発を担うこと

が、補助事業から交付金化を経て税源移譲の対象

となった同協会の努力は、二百海里時代に突入し

になるなど、その推進体制は、構造的変化の渦中

た時代背景をも反映して、昭和54年には、全国の

にある。

都道府県及び漁業系統団体を会員とする（社）日
本栽培漁業協会に発展を遂げ、技術開発の中核機

２

協会の諸活動

関としての役割を担うと共に、以来、わが国の栽
培漁業の推進を牽引することとなったものであ

協会の活動は、年々その内容を充実させてきて
いるが、中でも、水研センターからの委託事業が、

この間、国は、施設整備を全国に展開して、同

栽培漁業推進の骨格を形成している。水研センタ

協会への委託を通じて、海域特性に応じて、栽培

ーで開発された技術、あるいは開発途上にある技

対象生物の種苗生産技術を初めとする諸技術の開

術は、都道府県を会員とする協会を通じてフィー

発・普及に努めてきたが、他方、昭和40年度末よ

ルドに展開され、実証される仕組みとなっている。

り、日本海側府県を皮切りに、都道府県の栽培漁

次に、事業規模として大きいのは、平成18年度

業の展開を促進するために補助事業により施設整

より、始まった国の補助事業である「栽培漁業資

備を支援し、昭和50年代半ばには、概ね全国都道

源回復等対策事業」である。

府県の整備が一巡することとなった。一方、並行

この事業は、都道府県への補助事業が、税源移
譲対象となったことと呼応しており、魚類等が県
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る。

して、種苗放流の効果発現に向けて、様々な調査
を補助事業として促進した。

域を越えて広域に回遊することを踏まえ、都道府

自然界の生物生産にとって最もリスクの高い再

県の連携・協力を強く助長することにより低位水

生産過程を人為下に置き、種苗放流を経て、自然

界での生育に委ね、その後、漁獲により回収しよ

一課題への助成継続年数は最長 3 年としているな

うとする栽培漁業は、既に、40年を超える歴史を

どの助成基準があるが、現在本助成事業の対象と

刻んできた。その間、栽培漁業対象種は80種に及

なっている県においては、継続年数を終えたから

び、種苗の量産が可能となった対象種は10種を超

助成の申請を取り止めるのではなく、豊かな海づ

えることとなった。また、近年では、種苗生産過

くりに関する多くの活動を地域に根付かせ、発展

程を通じて栄養生理、魚病などへの知見の集積が

させていくために新たな活動を積極的に推薦いた

進んでいるほか、生態系の維持、遺伝的多様性の

だきたい。また、未実施の 9 県についても積極的

確保への配慮など広範な取り組みがなされてい

に豊かな海づくりに関する活動を推薦いただきた

る。一方、放流の効果発現には、魚種、海域など

い。

の特性を踏まえたより効果的な対応への努力が水
産庁の主導する資源回復計画の推進と相まって全
国的に展開されつつある。
このような状況下で、栽培漁業の推進を取り巻
く環境は、一段と厳しさを増しており、更なる進
化を遂げるには克服すべき課題は山積している。

Ⅰ−１

業務の変遷

１）協会の独自事業
会員が実施する豊かな海づくりに関する事業に
対して支援を行っている。その主な事業としては、
漁協等実践活動助成事業、都道府県版海づくり大
会支援、豊かな海づくりに関する現地研修会であ

図１

漁協等実践活動助成事業実施県数の推移

る。また、広報関係の事業として、機関誌、パン
フレットの刊行・配布を行っている。これらの事
業のねらいや平成15〜19年度の実施状況及び実績
について以下に取りまとめた。
（１）漁協等実践活動助成事業
本事業は漁業協同組合やその他下部組織の団体
が実施している水産動植物の増殖及び養殖の推
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等に関する活動
を推進するために必要な経費の一部を助成するも
のである。
本事業を実施した県数は、15年度（後期のみ）
は 1 県、16年度は13県であったが、その後、漁協
等が実施する実践活動を強化するため、年々増加

図２

漁協等実践活動助成事業の実施状況

し19年度には23県に助成し過去最高となった（図
1 ）。図 2 に15〜19年度の間に 1 回以上本事業を
実施した県を示す。沿海39県のうち過去に本事業
を実施した県は30県となった。

（２）都道府県版海づくり大会支援事業
本事業は、各都道府県において栽培漁業の必要
性と重要性を漁業者はもとより広く国民にアピー

本事業の実施県数は30県と上記 3 事業の中では

ルするイベントを「都道府県版海づくり大会」と

最も多く実施することができた。本事業には、同

称し支援するものである。なお本事業は16年度か
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ら実施している。

ベントを立ち上げていただきたい。

本事業を実施した県数は、16年度は 2 県、17年
度は10県、18年度は 8 県、19年度は13県である

（３）豊かな海づくりに関する現地研修会

（図 3 ）。図 4 に16〜19年度の間に 1 回以上本事業

本事業は、栽培漁業技術及び豊かな海づくりに

を実施した県を示す。沿海39県のうち本事業を実

関する知見の理解を深め、各地域にこれらを普

施した県は22県であった。

及・定着させることを目的とし開催する。研修会
の内容は都道府県からの提案に基づき、栽培漁業
技術及び豊かな海づくりに関連する課題について
1 テーマを選定している。
本研修会を開催した県数は、15年度（後期のみ）
は 2 県、16年度は 3 県であったが、17〜19年度は
6 〜 8 県であった（図 5 ）。図 6 に15〜19年度の
間に 1 回以上本研修会を開催した県を示す。沿海
39県のうち過去に本研修会を開催した県は13県で
あった。

図３

都道府県版海づくり大会支援実施県数の推移

図５

図４

現地研修会開催県数の推移

都道府県版海づくり大会支援実施状況

都道府県版海づくり大会事業では、これまでに
22県に対し支援してきたが、本事業は、種苗放流
を伴い、一般国民・県民が参加するイベントであ
れば基本的に支援対象となり得るので、すでにそ
のようなイベントが実施されている県においては
今後積極的に支援申請いただきたい。また、これ
までに県版海づくり大会の実施実績がない県につ
いては、本事業を活用し毎年継続的に実施するイ

26

図６

現地研修会の開催状況

豊かな海づくりに関する現地研修会は他の事業

（６）カレンダー

に比べ開催県数13県と少ない。本研修会の課題は

豊かな海づくりに関する写真を掲載したカレン

栽培漁業に関する内容に限らず、藻場造成、資源

ダーを毎年作成し、会員、賛助会員、水産庁、水

管理、養殖技術など豊かな海づくりに関すること

研センター、都道府県栽培漁業センター等に配付

であれば対象となるので、各県においては積極的

している。なお平成21年版カレンダーを現在作成

に地元のニーズを汲みとった研修会を提案いただ

中である。

きたい。
（７）ホームページ（http//www.yutakanaumi.jp ）
ホームページにより豊かな海づくりについて、

協会独自事業は全国展開を図っているため、今
後は未実施の県での展開にも力を入れたいと考え

栽培漁業関係者はもとより、国民一般の理解を得

ている。なお、それぞれの事業の募集は、漁協等

るため、組織及び事業内容の紹介等の情報発信及

実践活動助成事業と都道府県版海づくり大会支援

び公益法人としての情報開示を行っている。
基本構成は、組織紹介として①設立趣旨と沿革

事業は10月末文書送付、翌年 1 月末要望受付締め
切り、現地研修会は11月末文書送付、翌年 1 月末

②組織・組織図

要望受付締め切りとしているので、スケジュール

簿

に合わせて積極的に応募していただきたい。

の内容

④会員名簿

⑤役員名

⑥総会関係資料、事業概要として①各種事業
②海づくり大会情報

センター
（４）機関紙「豊かな海」

③定款

③全国の栽培漁業

④VTR・スライド貸出

⑤栽培漁業を

考える（Q&A）などであるが、恒常的な情報ば

会員等の栽培漁業の取り組み実態、新技術の開

かりでなく、「総会等の開催案内」や「消費者の

発状況、中央行政の動向及び海づくり協会の活動

部屋の報告」などコーナーを随時新設・更新する

状況等、時機にあった記事内容とした機関誌「豊

ことにより、新しく生きた情報の発信や前述のパ

かな海」を年 3 回刊行し、会員、賛助会員等に配

ンフレットのPDFデータのダウンロード化など利

布している。本誌で第16号となった。

便性の向上も図っている。また、リンク集として
各都道府県の組織・機関・団体等の紹介も行って

（５）パンフレット

いる。

これまでに、当協会要覧パンフレット、第 5 次
栽培漁業基本方針をわかりやすく説明したパンフ
レット「育てよう

豊かな海〜栽培漁業のできる

こと〜」、栽培漁業パンフレット「知ってる？栽
培漁業」、全国豊かな海づくり大会パンフレット
を作成し、会員、賛助会員並びに全国豊かな海づ
くり大会、都道府県版海づくり大会支援、現地研
修会、各種イベント等で配布した。

当協会ホームページのトップページ
協会案内

知ってる？栽培漁業
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２）栽培漁業推進対策等委託事業

成される年度計画に沿って内容を水研センターと
協議するとともに､取り組み課題と種苗等の利用

水研センターからの栽培漁業推進対策等委託事

実施計画案を作成し、当協会の委託事業検討委員

業は、19年度から企画公募に切り替えられ、当協

会の審議を経て実証試験実施計画として取りまと

会はこれに応募して19、20年度とも採択された。

める。

本委託事業のうち、特に栽培漁業の実証試験は、

実証試験用として、水研センターの研究開発で

水研センターが実施した技術開発の成果を、環境、

得られた種苗等の提供を受けた海づくり協会は、

資源・生態、漁業実態等の条件が異なる日本各地

実証試験課題の取り組みを都道府県へ依頼し、こ

域で検証・実証試験を行い、その成果はもとより、

れに基づいて都道府県及び都道府県が指導する市

そこから掘り起こされた課題を水研センターに報

町村、公益法人、漁業協同組合等に種苗等の配付

告し、水研センターにおける現場から要望された

を行う。これら種苗等の提供を受けた機関は、取

研究開発課題として受け止められる。また、これ

り組み課題の実施計画に沿って実証試験を行い、

らの試験で得られた結果・成果は、当協会の会員

得られた結果を当協会に報告する。当協会は水研

である都道府県の公益法人・漁連（漁協）への技

センターの研究開発業務に反映させるため、それ

術移転に資するものであり、当協会が実施する事

らの結果を取りまとめるとともに、開発を要する

業の中の大きな柱となっている。

課題を抽出し、報告書として印刷して都道府県等
の関係機関に配付する。また、これらの結果につ

（１）委託事業の進行管理に関すること
水研センターの委託事業実施に関して、都道府

いては栽培漁業ブロック会議等で報告し、関係都
道府県等の関係者に周知させる。

県の代表等をメンバーとする委託事業検討委員会

この実証試験を通じ、水研センターと栽培漁業

を設置している。年に 2 回開催し、6 月には事業

の実践現場との相互連携の強化を図るとともに、

計画及び前年度の事業結果などに関する審議を、

水研センターは、栽培漁業の現場が求める真に必

翌年の 2 月には事業の結果・進捗状況及び次年度

要な技術を開発して、そこで得られた結果・成果

の計画骨子などに関する審議を行い、事業の効率

を提供して、都道府県が実施する栽培漁業の推進

的な実施と進行管理に努めている。

に寄与している。
実証試験では、それぞれの実施課題に適した対

（２）栽培漁業の実証に関すること
①

種は、魚類ではキジハタ、トラフグ、ヒラメ、サ

栽培漁業の実証試験
水研センター等が研究開発した種苗生産､中間

育成、放流等に関する技術を地域の状況に即した

ワラ等、甲殻類ではガザミ、ノコギリガザミ、貝
類ではアサリで、合計19種である（表 1 ）。

応用技術として確立するため、当協会は、水研セ

この実証試験課題の取り組みは、輸送、種苗生

ンターの企画の下に、都道府県が必要とする実証

産、中間育成、放流調査及びその他の 5 つの分野

技術開発課題と課題の実施に必要な種苗等の数量

に分けて実施されており、年間の実施課題数は

を調査する。当協会はこの調査結果を取りまとめ、

133〜163（15年度を除く）に及び（表 2 ）、多様

水研センターの中期計画の課題の一つである「増

な海域環境や漁業実態等を擁する関係機関での取

殖対象種の放流効果を実証するため、都道府県等

り組みにより、この短い 5 カ年間で多くの成果が

と連携して必要な調査を実施する」ことに従い作

出されている。以下に、取り組み分野別の主な成

表１
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象種を選定して実施しており、15〜20年度の対象

平成15〜20年度の実証試験の対象となった魚種

表２

実証試験の年度別・分野別の取り組み課題数

果などについて示した。

にあるクルマエ

輸送関係では、大量・長距離輸送についてヒラ

ビ養殖池を利用

メ種苗を材料にして取り組まれており、輸送条件

した中間育成で

として、棚構造とした水槽による高密度輸送、カ

は、低密度育成

ゴ輸送及び水質安定剤を導入した輸送等が行われ

することによ

ており、効率的な輸送による輸送コストの低減に

り、尾鰭欠損の

繋がる技術に向けて実証が行われている。

少ない健苗性の

種苗生産関係では、ふ化仔魚が小さく、初期飼

高い種苗の育成

育が困難であるハタ類では、最近、水研センター

が可能となって

で開発された初期飼育段階での止水飼育の技術の

いる。ニシンで

導入により、初期生残率が飛躍的に向上した。こ

は、北海道が作

の技術は多くの機関で実証試験が実施され、有効

成したニシン中

な飼育手法として技術の平準化が進められてい

間育成の手引き

る。この技術の向上により、種苗生産の基本技術

書により、育成技術の平準化が行われ、安定した

が確立し、種苗生産が可能な段階まで技術が進展

高い生残率での育成が可能となっている。クロソ

している。さらに、この技術は初期飼育が難しい

イでは、水研センターから刊行された「クロソイ

魚種への応用が期待されている。トラフグでは、

中間育成ガイド」により、中間育成技術が習得さ

現在、問題となっている尾鰭欠損個体の出現防除

れ、技術の平準化とともに、90％以上の高い生残

対策として、適正飼育密度での飼育、給餌頻度の

率での安定した育成が可能となっている。ガザミ

増加、強制遊泳、遮光等が有効であることが明ら

では、共食い防止対策としてノリ網とキンランを

かにされており、これらの要素技術の組み合わせ

水槽内に設置して育成する方法や、飼育池にアル

による、より健全な種苗の生産技術の実証が期待

テミア卵を直接投入しふ化させたノープリウスを

されている。

摂餌させる方法などにより、より高い生残率が得

成熟状況のチェック

中間育成関係では、キジハタ等のハタ類では、

られる技術が実証されている。また、ガザミの新

共食い対策が課題となっているが、低密度飼育、

しい中間育成方法として、潮間帯に張った囲網に

シェルターの設置、サイズの選別等の数多くの試

よる育成で、囲網内に海藻を入れて育成する技術

験が実施されてきた。現在ではこれらの要素を組

が開発されつつある。

み合わせることにより、生残率が90％以上と、安

放流調査関係では、トラフグでALC標識や焼印

定した高い技術が完成されつつある。トラフグで

標識などの長期間有効な標識を利用して、放流効

は、尾鰭欠損個体の出現防止対策が課題であるが、

果調査が実施されている。太平洋中海域、瀬戸内

種苗生産と同様に適正飼育密度での飼育、給餌頻

海西部海域では、放流適地及び適正放流サイズの

度の増加、遮光等が有効であることが明らかにさ

把握が行われ、回収率、回収金額までの効果試算

れており、これらの要素技術の組み合わせによる

が出るまでの段階にあり、費用対効果も高いこと

効果的な実証試験が期待されている。一方、屋外

がわかってきた。このような試算は、ニシン、サ
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ワラなどでも試みられており、今後の成果に期待

