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頭

巻

言

全国豊かな海づくり推進協会
の晴れ舞台
水産庁増殖推進部栽培養殖課
課長

山 下 容 弘

ご案内のように、小泉構造改革の時期に、「地

理屈から言えば、種苗放流の費用も勘案した上

方でできることは地方で」という方針の下で、三

で、協調して十分な数の種苗を放流した場合の効

位一体改革が進められた際、栽培漁業の補助金に

果が、放流する種苗の数を減らした場合の効果よ

ついても、平成17年度に交付金化され、平成18年

りも大きければ、協調して放流することを選ぶの

度から地方に税源移譲がなされ、現在では、都道

が合理的な選択のはずです。

府県における種苗放流の推進については、各都道

しかし、実際には、都道府県の厳しい財政事情

府県の裁量の下に、自主的に取組みを進めること

や漁業者の厳しい経営状況などから、種苗放流の

とされています。

費用を十分に負担できるとは限りません。また、

アワビ類やウニ類、ホタテ貝については、あま
り移動しないため、それらの種苗を放流した漁業

種苗の育成のための施設も老朽化が進行し、種苗
生産の効率の低下が危惧されております。

者が、成長したものを漁獲することが期待できま

現在、国では、適地での放流の推進など、海域

す。そのため、仮に、各県が財政難により種苗放

ごとの効果的な種苗放流体制の構築を図るための

流の補助金を削減せざるを得なくなったとして

事業を実施しておりますが、今後は、更に、種苗

も、自己負担分を増やしてでも放流数を確保する

生産の体制についても、関係県の協調が必要とな

方が漁業者にとってメリットがあります。実際に、

ってくると考えられます。

そういった種苗については、種苗の放流数は減少
していません。
しかし、マダイやヒラメ、クルマエビなどは、
県域を越えて広い範囲を移動するため、種苗を放

しかし、地方分権は時代の流れであり、それが
更に推進されていく中で、国と都道府県との関係
は、以前のように国が各都道府県をリードすると
いうようなものではなくなっています。

流する漁業者とそれらを漁獲する漁業者が必ずし

そうした中で、社団法人全国豊かな海づくり推

も一致しません。このような「県域を越えて移動

進協会は、社団法人日本栽培漁業協会が、公益法

する魚種」については、種苗の放流数が減少して

人改革の中で、平成15年に独立行政法人水産総合

おります。このような魚種については、誰が種苗

研究センターに統合されるに伴って、日本栽培漁

放流するのか、その費用負担をどのように分担す

業協会の民間的性格部分を継承した団体であると

るかが問題となります。

伺っております。

関係県の漁業者が互いに協調して、こういった

国においても、国民への食料の安定供給のため、

魚種の種苗を放流すれば全体として資源回復の効

引き続き、日本の水産資源の維持・増殖のために

果が出て、漁獲高が増加し、関係県の漁業者全体

各種の施策を講じていくことはもちろんですが、

に恩恵が生じることが期待できます。

地方分権が更に推進される中で、都道府県や各地

一方、関係県の漁業者が誰も放流しないと、資

域の漁業関係団体で構成された社団法人全国豊か

源は回復せずに漁獲高は確実に減少してしまいま

な海づくり推進協会こそが、県域を越えた調整の

す。

中心的な役回りを演じることができる最も適した

しかし、県域を越えて移動する魚種については、

団体であると確信しております。

自分たちの費用の負担を減らすために放流する種

社団法人全国豊かな海づくり推進協会が、この

苗の数を大きく減らしても、他の県で十分な数の

新たな「晴れ舞台」において、自由な民間団体の

種苗を放流していれば、漁獲高はそれほど減らな

立場で、かつ、その設立の理念に基づいて、ご活

い可能性も考えられます。

躍されることを期待しております。
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平成22年度通常総会は、平成22年 5 月26日（水）