道府県からのニーズに対応した諸課題の検討及び

される。ヒラメでは、日本海海中西部海域を対象

解決へ向けた課題への取り組みを行っている。
栽培漁業ブロック会議は、太平洋北、太平洋南、

として、広域連携調査として実施されている栽培
漁業資源回復等対策事業と連携して放流効果調査

日本海北・西、瀬戸内海、九州西ブロックの 5 ブ

が実施されており、標識魚の混入率、黒化魚の年

ロックに分け、10〜11月頃に開催される。会議に

級別漁獲実態並びにDNAによる産地別調査によ

先立ち水産庁が主催し開催される各ブロックの栽

り、放流後の府県間の移動実態、漁獲実態が明ら

培漁業担当者会議（ 6 〜 7 月）において、議題

かにされつつあり、その解析結果が期待される。

（全国議題とブロック議題）、開催日程、開催場所

一方、量産段階にない魚種では、放流効果調査を

等が協議される。

実施する前段階として、生態調査が行われ、放流

当協会は、会員であり栽培漁業の現場を擁して

効果調査の基礎的資料の収集が行われている。キ

いる都道府県の要望を汲み取り、栽培漁業ブロッ

ジハタでは、中間育成でのシェルターの有無が放

ク会議に反映させるとともに、会場の設営、会議

流後の行動に与える影響について観察したとこ

の進行、水研センターが作成した会議要録の関係

ろ、放流直後の行動は、シェルター育成魚は直線

機関への送付、その他事務を担当し、栽培漁業ブ

的に海底に移動して岩礁に定着することがわか

ロック会議の円滑な運営に努めている。

り、放流初期の減耗の一因である食害防止につな
がることを明らかにしている。また、放流後の隠

③

栽培漁業生産、入手・放流実績の刊行

れ家礁と餌料礁を組み合わせたユニット礁を開発

我が国周辺水域の漁業資源の回復とその持続的

し、その効果を明らかにしている。このような一

利用が重要課題となっており、各地で積極的に栽

連の調査結果は、今後の岩礁依存型魚種の放流方

培漁業が推進されていることから、魚種別の都道

法への応用が期待されている。ガザミでは、標識

府県ごとあるいは地域ごとの実施状況の仔細を把

方法の開発の遅れから放流効果に関する調査は充

握することは極めて重要である。

分に行われてこなかった。しかし、最近、遊泳脚

このため、全国39都道府県の担当者の協力のも

や甲羅の切除標識等を含めた新標識が開発されて

とに、種苗生産、中間育成、放流等の実施状況の

おり、これらの標識手法による放流効果調査に期

詳細なデータを収集し、これを「栽培漁業種苗生

待されている。

産、入手・放流実績（全国）」として整理・刊行

以上のように、水研センター等で研究開発され

して、都道府県等関係機関に配付する。これは所

た成果が全国の数多くの現場で実証試験が実施さ

謂、栽培漁業に係る極めて詳細な統計であって、

れ、地域環境に即した技術として現場への移転が

栽培漁業の現状把握及び栽培漁業推進上の重要な

進むとともに、現場の方々の創意・工夫により新

基礎資料となるものである。

しい技術の開発も行われている。また、これらの
実証試験を通じて、新たな課題の掘り起こしも行
われており、新たな研究開発の課題が水研センタ
ーに提案している。

④

栽培漁業事例集の刊行
全国各地で種々の魚種について、栽培漁業の工

程である親魚養成、種苗生産、中間育成、放流効

このように、実証試験は、栽培漁業の技術の研

果調査、漁業管理等あるいはこれらの工程の組み

究開発の場と栽培漁業を実践する場を繋げるため

合わせたものなどについて活発な取り組みが行わ

の手段として有効に機能しており、今後とも都道

れている。

府県では、それぞれの地域の持つ特性と相まった

そこで、概ね 3 年に 1 回、全国の都道府県の協

放流効果の実証を目指し、栽培漁業の各工程の技

力を得て、全国における栽培漁業に係る各種事業

術課題を実証し定着させるため、栽培漁業技術実

の優良な事例等を収集し、栽培漁業の現場で参考

証試験の積極的な活用をお願いしたい。

となるよう栽培漁業事例集として刊行している。
また、その間の年度においては、栽培漁業事例集

②
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栽培漁業ブロック会議に関する事務

等の中から優良事例を選出して詳細調査を行い、

全国で実施される栽培漁業を推進するため、栽

事業導入の経緯、効果の発現要因、今後に向けた

培漁業の進行管理を中心とする会議を開催し、都

提言等を取りまとめ、報告書として刊行している

表３

栽培漁業事例集の刊行

（表 3 ）。これらの報告書を関係機関に配付し栽培
漁業の定着化に資する。

当協会は、本研修会の開催に関する事務、講義
の理解を深めるためのテキスト作成及び印刷・配
付及び聴講しやすい会場の設営に努めている。

⑤

栽培漁業の映像の制作・貸出し
広く国民一般に栽培漁業に対する正しい認識を

持ってもらうために、栽培漁業対象種等のスライ
ドの制作及び栽培漁業関係ビデオ・スライドの貸
出しを行うことにより積極的に普及・啓発を推進
している。
つくり育てる漁業に関する映像資料として、主
に栽培漁業の対象種の卵、稚仔、幼魚、親魚を撮
影し、スライド184枚を制作した。また、水研セ

中央研修会

ンターが制作したビデオ（28巻）及びスライド
（3,000枚）の移管を受け、都道府県等関係機関に
貸し出しを行っている。

⑦

全国豊かな海づくり大会の支援
水研センターが開発した栽培漁業の研究開発成

果を広く国民にアピールし、栽培漁業の重要性の
⑥ 栽培漁業技術中央研修会の開催に関する事務
栽培漁業技術中央研修会は、都道府県の行政、
水産試験場、栽培漁業センターや市町村、公益法

認識を深めてもらうため、多くの国民が参加する
イベントで栽培漁業の研究開発成果である種苗の
展示並びに種苗の体験放流等を行う。

人、漁連・漁協等の栽培漁業の推進に携わる関係

全国豊かな海づくり大会は、水産資源の維持・

者を研修対象として、水研センター等で開発され

培養と海の自然環境保全の必要性を広く国民に訴

た栽培漁業技術、栽培漁業に関連する広範囲な分

える重要な大会である。当協会は、その主旨に則

野の技術や知見をテーマとした研修会を開催し、

り大会会場に放流稚魚の展示、栽培漁業を紹介す

栽培漁業の基礎的及び新しい技術を普及すること

るパネルの展示及び体験放流について支援を行っ

を目的とするものである（表 4 ）。

ている。

表４

栽培漁業技術中央研修会実施一覧
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３）栽培漁業資源回復等対策事業

識放流を行い、主要な地域での市場調査、買上
げ調査等により、県間の交流状況及び当該海域

（１）本事業の経緯とねらい
国民の需要の高い水産資源を早急に回復・増大

の放流効果の調査を行う。
②

都道府県関係機関、漁業関係団体、当協会を

させることが重要な課題となっているが、水産資

構成員とした海域協議会を設置して、水産庁及

源の回復・増大に当たっては、漁獲努力量削減や

び水研センターの指導のもと、事業計画・実施

漁場環境保全措置の実施ととともに、積極的に資

計画の立案、調査方法の検討、結果の解析・評

源を造成させる種苗放流を一体的に推進すること

価を行う。

が不可欠である。
一方、18年度実施された税源移譲により、都道

③

海域協議会の開催は、概ね年 1 回とし、海域

協議会を円滑に運営するため幹事県を設ける。

府県では、従来国からの補助金・交付金による事

また、必要に応じ作業部会を開催して、具体的

業として行ってきた栽培漁業推進に関わるソフト

かつ詳細な検討が必要な事項について協議す

事業を自ら実施することになったが、水産庁にお

る。

いては、海域単位（複数県）の栽培漁業の推進を

④

原則として関係都道府県から推薦を受けた公

沿岸漁業の重要な施策の一つと位置づけ、18年度

益法人、漁連、漁協等の団体が、経費の支払い

から 5 ヵ年を目途に民間団体を事業主体とする栽

等の実務を担当する。

培漁業資源回復等対策事業を立ち上げた。
本事業は、水産基本計画等に示される資源回復
計画、国際的な課題や海域環境悪化に対応した資
源造成を効果的・効率的に展開する観点から、海

⑤

20年度は14海域を選定してそれぞれに協議会

を設置し、その構成は34道府県で、延べ54道府
県である（表 5 ）。
⑥

20年度の対象種は、魚類ではヒラメ、トラフ

域レベルで適地種苗放流体制の構築を目指す新た

グ、サワラ、カサゴ、マダラ、マツカワ、オニ

な支援事業である。本事業では、海域ごとに協議

オコゼの 7 種、甲殻類ではクルマエビ、ガザミ

会を設置し、関係都道府県が連携した取組みを通

の 2 種合計 9 種である（図 7 ）。

じて、種苗の確保、当該海域での適地放流、主要
地域での市場調査等を行い、関係都道府県間の交

（３）海域協議会における事業の計画、調査結果
の解析・評価

流状況や当該海域の放流効果を把握する。これら
の調査結果の検討及び評価を通じて、効率的かつ

当協会は、国から補助金を受けて事業主体とな

効果的な関係都道府県の連携による放流体制の構

り、水産庁及び水研センターの指導のもと、事業

築を目指すものである。

を企画し、各海域協議会を運営する。

このように本事業は、税源移譲という栽培漁業

①

種苗の確保：種苗の確保に要する経費及び中

の推進体制の構造的変化に対応した新たな促進対

間育成に要する経費の 2 分の 1 相当を負担する

策と位置付けられ、都道府県、公益法人、県漁連、

（地元関係機関が 2 分の 1 以上の経費を負担す

漁協及び当協会が一体となって切り拓く、関係都

る）。なお、種苗の単価は同一海域内で統一す

道府県が連携して実施する栽培漁業の新しい事業

ることを原則とするが、困難な場合は自県の放

形態である。

流種苗の配付あるいは販売単価とする。

なお、本事業は、19年度から企画提案型の公募
となったことから、当協会はこれに応募して19、
20年度とも採択されて事業主体となり、水産庁・

②

種苗放流：海域レベルでの放流適地に全数標

識放流を行う。
③

適地放流：甲殻類においては、年内の回収率

水研センターの指導の下、関係都道府県の協力を

を高めるため、適地においてできる限り早期放

得て本事業を実施している。

流を目指す。魚類においては、対象種の餌料生
物が繁殖する時期、場所を選んで放流する。

（２）事業の内容

主要地域での放流効果調査：放流魚の県間の

海域、対象種ごとに段階的な目標を示し、2

交流状況及びその度合、放流効果の推定を行う

つ以上の関係都道府県と連携し、管轄水域にと

ため、主要地域に調査員等を配置した市場調査

らわれない海域レベルでの適地において全数標

や標本船調査、買上げ調査等を行う。

①
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④

表５

平成20年度栽培漁業資源回復等対策事業の対象海域・対象種・構成県

図７

平成20年度栽培漁業資源回復等対策事業の実施海域・構成県・対象種
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⑤ 調査の分析・評価：自県の調査結果について

太平洋北海域のヒラメ資源は中位で、17年の卓

は自県の研究機関で解析する。さらに、海域協

越年級群の発生で増加傾向にあるが、成長乱獲の

議会（作業部会）において、当該海域全体の調

状態である。近年、資源が回復傾向にある太平洋

査結果の分析及び評価を行う。

北部海域のヒラメについて、より一層の増大を図

⑥ 結果の公表：海域協議会を構成する関係都道

るため、太平洋北ブロックの関係県が広域的に連

府県と当協会は、毎年、当該海域全体の結果を

携し、適地放流・調査を実施し、県間の交流状況、

とりまとめて報告書として印刷し、関係機関に

海域全体の放流効果を明らかにし、より効果的な

配付する。

種苗放流による資源増大を図るための関係県によ
る放流体制の構築を検討する。

（４）海域別の事業実施経過と成果及び課題

岩手県では17年度から資源回復計画を実施して

20年度の海域別の事業計画及び課題等について

いるほか、各県で全長30〜35㎝未満の漁獲禁止・

は、取りまとめて表 6 、7 に示すとともに、海域

再放流や網目規制などを実施している。19年度に

別に事業の目的、これまでに得られた結果、今後

は、全長80〜100㎜の種苗を当該海域の北部で157

の課題について以下に述べる。

万尾、南部で209万尾を放流している。

①

えりも以西太平洋海域マツカワ

本事業では、岩手県が放流魚と天然魚の密度調

近年、資源状態が悪化しているえりも以西太平

査や成長調査を実施し、環境や餌生物の関係につ

洋海域のマツカワについて、関係道県が広域的に

いて知見を得るため、18年度に10万尾、19年度に

連携し、適地放流及び主要地域での市場調査を行

5 万尾のALC標識、2 万尾のダート型標識放流を

い、海域及び道県間の交流状況、放流効果などを

実施した。福島県では隣県との交流状況を把握す

明らかにし、より効果的な種苗放流による資源増

るため宮城県との県境に、18年度に無限側黒化種

大を図るとともに、関係道県の連携による放流体

苗 2 万尾を、19年度にALC耳石標識を施した種苗

制の構築を目指している。

2 万尾を放流した。岩手県の放流後の生息密度調

マツカワの資源は希少状態に陥っている。北海

査では密度のピークは年度・放流時期によって異

道では、17年度から噴火湾から襟裳岬の海域で資

なることがわかった。福島県の漁獲量は県北部の

源回復計画を実施しており、18年度より100万尾

相馬原釜が約60％を占めており、混入率は県北・

放流を実施している。

南部で高い傾向が示された。なお、過年度放流群

本事業では、資源の底上げ、経済的利益率の向
上を目指して最適放流場所を探索するため、18、

の混入率は岩手県で20〜34％、福島県で 8 〜18％
と比較的高い値が得られている。

19年度は、襟裳以西〜噴火湾の 6 ヵ所でズパゲテ

牡鹿半島を境に北部海域はヒラメの生息域が狭

ィ型標識を装着した全長99〜120㎜種苗を4,000ず

く、好適餌料のアミの出現期間も短く回収率も低

つ合計2.4万尾の放流を実施した。これまでの調

い。南部海域は生息域が広く、餌料環境が良く回

査結果から、放流直後の摂餌状況等の知見が得ら

収率が高いと想定される。今後は、このような状

れている。海区委員会指示により全長35㎝以下の

況の中で、県間及び南部と北部の交流状況の把握、

漁獲禁止・再放流が行われていることから、20年

経済的利益率を考慮した適正放流場所、放流許容

度から本格的な効果調査がなされる。

量、海域全体の放流効果などを検討し、開放型海

今後は、北海道の当該海域における放流効果及

域における関係県連携による放流体制のあり方を

び経済効果の把握・向上を目指すとともに、一代

検討したい。

再捕型栽培漁業と天然資源の造成との折り合い

③

日本海北部海域ヒラメ

（資源回復計画目標と整合）を求める。一方で、

日本海北部海域（青森県〜富山県）のヒラメ資

当該海域に放流したマツカワの北海道から茨城県

源は16、17年度の加入が良好であったことから、

に至る太平洋北海域における移動・分布を明らか

中位で増加傾向に転じたが、成長乱獲の状況であ

にし、将来的には太平洋北海域における未成魚・

る。北海道の資源は中位で、減少傾向にある。日

親魚資源の管理を含めた海域全体の種苗放流と管

本海北部海域のヒラメについて、関係道県が広域

理体制のあり方についても検討したい。

的に連携し、適地放流及び主要地域での市場調査

②

を行い、県間の交流状況、放流効果などを明らか

34

太平洋北海域ヒラメ

表６

平成20年度栽培漁業資源回復等対策事業における海域別事業内容
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表７
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平成20度栽培漁業資源回復等対策事業の海域別の資源状況及び課題等

にし、より効果的な種苗放流による資源増大を図

ていないことから、生産技術の改良が望まれる。

るとともに、関係道県の連携による放流体制の構

これまで 1 歳魚の放流を実施してきたが、放流サ

築を目指している。関係道県の19年度の放流尾数

イズ・時期を再検討する必要もある。また、4 歳

は640万尾で、過年度放流群の混入率は 4 〜11％

魚が漁獲の中心であることから、今後の市場調査

で、北海道が高い。

に期待されるが、漁業者からの再捕情報を得るた

本事業では、放流魚の県間の交流状況及び放流

め、漁協を通じた漁業者に対する標識放流の周知

効果を把握するため、毎年北海道を除く各県で全

の徹底が求められる。

長100㎜種苗 1 万尾のダート型・スパゲティ型の

⑤

標識放流のほか、新潟県が関係県の放流魚及び採

太平洋中海域トラフグ
日本沿岸のトラフグ資源はいくつかの系群に分

捕魚のDNA分析を実施している。関係道県では、

類されるが、三重県安乗沖、愛知県渥美外海の出

網目等の規制のほか、全長25〜35㎝以下の漁獲禁

山周辺海域を産卵域にする伊勢・三河湾系群は静

止・再放流措置がとられていることから、現在ま

岡県、愛知県、三重県の 3 県にとって重要な共有

だ調査対象サイズに達していない。したがって、

資源となっている。伊勢・三河湾のトラフグ資源

これまでに10数尾の再捕例はあるが、本格的な調

は、15、16年級群が極めて低い水準であったが、

査は20年度以降となる。

18年級群が卓越したことで中位、増加傾向にある。

今後、標識放流魚の調査結果及びDNA分析結
果を解析して、当該海域全体での放流効果の推定

しかし、資源量は不定期の卓越年級群に依存して
おり、漁獲量の変動は大きい。

を試みるとともに、関係道県間の交流状況を把握

14年に公表された伊勢湾・三河湾小型機船底曳

して、これらの成果をもとにして関係道県の種苗

き網漁業対象種資源回復計画の中では、小型底曳

放流体制の構築のための資料としたい。

き、延縄漁業を対象に操業禁止期間を設けている

④

ほか、600〜700ｇ未満の漁獲制限を行っている。

日本海中部海域マダラ
日本海系群のマダラ資源は高位で、増加傾向に

その他、種苗放流による積極的な資源培養が行わ

あり、当該海域のマダラの漁獲量は、昭和63年前

れている。トラフグの漁獲量は天然資源の変動が

後にピークに達し、その後減少していたが平成17

大きく、継続した種苗放流により資源のベースラ

年には増加して300トンを超えて高位水準にある。

インを確保することは重要であることから、東海

しかし、富山県のみが昭和62年の127トンをピー

3 県では以前より種苗放流の共同研究を実施して

クに近年20トン台に低迷している。

きた。これまでの知見から、特に伊勢・三河湾の

本事業では、能登半島七尾湾付近を産卵場とす
るマダラ系群について、種苗放流による資源増大

沿岸域での放流効果が高いことが判明している。
本事業では、伊勢・三河湾で 3 県が共同して、

を目指し、富山県が種苗生産して標識放流を行い、

放流尾数を増やして標識放流を行い、放流効果調

標識放流魚の漁獲状況、移動・分散、回収率等を

査を実施し、海域協議会を通じて漁業者間も連携

関係県が連携して調査し、放流適地、放流方法、

を図り、当該海域におけるトラフグの適地種苗放

放流効果を評価することで、マダラ資源増大に向

流体制の構築を目指している。

けた広域的な適地種苗放流の連携体制の構築を目
指している。

伊勢・三河湾で、さらに回収率を高めるため、
18年度は全長70㎜サイズ1.4万尾、19年度は9.3万

富山湾とその周辺海域におけるマダラの漁獲実

尾のイラストマー標識放流を行い、主要地域での

態、放流魚の移動状況及び放流効果を把握するた

市場調査を行っている。18年度放流群の回収率は

め、富山県がアンカー型・ディスク型標識を装着

0.02〜1.24％と低いが今後の調査に期待される。

した全長200㎜種苗（ 1 歳魚）を、18年度は400尾、

なお、過年度放流群の調査結果では、回収率は

19年度は8,700尾を放流し、関係県が主要な地域

0.5〜20％で放流年度・場所により異なる。知多

で市場調査を実施している。漁獲の主体は 4 歳魚

半島西岸、三河湾西岸、伊勢市有滝地先で放流効

であることから、本格的な調査は21年度以降とな

果が高くなることが明らかになってきているが、

るが、15年度放流群の回収率は 9 ％であった。

回収率に大きな変動があることから、今後は本事

今後は、本種の種苗生産・育成技術がまだ安定

業の調査結果からさらに放流場所を検討して放流

していないため、計画的な放流種苗の確保ができ

効果の向上を目指したい。また、小型底曳きの漁
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獲禁止期間外の当歳魚の漁獲もまだ大きいことか

レベルが不安定であるために、資源水準は低位で

ら、その対応策も検討する必要がある。

横ばいの状態である。最近 3 年間の漁獲圧を維持

⑥

した場合は、資源量はやや減少するとされている。

日本海中西部海域ヒラメ
日本海中西部の石川県〜兵庫県のヒラメ資源は

そこで、サワラ資源の初期加入レベルをこれま

低位横ばいで、成長乱獲の状態にある。日本海中

で以上に高めるために、本事業を活用して種苗放

西部に分布するヒラメ資源の維持・増大を図るた

流尾数を増やすとともに、放流効果の把握に一層

め、17年度から、関係府県は地先の放流群につい

努める。本事業では、香川県、広島県及び愛媛県

て、放流効果と府県間移動の把握に取り組んでい

で中間育成を実施し、大型種苗（全長100㎜）の

る。当該海域の19年度のヒラメ種苗放流尾数は全

ALC耳石標識放流を各放流適地に放流するととも

長50〜150㎜で266万尾である。資源管理のため、

に、内海では 2 歳魚以上の買上げ調査、紀伊水

関係府県では全長25〜30㎝未満の自主規制や禁漁

道・豊後水道では 0 歳魚からの買上げ調査を行

期の設定等を行っている。

う。関係府県が独自に実施する放流・効果調査と

本事業では、従来の事業内容の充実を図るため、
当該海域におけるヒラメの成長に伴う移動特性に

その結果を解析・検討して、当該海域におけるサ

考慮して、放流適地で大量標識放流を行い、関係

ワラの適地種苗放流体制の構築を目指している。

府県が協力して主要地域における市場調査を実施

19年度の放流尾数は、耳石にALC標識を施した

することにより、県間の交流状況及び放流効果を

全長66〜111㎜種苗を、瀬戸内海東部海域に21.8

明らかにし、より効果的な種苗放流による資源増

万尾、西部海域に5.4万尾と、過去最高の計27.2万

大を図るとともに、当海域の関係県の連携による

尾を放流した。過年度放流群も含めた19年度の混

放流体制の構築を目指している。

入率は、東部海域では 0 歳魚46.0％、1 歳魚

当該海域において、ヒラメの成長に伴い東から

37.9％、2 歳魚5.7％、3 歳魚1.5％、4 歳魚以上

西への移動の検証並びに当該海域全体の放流効果

0 ％、西部海域では 0 歳魚6.4％、1 歳魚0.6％、2

を把握するため、石川県と福井県は、18年度には

歳魚1.8％、3 歳魚1.5％、4 歳魚以上 0 ％であった。

鰭切除を施した全長100㎜種苗、それぞれ3.5万尾

特に東部海域の放流尾数が多かったことを反映し

及び6.3万尾を、19年度にはそれぞれ3.5万尾及び

て、東部海域の0歳魚の混入率が極めて高い値を

6.8万尾を放流した。なお、過年度放流群の混入

示し、放流魚の漁獲への貢献度の高さを実証した。

率は 1 〜34％と、府県、放流年度によって大きく

また、東部海域放流群は西部海域で37尾再捕され、

異なっている。

東から西への移動が確認されたが、この逆の移動

石川県の18年度標識放流群が放流 1 年後までに

は見られなかった。

141尾再捕されているが、まだ大きな移動は確認

今後とも、サワラの放流効果調査の精度を高め

されていない。小型魚の漁獲規制を行っているた

るため、正確な放流尾数の把握が必須となるが、

め、本格的な調査は20年度以降となる。

サワラ種苗はハンドリングに弱いことから、タモ

今後、石川県及び福井県の鰭切除放流群の成長

網等を使用した計数は困難であるため、新たな計

に伴う西方への移動状況の把握とともに、無眼側

数方法の開発が望まれる。西部海域においては東

黒化を標識とした混入率調査による海域全体の放

部より調査の標本数が多いにも拘わらず、混入率

流効果の把握、標識放流とDNA解析による府県

が低いことから、西部海域での中間育成方法及び

間の交流状況を把握する。これらの解析・評価に

放流場所の見直し、市場調査場所についても再検

より、当該海域の放流魚の動態を把握するととも

討を行う必要がある。また、放流尾数と漁獲量の

に、関係府県が連携して実施可能な放流体制の構

関係についてシミュレーションが行なわれている

築及び各府県の役割分担の検討を進めたい。

ことから、放流尾数が漁獲量の増大に与える影響

⑦

を検証したい。

瀬戸内海海域サワラ
サワラの瀬戸内海における資源は、10年には
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合わせて、瀬戸内海全域の放流効果の把握を行い、

⑧

瀬戸内海東部海域オニオコゼ等

680トン（漁獲量196トン）まで減少したが、資源

瀬戸内海東部の兵庫県、大阪府及び和歌山県の

回復計画の実施により15年には3,700トン（漁獲

3 府県では、オニオコゼは重要な漁業資源であり、

量1,464トン）まで回復したものの、初期の加入

その漁獲量は 5 トン前後で資源は比較的安定して

いるといえる。これまでも各府県が個々に漁獲量

混入率は18年度放流群6.2％、19年度放流群5.2％

の安定化を目指して種苗放流試験を実施してき

であった。過年度放流群（13〜17年度放流群）の

た。8 〜19年度の 3 府県の年平均放流尾数は11万

投資効率を試算したところ、0.46〜1.09となった。

尾である。また、大阪府の放流試験結果では混入

また、漁獲金額の県別の構成比は放流年度・放流

率11〜37％、回収率2.1〜5.8％と比較的高い値が

場所によって異なる結果となった。
今後は、当該海域のトラフグ資源は低位・横ば

得られている。
瀬戸内海東部海域におけるオニオコゼの資源量

いである中、種苗放流が資源の維持・回復に大き

は大きくなく、混入率が比較的高いことから、本

な役割を果たせる可能性があるものと考えてい

事業では、20年度より兵庫県、大阪府、和歌山県

る。この事業効果をより向上させるため、中間育

の 3 府県が協力して、共通資源を漁獲している友

成にクルマエビ養殖場を活用するなどによる種苗

ヶ島水道周辺海域において、適地での標識放流を

性の改善、放流効果推定の精度を上げるための調

行い、主要な地域での漁業日誌調査及び買上げ調

査方法の見直しが必要と考えている。また、本種

査等を実施して、幼魚期の生息環境と減耗要因等

の回遊生態の特性から他県も含めた種苗放流体制

を明らかにするとともに、漁獲実態及び放流効果

の構築についても検討していきたい。

を把握する。これらの調査結果の解析・評価を行

⑩

周防灘海域クルマエビ

い、当該海域における 3 府県連携による放流体制

当該海域のクルマエビの漁獲量は昭和60年の

の構築を目指すこととする。これらの他、クルマ

355トンをピークに、その後減少傾向が続いてお

エビについても、これまでの調査結果をもとに、

り、16年には46トンと10年以前の約1/3に減少し

関係府県による放流体制の構築についても引き続

ている。周防灘海域においては、16年度から小型

き検討する。

機船底曳き網漁業対象種資源回復計画に取組み、

⑨

クルマエビは当該計画の対象種として、全長10㎝

瀬戸内海西部海域トラフグ
東シナ海・日本海を含めた瀬戸内海のトラフグ

以下の漁獲禁止措置を導入している。クルマエビ

資源は低位で横ばい傾向にある。減少原因は過剰

の放流量と漁獲量との間の相関関係は、山口県と

漁獲にある。種苗放流は資源の底上げに貢献して

福岡県では認められていないが、山口県と大分県

おり、漁獲圧の削減と種苗放流を組み合わせるこ

では有意な強い正の相関が認められている。近年

とが資源水準の回復への近道とされている。

クルマエビの漁獲が落ち込む中、資源の回復と安

瀬戸内海西部海域のトラフグについて、資源の

定した漁獲を継続するには、3 県が適正な放流地

維持・増大を目的に、山口県、愛媛県、大分県の

点に拠点放流することが必要であるとしている。

3 県は各県地先で標識放流を行ってきた結果、13

本事業では、周防灘海域の 3 県が、適地で囲い

〜16年度放流群（全長40〜80㎜）の回収率は3.4

網馴致等によるクルマエビの標識放流を行い、市

〜4.2％であった。また、成熟した親魚が山口県

場調査、漁獲量調査により放流効果を把握して、

地先で再捕されており、放流魚が再生産に寄与し

3 県連携による放流体制の構築を目指している。

ていることも明らかになった。

18年度は、翌年度からのクルマエビ標識放流調

本事業では、さらに放流効果を上げるため、種

査実施に備えて、3 県による協力体制の構築と調

苗性の改善や放流適地を検証するため、3 県が全

査に必要な知見の収集及び整理を行った。19年度

長70㎜種苗を持ち寄り共同で拠点放流し、市場調

は、周防灘における放流適地を明らかにするため

査とフグ皮調査を行う。これらの調査を通じて、

に、山口県及び大分県が自県地先において、それ

放流適地を明らかにして効果の向上を図るととも

ぞれ体長59㎜種苗10万尾、体長63㎜種苗20万尾の

に、関係県の連携による放流体制の構築を目指し

標識放流を行い、3 県が放流効果調査を行ったと

ている。

ころ、それぞれの回収率は7.5％、10.1％となり、

18年度には、3 県分の全長72㎜種苗に焼印標識

福岡県でも0.45％回収された。費用対効果を試算

を施した13.6万尾を大分県姫島地先に、19年度に

したところ、それぞれ1.60、1.94となり、種苗放

は、3 県分の全長65㎜種苗に焼印標識を施した

流の経済的効果が得られた。

13.8万尾を山口県山陽小野田市埴生地先に放流し
た。各県が行った主要地域での市場調査の結果、

今後は、放流後の減耗要因の大きな要素である
種苗性（潜砂能力等）の付与方法にさらに検討を
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加えるほか、種苗放流を漁獲量に反映させるため、