で、各海域の研究所と栽培漁業センターが、栽培

13時から東京都中央区日本橋1−3−13 日本橋中央

漁業と漁業振興へ現場と一体となって機能を発揮

ビル 5 階（TKP東京駅日本橋ビジネスセンター）

いただくことを期待している。今回 7 名の理事よ

「5A会議室」で開催した。

り辞任の申し出があったので、今総会で補充選任

水産庁の山下次長、独立行政法人 水産総合研

いただきたい。栽培漁業関係法人等の新法人への

究センターの松里理事長、水産庁栽培養殖課の山

移行については、全国で着々と進められているの

下課長、独立行政法人 水産総合研究センターの

で、当協会の新法人移行については、国等の補

井上理事他多数の来賓のご臨席をいただいた。

助・委託事業の予算の動向に注視し、タイムリー

服部会長は、開会にあたり、「21年度の事業運

に対応していきたい。」との挨拶を行った。

営は、会員の支援により事業を滞りなく推進する

来賓の水産庁山下次長から「我が国水産業・漁

ことができた。22年度の情勢は、次期「栽培漁業

村をめぐる情勢については、依然として厳しい状

基本方針」が「漁業所得補償制度」の導入等の

況が続いているが、国民への安全・安心な国産水

施策と整合性の取れたものとすることから本年12

産物の安定的な供給が一層求められており、水産

月を目途に策定される方向にある。また、23年度

資源の計画的な回復と確保のため、栽培漁業の推

の水産予算については、新たな政策展開の下で、

進はますます重要となっている。水産庁では、種

放流魚の再生産による資源造成機能にも着目した

苗放流、休漁、漁場の保全・回復等により資源管

積極的な種苗放流への支援のための施策が期待さ

理に積極的に取り組む漁業者に対する所得補償制

れているとともに、水研センターの「次期中期計

度の導入を検討している。22年度は制度設計のた

画」の策定年に当たることもあり、今後の栽培漁

めのデータ収集等を行っており、漁業者が将来に

業をめぐる諸情勢の変化が想定されるので、当協

わたって経営が維持できる制度としたい。また、

会の事業運営についても、こうした動きに的確に

２２年度は種苗放流を適地で実施する取組みを引

対応して行かなければならない。本年度の事業予

き続き支援する他、広域種苗生産モデルの構築支

算は事業仕分けの影響等から大幅縮減を余儀なく

援を瀬戸内海を皮切りに今後全国に展開していく

され、また、会員会費の見直しを求める声に対応

考えである。20年に始まった新公益法人制度への

し、一昨年に続き会費の10％減額を行うこととし

移行は25年度までに行うことになっているが、新

た。協会の運営を取り巻く環境は誠に厳しい状況

たな枠組みの下で円滑に事業が遂行できるよう期

にあるので、常勤役員を 2 名から 1 名体制とする

待している。6 月13日には、第30回全国豊かな海

運営体制の見直しや、事業の効率
化に取り組んでいる。
また、都道府県においても、諸
般の事情から栽培漁業を支える種
苗生産基盤の弱体化が懸念されて
いることから、協会としては、「広
域的な連携・協力」をキーワード
としながら、会員間を結ぶ効率的
かつ効果的な体制を構築し、栽培
漁業を推進して会員の期待に添え
る事業展開へ全力を尽くしていき
たい。こうした「広域連携」の取
り組みにあたっては、水研センタ
ーの参加と協力が不可欠であるの
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通常総会風景

づくり大会が岐阜県関市で開催されるが、栽培漁

別の課題を検討して実行していべきものと考えて

業の推進の象徴であるこの大会の成功と将来にわ

いる。」との挨拶があった。

たっての継続に理解と支援を願いたい。」との挨
拶があった。

本通常総会では、第 1 号議案 平成21年度事業
報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書財産目