れた調査結果をもとに、クルマエビ漁獲量の減少

放流尾数、放流場所、放流時期について再検討し

の要因と栽培漁業の位置づけを整理し、放流方法、

たい。

放流効果の調査方法に検討を加えるとともに、特

⑪

に、公益法人・県漁連を中心とした放流体制の構

有明海海域クルマエビ
有明海海域のクルマエビの漁獲量は、昭和50年

築に向けた検討を行いたい。

以降200〜500トンを推移し、昭和60年は535トン
でピークを迎えた後、増減を繰り返し、平成 7 年
の400トンを境に減少の一途を辿り、近年50トン
程度で推移しているが、減少要因は特定できてい
ない。
有明海の 4 県では、クルマエビ共同放流事業を
実施し、各県の地先放流群について、県別受益を
中心とした放流効果検証に努めている。毎年大型
種苗1,000万尾を放流しており、10トンの漁獲増
が見込まれ、漁獲量のおおよそ10〜30％を放流エ
ビで占めている。

放

流

本事業では、湾奥部における標識種苗の大量放
流を行い、有明 4 県共同放流事業の課題であった
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⑫

有明海西部海域ガザミ

湾奥部集中放流の効果を検証するとともに、有明

有明海のガザミの漁獲量は、昭和60年の1,800

4 県がより効率的に受益・回収するための放流体

トンをピークに、その後減少傾向が続いて、近年

制の構築を目指している。

200〜300トンと低迷しており、資源動向は低位で、

18年度には、佐賀県地先に尾肢切除を施した体

減少傾向にある。しかし、ガザミ資源は有明海の

長46〜51㎜種苗92.3万尾を放流した。回収率は

重要資源であることから、20年度からは、国が

1.19％で、経済効率は0.65であった。19年度には、

「有明海ガザミ資源回復計画」の策定に着手し、

放流場所として湾奥部の福岡県も加えた。福岡県

関係県とともに資源回復に向けた具体的取り組み

地先には尾肢切除を施した体長49㎜種苗69.0万尾

について協議を行っている。

を、佐賀県地先には体長44㎜種苗69.4万尾を放流

本事業では、長崎県がガザミ種苗に対する標識

した。それぞれの混入率は0.79％、1.12％、回収

手法の開発に一定の目途が立ったことから、佐賀

率は1.32％、1.87％であった。また、経済効率は

県と連携して有明海西部海域において、その技術

0.58であった。佐賀県放流群の方が福岡県放流群

を使って標識放流を行い、放流効果調査を実施し

より有効であると考えられた。また、回収重量か

ている。得られた結果に基づき、適地放流による

ら計算された漁獲量に占める放流エビの割合は

放流体制の構築について検討することとしてい

16.5％となった。近年の回収率の低迷は、放流か

る。当面の目標として、有明海西部におけるガザ

ら漁獲加入までの放流エビの生残率低下が原因で

ミの漁業実態並びに資源生物学的知見の収集と放

あると推察される。しかしながら、回収率は低い

流効果調査を行う。

ものの、両年ともクルマエビの漁獲量に占める放

18年度には、背甲端切除標識を施したＣ5 種苗

流エビの割合は約17％であり、漁獲に大きく貢献

2 万尾を長崎県地先に、Ｃ5 種苗 6 万尾を佐賀県

している。

地先に放流した。19年度には、背甲端切除標識を

回収率の低迷を解決するには、放流エビの漁獲

施したＣ5 種苗1.1万尾を長崎県地先に、Ｃ5 種苗

加入までの生残率の低下要因を掴む必要がある

3 万尾を佐賀県地先に放流した。19年度の結果で

が、種苗放流にあたっては、放流場所、放流方法、

は、佐賀県の放流では翌日の追跡調査で標識ガニ

放流時期についても再検討する必要がある。また、

13尾を再捕したが、その後の再捕はなかった。し

成長に伴い当該海域から逸散した越年エビの調査

かし、全甲幅長165〜195㎜の標識ガニ 5 尾の再捕

を実施するため、20年度より有明海外海の橘湾等

報告があった。長崎県の放流では、放流直後の追

を加えた調査を実施することとした。今後、得ら

跡調査による再捕はなかったが、市場調査で全甲

幅長130〜200㎜の標識ガニ19尾（混入率0.22％）

⑭

九州南西部海域マダイ等

が再捕された。その他、当該海域におけるガザミ

マダイについては、日本海西部・東シナ海系群

の生活範囲を明らかにするため、漁獲した天然ガ

の資源は中位で増加傾向にあり、再生産成功率は

ザミの甲羅にマーキングして放流したところ、放

最高レベルにある。現状の漁獲率でも資源量は増

流現場周辺の市場での再捕のみで、大きな移動は

大を予測している。放流効果は添加効率0.2の場

見られなかった。

合、10年後の資源量は放流しない場合の1.36倍と

今後、標識技術の改善及びより健全な稚ガニの

推定されている。また、ヒラメについては、日本

標識放流を行うとともに、市場調査の調査回数、

海西部・東シナ海系群の資源は中位増加傾向にあ

尾数を再検討し、標識ガニの混入率から回収率を

るが、成長乱獲の状態にある。しかし、鹿児島西

推定できるような調査体制の確立を図りたい。

部、熊本県の漁獲量は減少傾向で、再生産成功率

⑬

も低レベルである。天然 1 歳魚の加入数が低いと

豊後水道西部海域カサゴ
豊後水道西部海域の宮崎県のカサゴ資源は減少

放流魚の添加効率も低下傾向にある。なお、熊本

傾向にあり、7 年の資源尾数180万尾に対して16

県は18年度から資源回復計画を実施しており、管

年は50万尾を下回っており、約1/4に減少してい

理措置としては、マダイでは熊本県及び鹿児島と

る。漁獲量も35トンから12トンに減少している。

も全長15㎝未満の漁獲禁止、ヒラメでは、熊本県

また、大分県においても40トンあった漁獲量が 6

は全長20㎝未満の漁獲禁止、産卵親魚の保護区設

トンまで減少している。宮崎県では18年度から資

定、鹿児島は25㎝未満の漁獲禁止を行っている。

源回復計画を実施しており、今後 5 ヵ年の目標は

本事業では、これまでの調査に加え、当該海域

現状の漁獲量12トンの維持を目指している。また、

での新たな適地で、再捕魚の年級分離のためマダ

全長18㎝未満の漁獲禁止、種苗放流区域を 2 ヵ年

イとヒラメを隔年ごとに標識放流し、市場調査・

間の禁漁措置をとっている。

買上げ調査により、県間の交流状況及び放流効果

カサゴの生態学的知見として、移動は小さいと
いわれているが、宮崎県と大分県の境の海域では、
両県が共通資源を利用していると考えられる。そ

を明らかにして、効果的な放流体制の構築を目指
すこととする。
18年度はマダイについて、熊本県では、芦北町

こで、県境付近にカサゴ種苗の標識放流を実施し、

地先など 4 ヵ所で腹鰭抜去を施した全長64㎜種苗

移動範囲や漁獲実態等のモニタリングを行い、カ

10万尾を、鹿児島では、阿久根市地先に腹鰭抜去

サゴの資源状況及び資源の交流等を把握し、将来

を施した全長67㎜種苗10万尾を放流した。19年度

の両県連携による放流体制の構築を目指すことと

はヒラメについて、熊本県では、宇城市地先に腹

する。

鰭切除を施した全長61〜75㎜種苗 6 万尾を、上天

宮崎県では、18年度には門川町地先に、腹鰭切

草市地先に腹鰭切除を施した全長50㎜種苗 1 万尾

除を施した全長62㎜種苗 1 万尾を、平成19年度に

を放流した。また、鹿児島では、阿久根市地先に、

は、宮崎県延岡市地先に、腹鰭切除を施した全長

尻鰭切除を施した全長85㎜種苗 5 万尾を放流し

63㎜種苗9,000尾を放流した。放流海域では18年

た。

から 2 ヵ年間禁漁措置を採っていること、1 年間

18年度に放流したマダイの混入率は熊本県では

の飼育試験では全長16㎝までしか達しなかったこ

10.0％、鹿児島では1.2％、19年度に放流したヒラ

とから、両県の試験操業でも標識魚の再捕はでき

メの混入率は熊本県では30.8％、鹿児島では4.2％

なかったが、20年度以降の標識魚の再捕・回収に

で、両種とも熊本県で高い値が得られた。しかし、

期待している。なお、本標識の有効性を確認する

18、19年度の標識放流魚の再捕尾数は、漁獲規制

ため両県で 1 年間の飼育試験を行ったところ、86

もあってマダイは29尾、ヒラメは298尾とまだ少

〜100％の残存があったことから、本標識の有効

ないが、マダイ及びヒラメも県間の交流は認めら

性が認められた。

れた。

本標識手法は十分使えることが明らかになった

当該海域のマダイ及びヒラメの資源評価単位は

ことから、今後は、両県の調査の連携を深めると

日本海西部・東シナ海となっているため、当該海

ともに、再捕率を高めるため追跡調査方法を再検

域はその南端部に位置しており、資源評価の解釈

討したい。

には検討の余地を残している。これを前提にして
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も、マダイ資源は再生産成功率が高いレベルにあ

や管理のあり方に活用していくことを目的として

り、今後も増加すると予測されている。これとは

調査を実施した。

逆に、ヒラメ資源は中位横ばい状況にあり、再生
産成功率も低いレベルにあるとされている。した
がって、マダイでは、資源の増加要因を模索する
とともに、両県の交流状況と当該海域における放
流効果を把握し、放流の必要性について再整理し
たい。ヒラメでは、資源の上乗せをより増大させ
るため、両県の交流状況を把握し、放流効果調査
方法の基準作りを進めつつ、当該海域における放
流効果の把握を行いたい。

アワビ増殖場の調査（岩手県陸全高田市）

（２）アワビ稚貝に適した増殖基質調査（平成16
年度から18年度）
アワビ類幼生の着底及びその後の生き残りに、
基質表面の無節サンゴモや珪藻群落が重要な役割
を果たすことが知られている。室内実験では無節
サンゴ藻の被度とアワビ類幼生の着底量に正の相
関関係が実証されている。この調査では千葉県鴨
市場調査

川市太海地先を実験海域とし、当該海域において
も無節サンゴモ被度とアワビ着底量に正の相関関

４）水産庁委託事業

係があることが実証された。成貝や放流稚貝の育
成を対象としているこれまでのアワビ増殖場の一

水産生物は各成長段階や季節により、沿岸から

部に、適度に転がる大きさの基質を加え、天然ア

沖合にいたる多様な場を利用しているので、沿岸

ワビの稚貝加入を促進する機能を組み入れること

域の開発や環境悪化等により生息場所が一部でも

は、実用にはまだ解決すべき課題が残されている

欠けると成長や繁殖する環境としての機能が損な

ものの、アワビ資源の増大に寄与する可能性が見

われる。このため、水産動植物の生息環境の保全

出せた。

及び改善が必要と考え、水産庁より生息環境の保
全及び改善に関する調査や磯焼け対策に関する事
業など委託を受け以下の調査等を行った。
（１）効果的な漁場整備・管理のあり方に関する
調査（平成15年度から17年度）
造成漁場について効果が発現されている場合や
発現されていない場合の要因分析を踏まえ、漁場
造成関係事業の調査計画・種苗放流・管理等のソ
フト対策との連携等効果的な漁場造成のあり方や
事業化を検討することとなった。このための事例
調査に重点を置き、計画段階の漁業者の関わりや
その後の管理の仕方など、うまく効果を発現させ
ている要因を明確にし、今後の漁場造成事業計画
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潜水調査（千葉県鴨川市太海地先）

（３）水産生物の生態に配慮した漁場整備手法の
開発（平成17年度から18年度）

験と生態に配慮した漁場整備の必要性について学
習してもらうことにより、水産基盤整備事業と栽

漁場整備、資源回復計画、栽培漁業等の対象魚

培漁業の密接な関係について子供を中心とした市

種について、発育段階別（卵、仔魚期、稚魚期、

民の理解を得ることを目的として事業を行ってい

未成魚期、成魚期など）の形態特性、分布、餌料

る。

生物、競合・捕食種などの生態特性、成群性など
の行動特性、及び水温、塩分、底質などの生息環
境に関する知見を収集するとともに、不足してい
る生態的知見を明らかにした。また、仙台湾をモ
デル水域として、カレイ類とメバル類について、
稚魚の成育場形成の主要因を抽出するため実態調
査を行うとともに、仙台湾で整備されたカレイ類
とメバル類の増殖場について現状把握も行った。

さいばい漁業教室（神奈川県三浦市）

（５）岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
（平成19年度から現在）
本事業は、磯焼け対策ガイドラインづくりで蓄
積した知見を活用し、磯焼け改善に高い意欲を有
する漁業者等に対し、対策プランづくりや効果検
稚魚等の実態調査（宮城県仙台湾）

証等についての技術的なサポートを行うことをね
らいとしている。大規模な磯焼けの改善事例づく

（４）漁場整備と栽培漁業を連携させた海づくり
事業の検討（平成18年度から現在）

りを行うこととこれらの取組事例から磯焼け対策
の体制づくり等のノウハウを整理し、他地域への

豊かな海をとりもどすために「漁場整備」「栽

普及を図り、磯焼け改善に対する漁業者等の意欲

培漁業」「漁業管理」などが各地で進められてい

を向上させ、漁業者等の自発的な取組を促し、磯

る。「栽培漁業」に関しては一部の地域で市民参

焼けの全国的かつ効率的な改善を目指すものであ

加による種苗放流や体験教室などの普及・啓発活

る。

動が進められている。また、「漁場整備」につい
てもアマモ場の造成や藻場回復のためのウニ除去
作業などが市民参加により進められているが、そ
れぞれ単独で活動している事例が殆どである。
そこで、栽培漁業を中心に豊かな海づくりを目
指す全国団体である当協会と、市民参加によるア
マモ場造成の先進機関であり、種苗生産施設も擁
している神奈川県水産技術センターが共同するこ
とで効果的な事業の実施を目指すこととした。具
体的には、神奈川県水産技術センターが水産基盤
整備調査によって市民との協働で造成したアマモ
場を活用し、地元の小学生に種苗生産、放流から
放流魚の生態観察のモニタリングまでの過程の体

漁業者に対する磯焼け対策ガイドライン講習会
（山口県下関市）
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事業実施にあたっては、当協会、水研センター

が各地で行われている（表 9 ）。

及び社団法人水産土木建設技術センターの三者が
協力して行い、その中で当協会は、おもに「磯焼
け対策ガイドライン」を漁業者等に理解してもら

３）農林水産省「消費者の部屋」特別展示
（平成19年度、20年度）

うための講習会の開催と大規模磯焼け対策として
の土木的ではないソフト面の手法のサポート等を
担っている。

農林水産省 1 階にある消費者の部屋にて「豊か
な海づくりの週」と題し、関係都道府県、水研セ
ンター等の協力のもと、人工種苗の水槽展示や豊

Ⅰ−２

豊かな海づくりを広く国民に
理解してもらうための活動

かな海づくりに関する取り組みのパネル展示等を
行った。19年度は 7 月23〜27日の 5 日間展示を行
い、来場者数は1,376人であった。20年度は当協

１）全国豊かな海づくり大会

会設立 5 周年記念事業の一貫として、7 月22〜25
日の 4 日間展示を行い来場者数は1,022人であっ

全国豊かな海づくり大会は、水産資源の維持培

た。20年度には、新たな取り組みとして、関係都

養と海の環境保全に対する意識の高揚を図るとと

道府県の協力を得て、各地の豊かな海づくり活動

もに、水産業に対する認識を深めるための幅広い

のパネルや生産された種苗の水槽展示、そして、

国民的行事として、昭和56年第 1 回大会を大分県

関係県が実施する放流行事を「全国一斉放流」と

で開催して以来、道府県の持ち回りで20年 9 月 7

して位置づけ、関係県が一体感を持った種苗放流

日に新潟県で開催し、28回の大会を重ねてきた

を実施したことを紹介した。水槽展示には、水研

（表 8 ）。
しかしながら、地方財政厳しき折、ここ数年来
開催計画が確定しないまま現在に至っている。
そこで、21年度は、豊かな海づくり推進委員会
（事務局：全漁連）主催により東京都区内におい
て開催することとなった。22年度については、岐
阜県において開催が予定されているが、その後の
開催については未定な状況である。

センター（ウナギ、レプトケファルス幼生、イセ
エビの稚エビ・フィロソーマ幼生、トラフグの稚
魚、ズワイガニの稚ガニ）、北海道（マツカワの
稚魚）、大阪府（オニオコゼとクロダイの稚魚）、
山口県（アカアマダイの稚魚）の協力を得て展示
を行い、多くの来場者の興味を引いた。
来場者に対しアンケートを実施したところ、沿
岸の資源を維持するために種苗放流は今後も実施

一方、豊かな海づくり推進委員会は、開催経費

すべきとの意見が98％あった一方で、30％が全国

の削減を行うという趣旨に立って、大会のコスト

各地で種苗放流が行われていることを知らなかっ

ガイドラインを作成し、未開催都府県及び関係機

たことなど、これらの結果を真摯に受け止め、種

関に送付し、機会あるごとに開催のお願いを行っ

苗放流やその他の豊かな海づくりに関する取り組

ている。

みを一般国民にさらに周知するため、今後もPR

未開催の都府県関係者の皆様には、この厳しい

活動を実施していきたい。

漁業環境を乗り越えるためにも、水産関係者だけ
ではなく、一般国民の皆様にも歓迎されている国
民的行事の、全国豊かな海づくり大会の開催につ
いてご検討いただくことをお願いしたい。

２）各都道府県版海づくりの開催状況について
全国豊かな海づくり大会の開催を契機にその理
念を継承する大会や全国大会は未開催ではある
が、地域住民に水産資源の維持増大及び環境保全
の啓発を図り、「つくり育てる漁業」への理解を
深め、地域の水産振興に寄与する目的の大会など

44

「消費者の部屋」展示レイアウト

表８

全国豊かな海づくり大会の歩み
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表９ 各地で開催されている「豊かな海づくり大会」
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４）栽培漁業教室、放流体験教室、放流マダ
イ観察会の開催
Ⅰ− 1 − 4 ）水産庁委託事業の項で概要を紹介
した「漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加
による海づくり事業の検討」のうち、20年度に、
神奈川県横浜市金沢区の小学生等を対象に実施し
た栽培漁業教室、放流体験教室、放流マダイ観察
会の概要は以下の通りである。
放流体験風景

（１）栽培漁業教室
神奈川県金沢区の小学校 6 校の 5 、6 年生を対
象に募集をかけたところ 4 校26名（児童20名、引
率教諭 6 名）の参加を得て 8 月18日に実施した。

（３）放流マダイ観察会
放流体験教室の 1 週間後である 9 月13日に、放

午前中は神奈川県水産技術センターにて、「漁場

流したマダイが地先のアマモ場に生息しているこ

整備や栽培漁業などの豊かな海づくりの取り組

とをROVを用いて観察する「放流マダイ観察会」

み」「マダイの栽培漁業」「地元漁師の話」につい

を神奈川県立海洋科学高校の協力のもと実施し

ての勉強会、神奈川県水産技術センターと（財）

た。放流地先のアマモ場は当該地域の市民により

神奈川県栽培漁業協会の施設見学、岸壁からの標

造成されたアマモ場であり、そのアマモ場の観察

識トラフグ種苗の放流を実施した。午後は神奈川

も兼ねていた。

県小網代湾に移動し、神奈川県栽培漁業協会のマ
ダイ中間育成施設での船上からの給餌体験と干潟
観察を実施した。

モニターを覗く参加者

栽培漁業教室の参加者（小網代湾にて）

わずか20分程度のROVによる観察であったが、
マダイの稚魚やウミタナゴ、ハゼなど多くの生き

（２）放流体験教室
市民との協働により再生されたアマモ場を地先

物が観察され、特にマダイの稚魚が映し出される
と参加者より歓声が上がった。

に有する神奈川県横浜市金沢区海の公園におい

栽培教室・放流体験教室・放流マダイ観察会

て、栽培漁業教室の参加者と一般来訪者を対象と

は、個々の参加だけでも勉強会を併設することに

して放流体験教室を 9 月 6 日に行った。実施内容

より「漁場整備」と「栽培漁業」が連携した「豊

は、豊かな海づくりと栽培漁業についてのミニ勉

かな海づくり活動」を理解してもらうことに配慮

強会の後、浜からのマダイ種苗の放流を行った。

した。

放流種苗は先に実施した栽培漁業教室において参
加者が給餌した種苗であった。

特にアマモ場の造成に関わり一連の取り組みに
参加したものは、「つくり育てる漁業」の両輪で
ある「場づくり」から栽培漁業の重要な工程の一

52

つである「中間育成、放流」を実際に行い、そし

ら、一年365日の中で、ある特定の日を定めて全

て、観察会でアマモ場に生息するマダイの稚魚を

国一斉放流を実施するのは難しいことが判明し

目の当たりにして、文字通り「場づくり（漁場整

た。

備）」と「栽培漁業」が連携した「豊かな海づく
り活動」を体験したこととなった。

一方、これまで全国豊かな海づくり大会は、開
催県と大会を推進する全国漁業協同組合連合会、
大日本水産会、当協会などで構成されている推進

５）全国一斉放流の呼びかけ

委員会との共催の形で開催されてきた。平成21年
度は第29回大会となるが、その歴史上はじめて推

平成20年 7 月22日（火）から 7 月25日（金）ま

進委員会のみでの開催という新たな展開となり、

で農林水産省「消費者の部屋」において「豊かな

海・川・森の連携をテーマにした第30回岐阜県大

海づくりに関する週」と題して関係都道府県のご

会へ引き継がれることが、20年 9 月 7 日に開催さ

協力を得て豊かな海づくりについての広報活動を

れた第28回新潟大会で明らかになった。
そこで本大会を支援するために、当協会は、各

行った（詳細：前述）
。
その際、「豊かな海づくり」の象徴の一つであ

都道府県、都道府県漁連・漁協等の賛同・協力の

る種苗放流を全国一斉に実施することにより、全

もとに、平成21年度に各都道府県で実施される種

国の関係者が連携し、「豊かな海づくり」の振興

苗放流を「全国一斉放流」として位置づけ、各都

により一層寄与しようとの呼びかけにご賛同いた

道府県で行われる放流をリレー形式で結び、第29

だき、全国一斉放流の中で特に 7 月に実施された

回全国豊かな海づくり大会会場にゴールして、

放流をパネル展示した。数多くの県にこの呼びか
けに応えていただいたが、南北に長い日本列島に

「豊かな海づくり」を推進している都道府県の力
の結集を図る計画を進めている。

おいて種苗生産および放流時期等が異なることか

Ⅱ

今後の取組みに向けて
の移行期間に入ることとなり、認定委員会の審議

１

都道府県段階での栽培漁業の推進体制

などを経ることとなっている。
栽培漁業の推進に関わる公益法人には様々な形

栽培漁業の真の推進者である漁業者は、高齢化

態があり、一概には述べ難いものの共通するのは、

しており、所属する系統組織の沈滞は、推進力の

種苗の生産と放流することにあるが、放流された

低下に繋がっている。

種苗は、その後の生育を自然界に委ねるという特

また、種苗量産施設は、基本施設の整備から30
年近くが経過し、老朽化しており、更新を必要と

性に着目すれば、放流事業は、正に、公益性を具
現化しているものである。

しているが、地方財政の悪化がこれを妨げている
ばかりか、法定耐用年数との不整合から財政支援

２

中央における栽培漁業の推進体制

を受けることも出来ない現実がある。
種苗の量産は、当初、県営で開始されたが、そ

施設整備を除いて、栽培漁業の調査などソフト

の後、法的環境整備による誘導もあり、多くの県

の予算が税源移譲の対象となった結果、国は、栽

では、公益法人を組織し、その運営を、漁業者を

培漁業の推進の上で、都道府県に対して財政支援

含む関係機関の協力によって造成した基金の運用

による直接的指導の途が断たれ、当協会の補助事

に依存する設計で進められた。しかし、常態化し

業を通じての間接的対応となっている。

た低金利情勢は、機能不全を招来し、いずれの組
織もその経営は、極めて深刻な状況にある
本年12月には、新しい公益法人制度への 5 ヵ年

本来、一部の定着性生物を除いて、海洋生物は、
移動・回遊して生育するものであり、都道府県単
位の行政区域を越えての対応には、国の関与なく
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して海洋生物資源の適切な管理を考えることは出

施の状況を見ても、国が作成する広域計画では、

来ない。積極的対応が強く望まれる処である。

18件中 8 件が、また、都道府県が作成する地先資

また、水研センターには、より多くの魚種を対

源については、45件中の30件が、種苗放流を回復

象に、より大量の種苗を、より安価に生産しうる

計画の柱に据えている事実は、施策の重要性を明

技術の開発を最優先課題として取り上げると共

示していることに他ならない。

に、他方、同センターの総合的機能に着目すれば、

しかし、国、地方自治体のいずれもが、財政事

種苗の生産、放流から漁獲にいたる全工程を包含

情が極めて厳しい現実を踏まえる中で、従来の展

して社会・経済的側面から栽培漁業の確かな意義

開を振り返り、推進策を再構築することにより今

を確認することも急務であろう。

後の展開を期すべきであると思われる。

その際、関係県の連携・協力の進展とも呼応し

その際、重要な視点の一つは、改めて、国の新

て、各地に点在する水研センターの栽培漁業セン

たな関与を求めねばならないのであろうが、並行

ターが、技術開発面での機能発揮にとどまらず、

して、各県もフルセット装備で競う方向ではなく、

対象種によっては、親魚養成や種苗量産の中核的

県域を越えて、役割分担を意識しながら、連携・

機関として中核的役割を担うことも考慮すべき重

協力することにより、新たな展開を図ることの可

要な課題であると考えられる。

能性を追求すべきではないかと考えられる。
都道府県、国、水研センターに加え、都道府県

３ 関係機関の協力・連携の強化による
沿岸漁業の再生に向けて

及び系統団体の強い意志の下に設立された当協会
が、改めて強い連帯の下に力を結集すれば、世界
に冠たるわが国の栽培漁業の新しい歴史を築くこ

豊かな海づくりとは、豊富な水産生物の存在と

とが可能となるのではないか。

活力ある漁業の実現を目指すものであろう。そし

当協会は、栽培漁業の推進を核としつつ、豊か

て、四面環海のわが国の海岸線に豊かな漁村の実

な海づくりを目指して、全国都道府県の努力が確

存を図ることに他ならない。

かな歴史を刻むことが出来るように最大限の努力

沿岸漁業の振興には様々な内容があろうが、栽
培漁業の推進を凌駕する施策は現在の処見当たら

を傾注すよう自らを鼓舞している処である。
会員各位の今後のご発展を祈念すると共に当協
会への更なるご指導、ご鞭撻を心からお願い申し

ないのではないか。
水産庁が推進している資源回復計画の策定、実

Ⅲ

上げる次第である。

会員コーナー

設立から 5 周年を経過した当協会に対する会員

種苗の生産及び放流又はその育成を推進するこ

からの要望・期待とともに叱咤激励をいただいた

とが適当な水産動物の種類（以下「事業推進種」

ので紹介します。

という。）は、ヒラメ・マツカワ・ニシンなど 8
種。

Ⅲ−１

正会員

技術開発を進める魚種（以下「技術開発推進種」）
は、マナマコ・マガレイ・ハタハタなど 6 種。

栽培漁業の一層の推進

マツカワ（えりも以西太平洋海域）

北海道の取り組み（第５次栽培漁業基本計画

平成

17年度〜平成21年度）

ターを整備し、平成18年度から放流効果実証事業

北海道庁水産林務部水産局水産振興課
栽培振興グループ

国の支援を受けてマツカワ種苗生産の拠点セン

主査 喜 多 正 弘

として100万尾放流を行っている。
（社）全国豊かな海づくり推進協会からは、技
術研修普及事業「都道府県版海づくり大会」を平
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成18・20年度に

が、非常に高まってきている。

えりも以西海域マツカワ稚魚放

このため、道では、平成19年度に放流技術開発

流式（実施主体：えりも以西栽培漁業振興推進協

と自主的資源管理の促進を目的とした「ナマコ資

議会） として、支援を受け実施した。
また、水産庁の補助事業である

源増大推進事業」を開始した。

栽培漁業資源

回復等対策事業（実施主体：（社）全国豊かな海

（社）全国豊かな海づくり推進協会からは、技

づくり推進協会） では、平成18年度からえりも

術研修普及事業「現地研修会」を平成19年度に

太平洋海域でのマツカワについて、標識放流・市

ナマコの栽培漁業を支援するフィールド研究
（講師・浜野龍夫氏（水産大学校准教授）） とし

場調査等を行った。
ナマコ

て、支援を受け実施した。

近年、中国での需要の高まりなどから、ナマコ

本道においては、上述のマツカワ・ナマコの他

の生産は、平成 9 年が 1 千 1 百トン、6 億円であ

にも栽培漁業の推進が期待される魚種があり、今

ったものが、10年後の平成19年で 2 千 8 百トン、

後とも、協会におかれましては、国からの予算獲

83億円と急激に伸びており、沿岸漁業における重

得はもとより、協会独自事業の充実に努めていた

要な魚種となっており、全道のナマコを生産する

だきたい。

地域においては、栽培漁業技術開発に対する期待
マツカワ
年

度

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

放流数（万尾）

3.5

10.2

8.4

8.9

11.9

11.0

2.5

6.7

6.2

109.6

124.8

漁獲量（トン）

0.7

1.7

2.7

6.2

7.5

5.5

7.7

10.1

9.6

9.4

19.3

ナマコ
年

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

漁獲量（トン）

1,128

1,379

1,209

1,544

1,504

1,483

2,090

2,330

2,478

2,802

2,835

漁獲金額（億円）

6.0

7.1

7.2

10.2

9.7

10.7

23.9

34.4

43.9

74.1

83.4

単 価（円/kg）

525

518

592

657

644

721

1,145

1,476

1,771

2,644

2,942

地方自治体への補助金助成から地方交付税を交付

全国豊かな海づくり推進協会の事業に
関する要望・期待

するシステムに変わり、各地方自治体の自治事務
として、それぞれの自治体の裁量に任されること
になった。

財団法人 神奈川県栽培漁業協会

栽培漁業の推進にとって、中央集権システムか

専務理事 今 井 利 為

ら地方分権システムに切り替えたデメリットの実
態が次第に明らかになってきた。

2003年、社団法人日本栽培漁業協会の解散に伴

国が係わってきた補助金時代は、水産庁が主導

って社団法人全国豊かな海づく推進協会が発足し

する中、技術情報や普及情報の一元的把握、人か

た。

ら人への情報の伝達がし易かったと感じている。

本協会の事業は、日本栽培漁業協会が行ってい

また、各県の栽培漁業の推進母体は、公益法人

た事業内容のうち、栽培漁業推進に係わる普及啓

である各県栽培漁業協会が財団法人あるいは社団

発および情報収集・整理などを担当し、種苗生産

法人で運営している。法人改革が2008年12月に行

技術・放流技術の開発は独立行政法人水産総合研

われる予定であり、その後、5 年間で公益法人か

究センターに引き継がれた。

一般法人かの選択を迫られている。

国の行政改革の中、水産振興に関わる予算は、

財団法人は、近年の低金利で経営が厳しい状況
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に置かれており、さらに、補助金の削減・廃止で