続いて、来賓の独立行政法人水産総合研究セン

録及び収支計算書に関する件、第 2 号議案 平成

ター松里理事長から「栽培漁業は、長い歴史の中

22年度事業計画書、収支予算書に関する件、第 3

で組織化されたシステムになっているが、最近、

号議案 平成22年度会費に関する件、第 4 号議案

更に科学的根拠が明確になるようグレードアップ

平成22年度借入金の最高限度額に関する件、第 5

してほしいという各方面からの強い要請がある。

号 議案平成22年度役員報酬に関する件、第 6 号

これまでの栽培漁業技術開発では数多くの対象種

議案 役員の補充選任に関する件が提案された。

を取り上げてきたが、その中で、ニシン、トラフ

事務局から、会員現在数は81会員であり、これ

グのようにホーミングが顕著な対象に絞って、こ

に対し本会議には代表者出席9会員、表決委任者

れらの生態的研究も含めて、効率の良い栽培漁業

出席21会員、書面表決者49会員、欠席者 2 会員と

を目指したい。一方、日本の海産魚の養殖生産は、

なっており、定款第23条第 1 項の規定により総会

世界に誇るものがあるが、最近、減少傾向にある

が成立している旨報告を行った。

ことから、クロマグロ、ウナギ、カンパチ等の種

服部会長理事が仮議長となり恒例により議長指

苗生産技術の向上を期待されており、これにも応

名したい旨諮ったところ、会長一任となり、会長

えるべく、研究開発を進めていきたい。23年度か

は山本 勇氏（大分県漁業協同組合代表理事組合

ら水研センターは、第 3 期中期計画に入るため、

長、（社）大分県漁業海洋文化振興協会理事長）

その中身を検討中であるが、海づくり協会との関

を指名し、山本 勇氏が議長となった。

係では、栽培漁業と豊かな海づくりは必ずしも全

第 1 号議案を提案し、議長が質問・意見を求め

て同じではないと思っているので、問題点を明確

たところ、全員異議なく原案の通り承認可決され

にして、技術開発をすべきところはやるように一

た。

つ一つ詰めていかなければならない。山下次長の

第 2 号議案から第 5 号議案まで関連議案として

挨拶にあった広域種苗放流では、サワラについて、

一括上程し、議長が質問・意見を求めたところ、

11府県が資源を回復しようとして一緒に取り組ん

全員異議なく原案の通り承認可決された。

で成果を上げているし、マツカワについては、厚

第 6 号議案を提案し、議長が質問・意見を求め

岸栽培漁業センタ ーが技術開発した技術を使い

たところ、全員異議なく原案の通り承認可決され

北海道が100万尾の放流をして、成果を収めてい

た。

る。また、放流魚が再生産にどのように寄与して

新たに選任された市村専務理事からは、栽培漁

いるのか北海道と共同研究をしている。関係機関

業をめぐる環境は大変厳しいが、海づくり協会の

の水研センターへの要望が変化し、また、これま

目的・役割が発揮出来るよう、また、会員の期待

での研究開発のグレードアップを要請されている

に応えることが出来るよう努力していきたい旨、

ので、海づくり協会との関係では、より丁寧に個

就任の挨拶を行った。
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平成22年度第 1 回理事会は、平成22年 5 月26日
（水）11時から東京都中央区日本橋1−3−13 日本

ところ、全員異議無く原案のとおり承認可決され
た。

橋中央ビル 3 階（TKP東京駅日本橋ビジネスセン

次に、第 2 号議案から第 5 号議案まで関連議案

ター）「3Ｃ会議室」で開催され、来賓として、水

として一括提案し、質問・意見を求めたが、特に

産庁栽培養殖課の山下課長、独立行政法人水産総

なく、賛否を諮ったところ、全員異議無く原案の

合研究センターの 井上理事、水産庁栽培養殖課

とおり承認可決された。

の山田課長補佐、同岩本課長補佐、水産庁計画課

第 6 号議案は、これまで人事異動等により理事

の青木課長補佐、水産庁栽培養殖課の影沼澤係長、

の辞任届けがあったことにより 6 名の補充選任を

同 荒井係長が臨席した。

行うための総会議案について提案し、質問・意見

開会にあたり、服部会長より、「栽培漁業をめ
ぐる諸情勢の動向について述べ、事業運営にあた
り、これらに的確に対応していくこと。さらに、
補助・委託事業の縮減等の厳しい状況の中である