府県の協調性が欠かせない。三位一体改革を期に

経営困難となっている。

分かりにくくなった栽培漁業の実施体制につい

今まで栽培漁業を推進するためには、種苗生

て、今一度整理しなおす必要があると考える。国

産・放流技術の開発が課題であったが、これらの

に対しては、再度のリーダーシップの発揮をお願

技術が確立し、水産業界に定着しつつある状況で

いしたいが、それとは別に貴協会には、今後も都

は、今までにも増して、国民への栽培漁業の理解

道府県間の調整役としての御尽力をお願いした

を得られるように、広報活動を機動的に行うこと

い。

が、社団法人全国豊かな海づく推進協会に求めら

また、栽培漁業については小学校の社会科で学
ぶ機会があるが、その内容と必要性について多く

れている。
さらに、栽培漁業の推進にとって各県栽培漁業

の方々は認識していないのが現状である。我々は

協会の経営は新たな局面に立たされており、円滑

税金を用いて事業を実施する以上、国民にその内

な経営を図るうえでの有益な情報提供と指導をお

容を説明する必要があり、当然、栽培漁業につい

願いしたい。

ても同様であるが、予備知識を持っているのとそ

また、主として瀬戸内海・九州で活動している

うでないのとでは、説明に対する理解や意見も全

民間の種苗生産会社等で得られている栽培漁業の

く異なったものとなってくると考えられる。貴協

経営に有益な技術も入手し情報として流してほし

会には、広告塔としてこれまで以上に栽培漁業に

い。

関する周知をお願いしたい。

栽培漁業のシステムを情報過疎になりがちな各

加えて、近年、様々な事業において、その費用

県栽培漁業協会と如何に連携して、情報を共有し、

対効果が求められており、栽培漁業についても例

有益な情報を得て、さらに沿岸漁業に栽培漁業を

外ではない。費用対効果を求めるには受益の範囲

定着させていく推進母体として社団法人全国豊か

を明確にしておく必要があるが、栽培漁業の受益

な海づく推進協会の活動に期待している。

者は明確になっているとは言えない。貴協会には、
今後の栽培漁業のあり方を検討するためにも、国
民に対するアンケート調査なども含めて、栽培漁

海づくり協会に期待すること

業の受益範囲を明確にする方法を模索してもらい
たい。

京都府農林水産部水産課

全国豊かな海づくり推進協会が社団法人として

主査 岩 尾 敦 志

発足後、5 周年に当たる記念誌で、お願いばかり
することになってしまったが、そのいずれもが貴

栽培漁業とは、大海原に種苗を放流し、大海の

協会だけにお任せすれば良いことではないことは

生産力を利用して魚介類を維持、増大させようと

十分に承知しているつもりである。当然、そこに

するものである。これは、海の資源を捕り過ぎな

は国の役割があり、都道府県の役割があると考え

いようにし、海の回復力により魚介類を維持、増

ている。

大させようとする資源管理と併せ、海の資源を持

最後に、栽培漁業の推進のため、貴協会がなさ

続的に利用するための重要な方策である。栽培漁

れた御尽力に対し、敬意を表させていただきたい。

業はこれまで、国の補助金制度により、国のリー
ダーシップの下で進められてきた。
しかし、平成18年度からの三位一体改革による
都道府県への税源移譲の結果、栽培漁業に対する

全国豊かな海づくり推進協会に期待
すること

国の引率力はほとんどなくなってしまった。この
ままでは、栽培漁業は各都道府県といった地域毎
の思惑によってのみ進められることになる。

長崎県水産部資源管理課
係長

森 川

晃

マダイ、ヒラメなどの広域回遊魚種に対しては、
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日本全体を視野に入れた、都道府県の概念を越え

全国豊かな海づくり推進協会は、平成15年10月

た施策が必要であり、それには国の主体性と都道

の発足以来、栽培漁業推進の中核的組織として、

様々な活動に取り組まれ、沿岸漁業の振興に大き
く貢献されており、水産庁や（独）水産総合研究

栽培漁業に対する思い

所センターからの委託等による、栽培漁業技術の
財団法人 宮崎県水産振興協会

実証、種苗放流実績調査、海域レベルでの適地放

常務理事

流体制の構築に必要な調査（栽培漁業資源回復等

松 木 幹宏

対策事業）等、本県水産業の振興にとりましても
有益な事業を実施していただいております。

全国豊かな海づくり推進協会（海づくり協会）

特に、栽培漁業技術の実証においては、本県内

が設立されて、早や 5 年が過ぎました。海づくり

では種苗量産体制が構築されていない魚種である

協会は、日本栽培漁協会と全国沿岸漁業振興開発

クエ等について、（独）水産総合研究所センター

協会が行ってきた業務のソフト部門を新たな組織

の栽培漁業センターで生産された種苗の配布を受

として受け持ち、我が国沿岸の豊かな海を築くこ

け、漁協等が放流試験に取り組んでおります。こ

とが命題であろうと理解しております。

の事業に対する、本県漁業者の期待は大きく、県

豊かな海は、日本人の魚食文化を支える基礎と

としても、今後とも、安定的に多くの種苗を配布

なるものであり、かつ日本国の食料資源として国

いただき、栽培漁業技術の実証に取り組みたいと

の政策課題上からも非常に大切な一つであろうと

考えています。

考えます。しかしながら、全国的にみても沿岸域

また、種苗放流実績調査については、種苗生産

主要魚種の資源状態は厳しい状況にあると云われ

や放流に関する全国唯一の統計であり、栽培漁業

ており、本県においても同様の状況にあります。

の推進にあたり、本県のみならず、他県の状況を

本県では、昭和38年の瀬戸内海栽培漁業協会発

把握するための貴重なデータとして活用してお

足時から、栽培漁業に取り組み、クルマエビ放流

り、今後とも是非、継続していただくようお願い

を長年続けてきました。事業開始当初は、漁獲量

します。

も増加し、漁業者も中間育成や研修事業に参加し、

現在、九州・山口地域では、複数県間を移動回

官民一体となって、熱意をもって取り組み、将来

遊する広域回遊魚の栽培漁業を、より効果的かつ

の沿岸漁業の方向はかくあるべきとの思いがあっ

効率的に展開するため、九州地方知事会における

たと考えます。

政策連合の取組として、本県が幹事県となり、共
同放流の実現に向けた検討を行っています。

一方最近の栽培漁業をみると、放流事業により
資源が増えることに対し、事業を推進するうえか

しかしながら、種苗確保や栽培漁業技術の確立

らも受益者は相応の負担をすべきだとの取り組み

等多くの課題があること、各県の取組体制が異な

や、行政側からの観点からは、放流効果を重要視

ること等から、共同放流の実現に向けては、国や

した投資効果に目が行きすぎているのではないか

協会の積極的な関与が必要と考えておりますの

との思いがあります。

で、今後とも、ご指導、ご助言をよろしくお願い
します。

栽培漁業の根幹は、環境悪化（藻場、干潟の消
失等）等による、資源の減少を回復すること、国

最後に、昨今の燃油高騰等漁業を取り巻く情勢

民の食生活からの需要増大に安定的に応ずること

の急激な変化への対応や水産物の国内自給率の向

等大きな施策であり、日本の領海内での資源の維

上に向け、沿岸漁業の重要性は益々高まってきて

持増大は国の力を維持するため、国土保全という

おり、また、栽培漁業に対する漁業者の期待も非

考えから必要なことではないでしょうか。

常に大きいものがあることから、今後とも、協会

漁業者は資源減少に伴う漁獲量の減少、加えて

におかれましては、栽培漁業の推進にかかる唯一

最近の燃油価格の高騰等により後継者も育たぬよ

の全国組織としての、コーディネーターとしての

うな状況にあります。今こそ、海づくり協会、各

役割を果たしていただくとともに、沿岸漁業の

県の栽培漁業関係機関が一体となって、漁業者だ

益々の振興に繋がる取組を推進していただくよう

けでなく、一般国民に栽培漁業に理解を求める

期待しております。

PR活動に取り組むべきだと思います。
今、目に見えた活動となって、一般国民に訴え
ているのは全国豊かな海づくり大会が最も顕著と
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なっていますが、この他にもメディアを使った広

日は」と何回か話しました。水研センターの栽培

報活動が大切なのではと思っています。

担当者は、「理事でなければ無事には置かん」と

最後になりましたが、海づくり協会は、会員及

いう顔をしながらも「一理あるかなあ」と愛想も

び漁業関係者に対し、現在の事業内容で十分な活

見せてくれました。都道府県の方も「局面を開く

動をしていると考えます。私ども地方の栽培漁業

ための一つの方策か」と思ってくれたかどうか。

関係団体の存続と、栽培漁業を推進し豊かな海の

「豊かな海づくり」のためには、栽培漁業だけ

実現を図るため、今後とも、ご指導方どうぞよろ

でなく、水産基盤整備事業や旧沿構等のハード、

しくお願いいたします。

改良普及や資源管理等のソフトなど、種々の手段
を海域の特性や対象資源の性質に合わせてうまく

Ⅲ−２

特別会員

組み合せ、予算も公共・非公共、国費・県費を連
携させて、「増殖」の効果を発揮する。そんなイ
メージを「新しい増殖」と呼んでみました。

海づくり協会への期待

海づくり協会におかれては、他団体とも連携・
協力しながら、「新しい増殖」を確立するために、

社団法人マリノフォーラム21
専務理事 井 貫 晴 介

架け橋ともなって技術面あるいは事業面から提言
していっていただきたい。

海づくり協会の創立 5 周年おめでとうございま
す。貴会は、公益法人見直しや、行政改革、三位

がんばれ！「海づくり」！

一体改革等の流れの中で、独立行政法人水産総合
研究センターと密接な協力・連携をとりつつ、
国・都道府県の行政、各地の試験研究機関及び栽

社団法人 海洋水産システム協会
副会長

藤 田 純 一

培漁業機関の相互連携の架け橋として、「栽培漁
業資源回復等対策事業」や「栽培漁業の実証事業」
等の実施により、豊かな海づくりに貢献するとと

年を心からお祝い申し上げます。

もに、栽培漁業技術の維持・向上に努力されてい

水産関係の公益法人にとって、この数年間、苦

ます。役職員の皆様におかれましては、新事務所

労の連続でした。「海づくり協会」関係者の皆様

への移転を契機に益々ご活躍されることを祈念し

も、大変なご努力を重ねてこられたました。団体

ます。

仲間として、心から敬意を表したいと思います。

現在、海づくり協会には、栽培漁業センターも

「海づくり」の取り組みは、大変息の長い事業

なく、若い技術者もいないわけですが、水研セン

ですが、漁業資源を支え、安定的な漁獲を保証す

ターの栽培漁業センター等や現場の技術者は、集

る重要な手段として、今後、我々に大きな成果を

合住宅に組み込まれた実家であり、形の上で別れ

もたらすであろうと考えています。

た家族といっていいでしょう。実家や家族は年々

歴史的に見れば、19世紀までは、漁業生産力は

変化していくと思われますが、今後とも架け橋効

「海」の再生産力をの範囲内でありましたから、

果を発揮し、協力・連携を密にしていって欲しい

漁業にとって生産力の向上が主要な課題でありま

と思います。

した。20世紀に入り、漁業の生産能力は「海」の

私が水研センターの栽培担当理事だった頃、ブ

生態系を変えるほどの「力」を持ち、この世紀の

ロック会議へ出席することと、会議開催地近くの

後半になると、多くの海域で漁業資源の減少が深

栽培漁業センター等に訪問することが楽しみでし

刻な課題として顕在化いたしました。

た。この 3 月末にようやく16カ所全てを回り終え

そこで、様々な資源の保存措置や漁獲の管理手

ました。また、ブロック会議での協会担当者の熱

法が実行されていますが、「海」の生態系と共存

心な提案・議論も忘れることが出来ません。

することはなかなか一筋縄ではいきません。その

そんなブロック会議等の懇親会。非公式な席、
挨拶の中で「古い栽培さようなら、新しい増殖今
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（社）全国豊かな海づくり推進協会の設立 5 周

中でも、最も画期的ではあるが、膨大な知見と経
験と能力が必要であるのが、いわゆる「栽培漁業」

た。

であり「海づくり」です。
これが大変困難なテーマであることは当然で

私は大学卒業以来、主に海洋調査業務で全国各

す。「海」の生態系を理解・把握し、必要な「手

地に赴き、水産や海洋に関する様々な場面で知見

入れ」をしつつ、余剰の資源を合理的に、かつ大

を得てきたつもりですが、各栽培漁業センターを

量に生産するなどという

を獲得

訪れる度に新たな事を体験し、まだまだ知らない

することは、人間の活動として未開拓領域、つま

ことが数多く有るものだと痛感させられます。特

りフロンティアへのチャレンジであり、そもそも

に各栽培漁業センターにおける新しい種苗生産技

人類史的な挑戦と言えるのです。ですから、時間

術や飼育方法、標識装着技術等には驚きの目で見

が掛かることは当たり前で、何よりも粘り強い努

るものも多く、また、センター御担当者からの説

力が求められます。

明にも感心させられ、大いに勉強になります。

技

や

能力

その代わり、努力の見返りはとてつもなく巨大

このようなところへは通常、個人ではなかなか

です。「海」の恵みを未来永劫豊かに享受し続け

訪問することができず、色々なことを体験する機

ることができるのです。そして、大変有り難いこ

会を得ることは容易ではありません。昨今インタ

とに、我が国では長年にわたる関係者の努力で、

ーネット・文献・資料等でもかなりの情報や知識

様々な取り組みと研究が世紀を跨いで営々と続け

を得ることはできますが、実際に現場に足を運び、

られて、少しずつ成果が挙がってきています。す

見聞きすることとは大きな違いがあり、言うまで

ばらしい到達点と思います。

もなく体験したことは身にも付きます。

「海づくり」の取り組みは、社会的にも経済的

以上のことを踏まえ、5 周年という節目を機会

にも、これから価値が増してくるでしょう。21世

に、貴協会主催による水産業関連各地への研修及

紀は「環境の世紀」「自然との共存の世紀」と謳

び勉強会開催を企画していただく旨、提案いたし

われていますが、幸いなことに、私たちは「海づ

ます。

くり」が実を結ぶであろう、21世紀の日本に暮ら

貴協会の前身である（社）全国沿岸漁業振興開
発協会が毎年海外への視察を開催しておりまし

しています。
「食」と「漁業」と「海」の将来を切り開く

た。弊社におきましても、この視察には数回参加

「海づくり」に、私たち関係者も、「協会」皆さん

させていただきましたが、新しい知識を得る好機

と一緒になって汗を流したいと思います。

となり、また、様々な分野から参加された会員相
互での意見交換を行い、親睦を深める事もできま

Ⅲ−３

賛助会員

した。
水産業界の中においても異業種間交流により通

全国豊かな海づくり推進協会主催にる
水産業関連各地への研修及び勉強会開
催の提案
株式会社 スガ・マリンメカニック
代表取締役

田 沼 健 二

常行っている業務の範疇以外のことを見聞するこ
とは非常に大切なことです。そして、それは各協
会会員の皆様におかれましても興味を持たれ、更
には新規事業の立案・展開への一助となるのでは
ないでしょうか。
また、今年 6 月には磯焼け対策に取り組む都道
府県の水産試験場や行政の担当者の方々を対象と