を求めたが、特になく、賛否を諮ったところ、全
員異議無く原案のとおり承認可決された。
第 7 号議案は、当協会が個人情報を取り扱う場
合、個人情報の保護に関する法律の趣旨に則り、

が、会員より会費の見直しを求める声に対応し、

「重要情報取扱規程」を制定して、個人情報の保

一昨年に続き会費の10％減額を行うことが報告さ

護と適正な利用を図ることとし、また、経費節減

れた。また、協会の運営を取り巻く環境は誠に厳

対策として常勤役員退職手当を、一定年齢経過後

しいものがあるので、常勤役員を 2 名から 1 名体

の支給を行わないこととする「常勤役員退職手当

制とする運営体制の見直しや、事業の効率化に取

支給規程」変更案を提案し、質問・意見を求めた

り組んでいること。さらに、新法人移行について、

が、特になく、賛否を諮ったところ、全員異議無

タイムリーに対応する。
」との挨拶があった。

く原案のとおり承認可決された。

本理事会では、第 1 号議案 平成21年度事業報

第 8 号議案を提案し、質問・意見を求めたが、

告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目

特になく、賛否を諮ったところ、全員異議なく原

録及び収支計算書に関する件、第 2 号議案 平成

案のとおり承認可決された。

22年度事業計画書、収支
予算書に関する件、第 3
号議案 平成22年度会費に
関する件、第 4 号議案 平
成22年度借入金の最高限
度額に関する件、第 5 号
議案 平成22年度役員報酬
に関する件、第 6 号議案
役員の補充選任に関する
件、第 7 号議案 規程の制
定及び変更に関する件、
第 8 号議案 その他（会員
加入）が提案された。
服部会長が議長とな
り、第 1 号議案を提案し、
質問・意見を求めたが、
特になく、賛否を諮った
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理事会会場全景