貴協会におかれましては設立 5 周年を迎え、業

して東京海洋大学館山ステーションにおいて開催

務拡大も順調進み益々の御発展、お慶び申し上げ

された「磯焼け対策実習」において、潜水実習が

ます。

行われる関係上、弊社社員を安全対策要員として

弊社ではここ数年、（社）全国豊かな海づくり

派遣させていただきました。その際、参加者の

推進協会様より栽培漁業対象魚類等の写真撮影業

方々と一緒に藻場調査等の専門家により磯焼け対

務を受注し、各地の栽培漁業センター等を訪問し

策に必要な調査手法等の実習も経験させていただ

撮影を行っております。今年 6 月には奄美栽培漁

き、非常に有益な知識、技術を習得することがで

業センターに伺い、クロマグロの産卵シーンを撮

きました。

影するという貴重な体験もさせていただきまし

このような講習、実習に参加させていただくこ
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とは各会員にとりましては有意義なことです。
今年も全国豊かな海づくり推進協会により全国
各地においてこのような講習、実習が多く開催さ
れているようですが、是非とも各会員にもご案内

り「農商工連携88選」に選ばれました。
（7）豊かな海づくりへの提言
「海のものを海に戻す、これぞ大自然の法則」
貝殻を利用し、豊かな海づくりに貢献します。

いただき、参加できる道筋をご検討いただきます
ようお願い申し上げます。

Ⅲ−４

賛助会員の事業内容・活動
内容等

海洋建設株式会社
（1）代表者名：片山敬一
（2）所在地：岡山県倉敷市児島駅前1-75
電話086-473-5508、FAX086-473-5574
JFシェルナース幼稚魚保護育成礁

（3）設立年月：1983年 2 月
（4）沿革
1994年 貝殻魚礁「JFシェルナース」開発
1995年

水産環境研究所開設

2002年

JFシェルナース幼稚魚保護育成礁開
発

2004年

東京事務所

開設

2007年 JFシェルナースSF型（人工中層海
底）開発
（5）事業概要、活動内容、地域の特色
人工魚礁の開発や製造、水圏環境・魚礁漁場
調査、潜水作業など、水中に関する事業を行う
キジハタ種苗の放流

ことによって水中環境を改善し、社会に貢献す
ることを目的にした会社です。社長の片山敬一
は元漁業者で、ダイバーという経歴を持ち、魚

日本大型人工魚礁協会

を増やし、豊かな海を取り戻したいという思い
から貝殻魚礁「JFシェルナース」を開発し、事

（1）代表者：会長理事

業採用されました。また、人工種苗の放流効果

（2）住所：東京都中央区銀座3-8-13

を向上させる技術として幼稚魚保護育成礁を開

電話03-3563-9111

発し、それ以降も生産コストの削減、飼育リス

（3）設立：1977年 3 月設立

クの軽減が可能になるよう放流サイズを小型化

（4）沿革

FAX03-3563-9112

して効果が得られる構造の試験研究を進め、各

1976年沿岸漁場整備開発事業のスタートを機

種学会で報告しております。本技術は、沿岸域

に、セメントメーカー・コンクリート資材メー

の資源管理の重要性が増している中、魚礁漁場

カー等が中心となり設立、以降主要なコンクリ

や増殖場のみならず、漁港や港湾施設に応用可

ート製魚礁メーカーが加盟し、現在会員数 9 社

能なものと考えております。豊かな海づくりの

にて活動。

ため、本技術をより多くご利用いただければ幸

（5）事業概要

いです。
（6）最近のトピックス
JF全漁連と弊社の取組が農水省、経産省によ
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鉢木和三

漁港漁場整備事業を推進する関係官公庁や各
種団体との連絡、情報交換や技術課題に対する
基礎資料の整備、技術研究、企画提案等を実施。

このほか、ホームページ（http://www.nissyoukyou.
com）や各種イベントへの協賛を通じて、一般

（6）最近のトピックス等
第28回全国豊かな海づくり大会（新潟大会）

市民の方々へ事業の啓発活動を実施していま

へ協賛出展、人工魚礁の模型・パネル展示や新

す。

潟県の沿岸に生息する海水魚の水槽展示を実施
し、盛況に大会を終えた。
（7）豊かな海づくりへの提言
人工魚礁や増殖礁・藻場礁の設置による水産
基盤整備は、豊かな水産資源と良好な海の環境
を、次の世代に残すための大切な事業であると
考えます。私共は豊かで元気な「浜」の実現を
目指し、会員各社の専門技術に磨きをかけてま
いりますので、気軽にご相談頂ければ幸いです。
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会

員

名

簿

正会員（１号会員）
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県

福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県

新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県

愛知県
三重県
京都府
大阪府
兵庫県

和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県

山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県

福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県

宮崎県
鹿児島県
沖縄県

正会員（２号会員）
全国漁業協同組合連合会
岩手県漁業協同組合連合会
秋田県漁業協同組合
山形県漁業協同組合
福島県漁業協同組合連合会
千葉県漁業協同組合連合会
東京都漁業協同組合連合会
新潟県漁業協同組合連合会
石川県漁業協同組合総合
福井県漁業協同組合連合会

愛知県漁業協同組合連合会
京都府漁業協同組合連合会
大阪府漁業協同組合連合会
兵庫県漁業協同組合連合会
和歌山県漁業協同組合連合会
鳥取県漁業協同組合
岡山県漁業協同組合連合会
広島県漁業協同組合連合会
山口県漁業協同組合
香川県漁業協同組合連合会

徳島県漁業協同組合連合会
高知県漁業協同組合連合会
福岡県漁業協同組合連合会
佐賀県玄海漁業協同組合連合会
佐賀県有明海漁業協同組合
長崎県漁業協同組合連合会
大分県漁業協同組合総務部
熊本県漁業協同組合連合会
宮崎県漁業協同組合連合会
鹿児島県漁業協同組合連合会

正会員（３号会員）
社団法人北海道栽培漁業振興公社
社団法人青森県水産振興会
宮城県漁港漁場協会
財団法人山形県水産振興協会
財団法人茨城県栽培漁業協会

財団法人神奈川県栽培漁業協会
社団法人富山県農林水産公社
財団法人静岡県漁業振興基金
財団法人三重県水産振興事業団
社団法人島根県水産振興協会

愛媛県豊かな海づくり推進協会
社団法人大分県漁業海洋文化振興協会
社団法人沖縄県漁港漁場協会

特別会員
財団法人海外漁業協力財団
財団法人海洋生物環境研究所
漁船保険中央会
全国共済水産業協同組合連合会
全国漁業共済組合連合会

全国海苔貝類漁業協同組合連合会
財団法人東京水産振興会
社団法人海と渚環境美化推進機構
財団法人漁港漁場漁村技術研究所
社団法人漁業情報サービスセンター

社団法人水産土木建設技術センター
社団法人全国漁港漁場協会
社団法人日本水産資源保護協会
社団法人マリノフォーラム21
社団法人海洋水産システム協会

賛助会員
阿久根市
石垣市
今治市
尾鷲市
倉敷市
高知市
五島市
佐伯市
佐世保市
志摩市
須崎市
玉野市
根室市
福岡市
深浦町
別海町
宮古市
明石浦漁業協同組合
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下田市漁業協同組合
瀬戸内漁業協同組合
田子漁業協同組合
沼島漁業協同組合
浜名漁業協同組合
別海漁業協同組合
いであ株式会社
株式会社沿海調査エンジニアリング
株式会社大滝工務店
オーバーシーズ・アグロフィシャリーズコンサルタンツ株式会社
株式会社OTTO
海洋建設株式会社
特定非営利活動法人環境生態工学研究所
技研興業株式会社
共和コンクリート工業株式会社
株式会社漁村計画研究所
財団法人神戸みのりの公社
五洋建設株式会社

三省水工株式会社
水産大学校同窓会大阪支部
株式会社スガ・マリンメカニック
総合科学株式会社
株式会社東京久栄
株式会社中山製鋼所
日本大型人工魚礁協会
財団法人日本食品分析センター
財団法人日本立地センター
日本リーフ株式会社
浜名湖地区水産振興協議会
株式会社不動テトラ
株式会社マック
マルキュー株式会社
株式会社モビーディック
株式会社連合印刷センター

Ⅳ
年次

月

日

５年史年表
事

項

独立行政法人水産総合研究センターに（社）日本栽培漁業協会及び海洋水産資源開発センターを統合
社団法人全国豊かな海づくり推進協会発足
（社団法人全国沿岸漁業振興開発協会定款変更による。）
島根県浜田市
10月５日 第23回全国豊かな海づくり大会
千代田区コープビル
10月９日 平成15年度臨時総会（新役員選任）
全国豊かな海づくり推進協会の発足を感謝する会
千代田区コープビル
港区三会堂ビル
12月21日 平成16年度水産関係予算説明会（（社）全国漁港漁場協会と共催）

平
成
15
年

10月１日

平
成
16
年

１月19日
１月21日
２月４日
２月17日
３月23日
３月26日
５月26日
〃
９月14日
10月７日
10月15日
10月24日
10月26日
11月１日
11月２日
11月９日
11月14日
11月16日
12月21日

平
成
17
年

１月25日 平成16年度栽培漁業技術中央研修会（水産医薬品に関する知識等）
２月16日 第32回アワビ種苗生産全国担当者会議
２月18日 東日本クルマエビ類種苗生産担当者会議
２月18日 豊かな海づくりを語る会
５月18日 豊かな海づくり現地研修会（ヒラメの放流効果調査）（〜19日）
５月21日 アワビ稚貝に適した増殖基質調査
５月26日 平成17年度第１回理事会
平成17年度通常総会
〃
６月１日 全国豊かな海づくり大会25回開催記念誌編集委員会
６月４日 「海岸クリーンアップ・リレー放流（城ヶ島）」
６月６日 日本海中西部海域広域連携放流調査研修会
６月９日 効果的な漁場造成・管理のあり方調査（事前聞き取り）
６月13日 豊かな海づくり現地研修会（アワビ、ウニの漁場管理）
６月23日 日本海中西部海域広域連携調査検討会
６月30日 有明海４県クルマエビ共同放流担当者会議
７月11日 アワビ稚貝に適した増殖基質調査協議
７月13日 アワビ稚貝に適した増殖基質調査第１回検討委員会
７月17日 きんめだい祭り
７月18日 海のカーニバルinからつ
７月20日 第31回豊漁祈願祭
７月26日 瀬戸内海海域トラフグ共同放流調査計画検討会
７月28日 豊かな海づくり現地研修会（アカマダイ種苗生産技術）
８月１日 サワラ種苗生産・中間育成・放流に関する報告及び検討
８月31日 豊かな海づくり現地研修会（種苗生産技術）（〜９月１日）
９月９日 平成18年度予算対策協議会・税務委員会合同会議
９月11日 第25回全国豊かな海づくり大会小田原地域大会
ふるさと海づくり大会（京都）
〃
９月13日 効果的な漁場造成・管理のあり方調査（漁業者聞取り）
都道府県版豊かな海づくり大会（秋田）
〃
９月20日 効果的な漁場造成・管理のあり方調査

南西諸島栽培漁業技術連絡協議会
東日本クルマエビ担当者会議
平成15年度栽培漁業技術中央研修会（異体類の種苗生産の形態異常防除技術）
第32回アワビ種苗生産担当者会議（〜２月18日）
豊かな海づくり現地研修会（アカアマダイの種苗生産）
平成15年度第３回理事会
平成16年度第１回理事会
平成16年度通常総会
豊かな海づくり現地研修会（アワビ・サザエの種苗放流）
栽培漁業瀬戸内海ブロック会議
栽培漁業日本海北・西ブロック会議
第25回全国豊かな海づくり大会三崎地域プレ大会
豊かな海づくり現地研修会（ハタハタの栽培漁業）
栽培漁業太平洋南ブロック会議
豊かな海づくり現地研修会（ヒラメの種苗放流）
栽培漁業九州西ブロック会議（〜10日）
第25回全国豊かな海づくり神奈川大会プレ大会
栽培漁業太平洋北ブロック会議
平成16年度水産関係予算説明会（（社）全国漁港漁場協会と共催）

鹿児島県鹿児島市
三重県浜島町
荒川区ホテルラングウッド
石川県金沢市
山口県長門市
千代田区コープビル
千代田区コープビル
〃
京都府宮津市
広島県広島市
新潟県新潟市
神奈川県三浦市
青森県鯵ヶ沢町
三重県津市
石川県加賀市
鹿児島県鹿児島市
神奈川県横浜市
青森県青森市
港区三会堂ビル
千代田区サンケイプラザ
島根県松江市
千代田区コープビル
千代田区鎌倉河岸ビル
鹿児島県鹿児島市
千葉県鴨川市
千代田区コープビル
〃
海づくり協会
神奈川県三浦市
新潟県新潟市
広島県広島市ほか
青森県八戸市
兵庫県神戸市
福岡県福岡市
神奈川県三浦市
千代田区フォーラム三笠
千葉県銚子市
佐賀県唐津市
兵庫県神戸市
山口県山口市
島根県松江市
兵庫県神戸市
広島県呉市
港区三会堂ビル
神奈川県小田原市
京都府網野町
広島県広島市
秋田県男鹿市
熊本県熊本市
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平
成
18
年

月

日

項

９月26日
９月27日
９月28日
９月30日
10月９日
10月12日
〃
10月13日
10月19日
10月23日
10月24日
10月25日
10月27日
10月31日
11月15日
11月16日
11月20日
11月28日
12月21日

豊かな海づくり現地研修会（クルマエビの親エビ養成と催熟）
第１回さわらブロック漁業者協議会
種苗の需給調整システム構築に向けた検討会
アワビ稚貝に適した増殖基質調査
南部豊かな海づくり大会
熊本・鹿児島海域ヒラメ・マダイ共同調査検討会
アワビ稚貝に適した増殖基質調査
栽培漁業南太平洋ブロック会議（〜14日）
栽培漁業日本海北･西部ブロック会議
第25回全国豊かな海づくり大会三浦地域大会
豊かな海づくり現地研修会（浮魚礁による漁場特性と蝟集効果）
平成17年度全国資源管理推進会議
栽培漁業瀬戸内海ブロック会議（〜28日）
栽培漁業九州西ブロック会議（〜11月1日）
アワビ稚貝に適した増殖基質調査（〜16日）
栽培漁業太平洋北ブロック会議
第25回全国豊かな海づくり大会
平成17年度第１回有明４県クルマエビ共同放流推進協議会
平成16年度水産関係予算説明会（（社）全国漁港漁場協会と共催）

千葉県富津市
兵庫県神戸市
千代田区コープビル
千葉県鴨川市千倉町
沖縄県糸満市
鹿児島県鹿児島市
千葉県千倉町
高知県高知市
富山県富山市
神奈川県三浦市
三重県松坂市
山口県下関市
愛媛県松山市
熊本県熊本市
千葉県鴨川市
北海道札幌市
神奈川県横浜市
熊本県熊本市
港区三会堂ビル

１月25日
２月６日
２月７日
２月13日
２月14日
２月15日
２月16日
２月20日
２月24日
３月３日
３月14日
３月16日
３月28日
４月24日
４月28日
５月９日