平成21年度第 2 回理事会は、平成22年 3 月17日

席予定の増殖推進部長が国際漁業規制の問題で急

（水）13時30分から東京都千代田区大手町1−7−2

遽出席できなかったことを述べた後、「昨年、豊

大手町サンケイプラザ 3 階会議室で開催され、来

かな海づくり大会推進委員会主催の中央大会とし

賓として、水産庁栽培養殖課の鈴木課長補佐、同

て開催された第29回全国豊かな海づくり大会は、

早乙女課長補佐、水産庁計画課の青木課長補佐、

海づくり協会はじめ関係団体の尽力の賜である。

水産庁培養殖課の影沼澤係長、独立行政法人水産

また、第30回大会は、本年 6 月13日に岐阜県で開

総合研究センターの丸山次長が臨席した。

催されることとなっているので、大会の成功と今

開会にあたり、服部会長は、「10月31日、開催

後の大会の継続について理解・協力を願いたい。

の第29回全国豊かな海づくり大会・中央大会で

我が国水産業を取り巻く最近の情勢は、鯨、クロ

は、天皇陛下から、 大変すばらしい大会でした

マグロの問題等先が見えない課題を抱えている

とのお言葉をいただいた。

が、水産庁としては水産物の安定供給が大きな命

また、当協会は、大会の成功に向け推進委員会
と共に、物心両面からの支援を行った。

題と認識しており、22年度の予算では、経営安定
化のセーフティーネット構築等の事業を立ち上げ

新政権による事業仕分けが平成22年度予算に反

ており、更に23年度予算では、漁業所得補償制度

映されたが、今後、独立行政法人や公益法人の徹

の導入に関して検討している。その実行に不可欠

底した見直しが行われることが閣議決定され、新

な資源管理制度の在り方の見直しが必要になって

たな基準による事業仕分けが 4 月以降、進むもの

おり、本来、21年度中に公表すべき栽培漁業基本

と予想されているので、早目、早目の対応が必要

方針についても、このような状況から、種苗放流

である。

を資源管理の手段として、その役割を明確にさせ

17年 2 月に策定された、第 5 次栽培漁業基本方

て、新たな制度の中に位置付けていく必要性から、

針は概ね 5 年を一期として策定されているが、次

公表の時期を敢えて延期させたところである。各

期方針については、新たに検討が進められている

県においては、栽培漁業基本計画の策定に入って

漁業所得補償制度の導入等の重要施策と整合性の

いるところもあり迷惑を掛けているが、政策の整

取れた内容とするため、平成22年12月を目途とし

合性を保つ上で理解願いたい。

て、策定していくこととするとの、連絡を受けて

また、行政刷新会議による独立行政法人、公益

いる。議事の中で審議いただく22年度予算書では、

法人の事業仕分けが進行しているが、今後の栽培

国の補助事業、委託事業、水研センターの委託事

漁業の推進体制に大きな影響が出る可能性がある

業等が表示されていないが、補助事業・委託事業

ので、水産庁としては、慎重に対応していきたい。

については、競争入札、公募に対応中であり、5

都道府県においては、栽培漁業施設の老朽化、職

月の理事会までにはこれらの事業が確定するもの

員の高齢化、事業費の縮減等の課題が山積してい

と思われるので、その場合は、本年度の事業実施

るが、漁業者からの種苗放流の要望が多く出され

の状況を勘案した事業運営をしながら、5 月開催

ているので、栽培漁業の施策への位置付けを明ら

の理事会に報告し、予算計上することを、了承い

かにして、これに応えるよう努力したい。

ただきたい。昨今の景気後退により大幅な税収が

海づくり協会は、栽培漁業を厳しい環境の中で

減少する見通しであることから、会員から、会費

進める上で、いかに効率的に種苗放流を進めてい

の見直しを求める声があり、協会としては、一層

くかを会員の要望を基に全国的な視点で考える立

の運営体制、事業の効率化を図って、会費を削減

場にあるので、今後とも支援・協力を願いたい。」

して対応することとしているので、このことに関

との挨拶行った。

しても、了承願いたい。
」との挨拶を行った。
来賓の水産庁栽培養殖課早乙女課長補佐は、出

本理事会では、第 1 号議案 平成21年度事業概
要に関する件、第 2 号議案 平成22年度事業計画

5

骨子に関する件、第 3 号議案 平成22年度会費に

ていないか。」との質問があり、澁川副会長から、

関する件、第 4 号議案 平成22年度借入金の最高

「23年度以降の国及び水研センターの補助事業・

限度額に関する件、第 5 号議案 平成22年度役員

委託事業の方向性が定まっていないので、これを

報酬に関する件、第 6 号議案 役員の補充選任に

見極めた上で判断したい。」旨回答し了解された。

関する件、第 7 号議案 平成22年度通常総会付議

その後、議長が質問・意見を求めたが、特になく、

事項及び開催に関する件、第 8 号議案 規程の変

賛否を諮ったところ、全員異議なく原案の通り承

更に関する件、第 9 号議案 その他 （会員加入）

認可決された。

が提案された。
服部会長が議長となり、第 1 号議案を提案し、

第 8 号議案及び第 9 号議案を個別に提案し、議
長が質問・意見を求めたが、特になく、賛否を諮

質問・意見を求めたが、特になく、賛否を諮った

ったところ、全員異議なく原案の通り承認可決さ

ところ、原案の通り承認可決した。

れた。

続く第 2 号議案から第 6 号議案を一括提案して
議長が質問・意見を求めたところ、

全ての議事が終了した後、議長より、その他の
意見があるか質したところ、澁川副会長から、

「22年度の事業計画に関し、国庫補助が未定と

「22年度において、会費の減額、委託事業等の減

のことだが、関係県の要望額が確保出来る見通し

少により事業規模が大幅に縮小を余儀なくされる

があるか。また、競争入札で結果として海づくり

ことから、常勤役員を 2 名から 1 名体制にするこ

協会の一者参加となった場合、採択されるものか

ととなった。公益法人を取り巻く極めて厳しい情

どうか。」との質問があり、澁川副会長から、「昨

勢下で今後の事業活動の円滑な展開を図るために

今の厳しい財政状況下で補助金額の減少は避けら

は、新年度を前に海づくり協会の姿をはっきりさ

れない。また、22年度予算は、23年度以降の対応

せておくことが重要であろうと判断し、任期半ば

を見通したものになっており、これまでの全国一

ではあるが、3 月末をもって、理事を辞任したい

円を海づくり協会が対応する方式から、複数県の

ので、了承願いたい。」旨の発言があった。

連携で対応する他、テーマ別事業として放流種苗

服部会長から、「ご本人の辞任の意志は堅いよ

混獲抑止対策及び種苗安定供給モデル事業が加わ

うなので、辞任届けを受けることとし、我々は今

ったものとなっており、どのように関係県の連携

後、海づくり協会の事業の一層の充実に努めてい

を基に事業を進めていくかが、23年度以降の予算

くことにしたい。しかしながら、海づくり協会発

設計の前提となる見込である。従って、一者応札

足以来の、未曾有の危機を何とか回避していく必

といった事態はないものと想定している。」旨回

要があるので、4 月以降、澁川副会長には「非常

答し了解された。

勤の顧問」として残っていただき、この困難な局

「22年度国庫補助事業の企画提案では、海づく
り協会が複数県と共同で事業をやることになって

面を打開するため、尽力願いたい。」旨提案し賛
否を諮ったところ、全員異議なく承認された。

いるが、その場合、補助金の受け入れ
先は、海づくり協会になるのか。」と
の質問があり、澁川副会長から、「そ
れぞれの事業実施主体が補助金の受け
入れ先となる。
」旨回答し了解された。
その後、議長が質問・意見を求めた
が、特になく、賛否を諮ったところ、
全員異議なく原案の通り承認可決され
た。
第 6 号議案を審議し、原案の通り承
認可決した。続く第 7 号議案を提案し
て議長が質問・意見を求めたところ、
「海づくり協会の新公益法人制度への
移行を22年度総会で決めることは考え

6
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和歌山県における栽培漁業の取り組み
和歌山県農林水産部水産局水産振興課
副主査

堅 田

昌 英

の振興、漁村の活性化を図っています。

１

和歌山県の水産業の概要

具体的には、「水産業活性化アクションプログ
ラム」を基本に振興施策を展開しています。「経

和歌山県は、我が国最大の半島である紀伊半島

営基盤の再構築」として主要漁業における構造改

の西部に位置し、約650㎞に及ぶリアス式海岸状

革の推進、マグロ養殖の推進、マダイ・アユなど

の地形を有し、温暖な気候を利用して、水産業の

の養殖魚のブランド化や販路拡大を支援し、漁業

ほか農林業など一次産業を主体として栄えた地域
です。
本県の海域は内海性、外洋性に二分され、それ
ぞれ海域の特性に応じて各種漁業が営まれていま
す。 内海性の海域は、一本釣り漁業のほかにタ
チウオやエビ類などを対象とした小型底びき網漁
業、シラス、イカ類を対象とした機船船びき網漁
業等が営まれています。 一方外洋性の海域は、
本州最南端の串本町沖合海域を流れる黒潮本流の
離接岸に強い影響を受け、カツオやマグロ類を対
象としたひき縄釣漁業、はえ縄漁業、一本釣り漁
業のほかアジ類やサバ類を対象としたまき網漁