平成17年度栽培漁業技術中央研修会（責任ある栽培漁業）（〜26日）
藻場再生による磯根資源増大懇談会
豊かな海づくり現地研修会（トラフグの種苗放流と資源生態）
平成17年度第２回藻場・干潟生産力等改善モデル事業全国会議
第１回栽培漁業に関する懇談会（水産庁、水研センター、海づくり協会）
第33回アワビ種苗生産担当者会議（〜16日）
平成17年度東日本クルマエビ類種苗生産担当者会議
第２回種苗の需給調整システム構築に向けた検討会
瀬戸内海トラフグ共同放流調査検討会
平成17年度有明海クルマエビ共同放流調査検討会
日本海中西部ヒラメ広域連携調査検討委員会
平成17年度第２回理事会
平成17年度第２回有明４県クルマエビ共同放流推進協議会
豊かな海づくり現地研修会（アサリの増養殖）
第２回栽培漁業に関する懇談会（水産庁、水研センター、海づくり協会）
栽培漁業資源回復等対策事業九州南西海域マダイ等海域協議会
全国豊かな海づくり大会25年記念誌刊行報告会
栽培漁業資源回復等対策事業豊後水道西部海域カサゴ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業日本海北部海域ヒラメ海域協議会
平成18年度第１回理事会
平成18年度通常総会
栽培漁業資源回復等対策事業瀬戸内海東部海域クルマエビ海域協議会
子供達による東京湾豊かな海づくり教室（〜28日）
栽培漁業資源回復等対策事業日本海中部海域マダラ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業有明海域クルマエビ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業周防灘海域クルマエビ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業瀬戸内海西部海域トラフグ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業有明海西部海域ガザミ海域協議会
藻場再生に係る現地調査（〜23日）
全国豊かな海づくり豊かな海づくり現地研修会（素潜り漁における資源管理）
栽培漁業資源回復等対策事業太平洋中海域トラフグ海域協議会
栽培漁業優良事例調査（〜４日）
豊魚祭
栽培漁業資源回復等対策事業太平洋北海域ヒラメ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業日本海中西部海域ヒラメ海域協議会
藻場再生に係る現地調査（〜11日）
栽培漁業資源回復等対策事業えりも以西太平洋海域マツカワ海域協議会
藻場再生に係る現地調査（〜19日）

千代田区サンケイプラザ
千代田区コープビル
石川県輪島市
農水省三田共用会議所
水産庁
福井県福井市
千代田区コープビル
兵庫県神戸市
兵庫県神戸市
福岡県福岡市
兵庫県神戸市
千代田区コープビル
熊本県熊本市
広島県福山市
水産庁
鹿児島県鹿児島市
千代田区ＫＫＲ東京
宮崎県宮崎市
新潟県新潟市
千代田区コープビル
〃
兵庫県神戸市
神奈川県横浜市
富山県富山市
福岡県福岡市
大分県大分市
大分県大分市
長崎県長崎市
北海道神恵内村
京都府宮津市
静岡県浜松市
岩手県大船渡市、盛岡市
岡山県岡山市
岩手県盛岡市
兵庫県神戸市
鹿児島県指宿市
北海道札幌市
青森県佐井村

５月16日
５月18日
５月23日
〃
５月24日
５月27日
６月２日
６月７日
６月12日
６月13日
６月20日
６月22日
６月23日
６月26日
７月３日
７月４日
７月５日
７月７日
７月10日
７月13日
７月17日
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事

年次

月

日

８月８日
８月19日
９月２日
９月９日
９月12日
９月13日
９月29日
10月２日
10月５日
10月11日
10月17日
10月19日
10月24日
10月29日
10月31日
〃
11月１日
11月12日
11月20日
11月28日
12月21日
平
成
19
年

１月22日
２月６日
２月８日
２月９日
２月13日
２月14日
２月15日
２月26日
２月27日
〃
２月28日
３月２日
３月５日
３月６日
３月９日
３月19日
３月28日
５月19日
５月20日
５月24日
〃
６月７日
６月19日
６月28日
６月29日
７月５日
〃
７月13日
〃
７月19日
７月23日
８月２日
〃

事

項

栽培漁業資源回復等対策事業瀬戸内海海域サワラ海域協議会
鳥取県栽培漁業フェスタ
藻場再生に係る現地調査（〜９日）
青森県豊かな海づくり大会
平成19年度予算対策協議会・税務委員会合同会議
アワビ稚貝に適した増殖基質調査
豊かな海づくり現地研修会（アワビの標識放流と資源管理）
漁協等実践活動現地調査（〜３日）
豊かな海づくり現地研修会（栽培漁業の進むべき道）
栽培漁業日本海北・西ブロック会議
栽培漁業九州西ブロック会議（〜18日）
栽培漁業瀬戸内海ブロック会議（〜19日）
豊かな海づくり現地研修会（アワビの種苗放流と資源管理）
第26回全国豊かな海づくり大会
豊かな海づくり現地研修会（藻場造成）
栽培漁業資源回復等対策事業九州南西海域マダイ等海域協議会
栽培漁業太平洋南ブロック会議（〜２日）
第27回全国豊かな海づくり大会（びわ湖大会）プレイベント
種苗需給システム検討会
栽培漁業太平洋北ブロック会議
平成19年度水産関係予算説明会（（社）全国漁港漁場協会と共催）
平成18年度栽培漁業技術中央研修会
（仔稚魚の生理・生態に応じた種苗量産技術）（〜23日）
栽培漁業資源回復等対策事業日本海中部海域マダラ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業有明海西部海域ガザミ海域協議会
第34回アワビ種苗生産担当者会議（〜16日）
栽培漁業資源回復等対策事業瀬戸内海海域サワラ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業太平洋北ヒラメ海域協議会
東日本クルマエビ類種苗生産担当者会議
栽培漁業資源回復等対策事業周防灘海域クルマエビ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業瀬戸内海西部海域トラフグ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業太平洋海域マツカワ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業豊後水道西部海域カサゴ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業日本海北部海域ヒラメ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業瀬戸内海東部海域クルマエビ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業日本海中西部海域ヒラメ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業有明海域クルマエビ海域協議会
平成18年度第２回理事会
栽培漁業資源回復等対策事業九州南西海域マダイ等海域協議会
海づくり事業「かながわの豊かな海づくり」
東京湾豊かな海づくり教室
平成19年度第１回理事会
平成19年度通常総会
栽培漁業の今後のあり方に関する都道府県との意見交換会
水産生物に配慮した漁場整備手法の開発に係る調査
仙台湾実態調査（〜21日）
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業調査（〜29日）
栽培漁業資源回復等対策事業太平洋中海域トラフグ海域協議会
豊かな海づくり現地研修会（クロアワビを増やす戦略）
水産生物の生態に配慮した漁場整備手法の開発に係る調査（〜６日）
平成19年度第２回理事会
平成19年度臨時総会（役員選任）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
磯焼け対策ガイドライン講習会（〜20日）
消費者の部屋（〜27日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
潜水調査及び磯焼け対策ガイドライン講習会・現地研修会（〜４日）

兵庫県神戸市
鳥取県湯梨浜町
青森県佐井村
青森県青森市
港区三会堂ビル
千葉県鴨川市
三重県志摩市
長崎県五島市
石川県金沢市
石川県金沢市
長崎県長崎市
岡山県岡山市
青森県むつ市
佐賀県佐賀市等
鹿児島県瀬戸町
熊本県熊本市
宮崎県宮崎市
滋賀県大津市
兵庫県神戸市
茨城県水戸市
港区三会堂ビル
大手町サンケイプラザ
富山県富山市
佐賀県太良町
兵庫県神戸市
兵庫県神戸市
岩手県盛岡市
千代田区コープビル
大分県大分市
大分県大分市
北海道札幌市
大分県大分市
新潟県新潟市
兵庫県神戸市
兵庫県神戸市
福岡県福岡市
千代田区コープビル
鹿児島県鹿児島市
神奈川県横浜市
千葉県鋸南町
千代田区コープビル
〃
千代田区東京国際フォーラム
宮城県仙台市
岡山県日生町
愛知県名古屋市
京都府宮津市
宮城県仙台市
千代田区コープビル
〃
長崎県長崎市
農水省
沖縄県名瀬市
〃
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年次

月

日

８月８日
８月22日
９月８日
９月12日
９月13日
９月18日
９月20日
９月21日
９月24日
〃
９月28日
９月28日
９月29日
10月４日
10月６日
10月11日
10月16日
10月26日
10月24日
10月27日
10月30日
〃
11月１日
11月５日
11月６日
〃
11月11日
11月14日
11月19日
11月30日
12月３日
12月６日
12月19日
12月21日
平
成
20
年

１月16日
１月18日
１月23日
１月25日
〃
１月28日
２月１日
２月７日
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事

項

岩礁域における大規模磯焼け来策促進事業
磯焼け対策ガイドライン講習会（〜９日）
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業の検討
さいばい漁業教室（〜23日）
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業の検討
放流体験教室
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
磯焼け対策ガイドライン講習会（〜13日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
磯焼け対策ガイドライン講習会（〜14日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
北海道神恵内における北海道東海大学ウニ移植（〜20日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
磯焼け対策ガイドライン講習会（〜22日）
現地研修会（漁業集落・地域維持のための資源管理に関する
日本と欧米との比較考察）
第28回全国豊かな海づくり大会プレイベント
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
ウニ密度調査（〜26日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
磯焼け対策ガイドライン講習会（〜30日）
全国豊かな海づくり現地研修会（今後の栽培漁業を展望する）
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業調査
全国ホンモロコシンポジューム
第13回南部豊かな海づくり大会
豊かな海づくり現地研修会（マダコの生態及び資源回復）
栽培漁業日本海北・西ブロック会議（〜17日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
北海道神恵内における北海道東海大学ウニ移植（〜28日）
栽培漁業瀬戸内海ブロック会議（〜25日）
大阪府「第６回魚庭の海づくり大会」
栽培漁業九州西ブロック会議（〜31日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
磯焼け対策ガイドライン講習会（〜31日）
栽培漁業太平洋北ブロック会議（〜２日）
栽培漁業太平洋南ブロック会議（〜６日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
磯焼け対策ガイドライン講習会（〜７日）
水産生物の生態に配慮した漁場整備手法の開発調査
第27回全国豊かな海づくり大会
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業調査（〜15日）
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業調査
豊かな海づくり現地研修会（アサリ等二枚貝の増殖及び食害防止）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
磯焼け対策ガイドライン説明会
東日本クルマエビ類種苗担当者会議
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業調査
平成20年度水産関係予算説明会（（社）全国漁港漁場協会と共催）
栽培漁業資源回復等対策事業九州南西海域マダイ等海域協議会
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業調査
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業検討
栽培漁業資源回復等対策事業太平洋中海域トラフグ海域協議会
豊かな海づくり現地研修会（ナマコ栽培漁業研究の現状）
栽培漁業技術中央研修会（特産魚介類の地域にとっての経済的価値）（〜29日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
磯焼け対策ガイドライン講習会
栽培漁業資源回復等対策事業日本海中部海域マダラ海域協議会

宮城県気仙沼市
神奈川県三浦市
神奈川県横浜市
岩手県花巻市
福島県いわき市
北海道神恵内村
新潟県粟島浦村
兵庫県神戸市
新潟県新潟市
北海道神恵内村
島根県隠岐の島町他
三重県松阪市
神奈川県横須賀市
鳥取県鳥取市
沖縄県糸満市
山口県大島町
東京都千代田区ホテル聚楽
北海道神恵内村
大分県別府市
大阪府岸和田市
佐賀県佐賀市
和歌山県御坊市
東京都千代田区ホテル聚楽
千葉県千葉市
鹿児島県西之表市
北海道函館市
滋賀県大津市
佐賀県佐賀市
山口県山口市
広島県中津市
鹿児島県鹿児島市
千代田区コープビル
神奈川県三崎市
港区三会堂ビル
熊本県熊本市
大分県大分市
青森県青森市
愛知県名古屋市
北海道札幌市
千代田区サンケイプラザ
千葉県館山市
富山県富山市

年次

月

日

２月７日
２月８日
２月９日
２月12日
〃
２月13日
２月18日
２月25日
２月28日
３月２日
３月８日
３月７日
３月19日
５月21日
〃
５月24日
６月５日
６月19日
６月28日
７月１日
７月４日
７月５日
７月８日
７月10日
〃
７月22日
８月17日
８月７日
９月２日
９月５日
９月７日
９月12日
９月17日
９月30日
10月14日
10月16日
10月18日
10月25日
10月27日
10月30日

事

項

栽培漁業資源回復等対策事業瀬戸内海海域サワラ海域協議会
栽培漁業資源回復等対策事業有明海域クルマエビ海域協議会
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
神恵内事後調査（〜11日）
栽培漁業資源回復等対策事業有明海西部海域ガザミ海域協議会
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業の検討
福山地域聞取り調査（〜13日）
栽培漁業資源回復等対策事業日本海北部海域ヒラメ海域協議会（〜14日）
第35回アワビ種苗担当者会議（〜19日）
栽培漁業資源回復等対策事業豊後水道西部海域カサゴ海域協議会
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
磯焼け対策ガイドライン講習会
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業の検討
岩礁域における磯焼け対策促進事業
ドライスーツによるウニ除去講習会（〜９日）
栽培漁業資源回復等対策事業日本海中西部海域ヒラメ海域協議会
平成19年度第３回理事会
平成20年度第１回理事会
平成20年度通常総会
第３回子供たちによる豊かな海づくり教室（〜25日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業（〜６日）
豊かな海づくり現地研修会（アワビ種苗の放流後の動態と管理手法）
新事務所引越し（〜29日）
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業の検討
アマモ場造成手法等聞取り調査（〜３日）
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業の検討
聞取り調査（〜５日）
豊魚祭
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
新潟県における磯焼け対策ガイドライン講習会（〜９日）
新事務所開き
豊かな海づくり現地研修会（クルマエビの栽培漁業の現状と今後の取り組み）
消費者の部屋（〜25日）
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業の検討
栽培漁業教室（〜19日）
豊かな海づくり現地研修（カンパチ種苗生産の最新情報について）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
磯焼け対策ガイドライン講習会、潜水調査（〜３日）
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業の検討
放流大会（〜６日）
第28回全国豊かな海づくり大会
漁場整備と栽培漁業を連携させた市民参加による海づくり事業の検討
放流効果調査イベント（〜13日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
串本市における磯焼け対策ガイドライン講習会（〜18日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
磯焼け対策ガイドライン講習会（〜２日）
磯焼け対策協議会（〜15日）
栽培漁業瀬戸内海ブロック会議（〜17日）
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
佐井村におけるドライスーツ講習会
岩礁域における大規模磯焼け対策促進事業
東通村白糠におけるドライスーツ講習会
栽培漁業九州西ブロック会議（〜28日）
栽培漁業日本海北・西ブロック会議（〜31日）

兵庫県神戸市
福岡県福岡市
北海道神恵内村
佐賀県佐賀市
広島県広島市
山形県鶴岡市
福島県いわき市
宮崎県延岡市
鳥取県鳥取市
広島県福山市
青森県東通村
兵庫県神戸市
千代田区サンケイプラザ
千代田区コープビル
〃
千葉県南房総市
鹿児島県肝付町
京都府宮津市
沖縄県那覇市・糸満市
岡山県岡山市
岡山県瀬戸内市
新潟県長岡市
海づくり協会
静岡県浜松市
農水省
神奈川県横浜市
鹿児島県垂水市
鹿児島県阿久根市、長島町
神奈川県横浜市
新潟県新潟市
神奈川県横浜市
和歌山県串本市
長崎県対馬市
農水省講堂
滋賀県大津市
青森県佐井村
青森県東通村
福岡県福岡市
京都府京都市

67