図１

海面漁業種類別漁獲量の構成比
（平成20年）

図２

海面漁業魚種別生産額の構成比
（平成20年）

業、定置網漁業、棒受網漁業、イセエビや磯魚を
主体とした刺網漁業等種々の漁業が営まれていま
す。また、内水面においては紀ノ川から熊野川ま
で豊かな清流に恵まれ、各河川流域では、これら
の清流を利用してアユ等の養殖業が営まれている
ほか、アユやアマゴ等の遊漁がおこなわれており、
毎年県内外から多くの釣客が訪れています。
近年の水産業は全国的に厳しい状況にあります
が、本県においては、平成29年度を目標年度とす
る「和歌山県長期総合計画」を策定し、水産関係
では、「収益性の高い水産業づくり」「豊かな海・
川づくり」「意欲ある担い手・組織づくり」「元気
な漁村づくり」の 4 つの柱を基本として、水産業

7

経営の基盤強化に取り組んでいます。「流通戦略

工事費：608,406千円

の構築」としては拠点市場等の整備、新たな販路

施設概要

開拓・商品開発の取組を支援しています。「水産

管理棟：鉄筋ALC造平屋建88㎡

基盤の整備」としてはイサキの稚苗放流や魚礁設

種苗生産棟：鉄筋ストレート造平屋建（中 2 階

置、増殖場の造成等のほか、新たなクエ稚苗生産

含む）

延1,352㎡

施設の整備も進めています。また、「観光業との

アワビ採苗水槽（屋外）：FRP製巡流水槽

連携」として漁家民泊や魚食普及等を推進し、新

クロレラ培養水槽（屋外）：コンクリート造

たなビジネス創出や水産業の魅力発信にも取り組

取水施設：コンクリート製

んでいます。
また、人や物の集積を図るため、拠点整備を進

海底砂濾過槽取水管
機械棟：鉄筋コンクリート造（地下 1 階地上 3

める「水産業流通・交流拠点整備事業」や本県養

階） 延165㎡

殖魚のブランド化と販売促進を図る「強い養殖業
づくり事業」並びに漁業種類別に持続する漁業と
しての確立を図る「主要漁業の構造改革事業」等
により、水産業の振興を図っています。
本県の主な漁獲魚種はサバ類およびアジ類で、
これら 2 魚種で全体の約半数を占めています。ま
た、魚種別生産額では、アジ類（12％）、カツオ
（10％）、タチウオ（10％）、シラス（ 7 ％）、サバ
類（ 7 ％ ） と 続 い て い ま す 。

図３

２

和歌山県北部栽培漁業センター全景

和歌山県の栽培漁業の概要

本県では、水産資源の維持増大を図るため、栽
培漁業センターを 2 箇所整備して栽培漁業を推進
しています。
栽培漁業センターでの種苗生産業務は、県から
の委託事業の形態で財団法人 和歌山県栽培漁業
協会が実施しています。現在の種苗生産魚種は、
マダイ、ヒラメ、イサキ、オニオコゼおよびアワ
ビ類であり、このほかに和歌山県農林水産総合技
術センター水産試験場においてクエの種苗生産技
術の確立に向けた試験を実施しています。

図４

和歌山県北部栽培漁業センター平面図

和歌山県北部栽培漁業センターは、平成 8 年 4

8

月に整備され、栽培漁業センターの種苗生産業務

和歌山県栽培漁業センターは、昭和54年に整備

全般を財団法人 和歌山県栽培漁業協会運営でス

され、アワビ類およびヒオウギ貝の種苗生産を開

タートしました。

始しました。昭和60年 4 月には財団法人 和歌山

所在地：和歌山県和歌山市加太1767-1

県栽培漁業協会が設立され、和歌山県栽培漁業セ

TEL：073-459-1225

ンターに増強された施設を借り受け、マダイの種

敷地面積：2,813㎡

苗生産を開始しました。昭和62年 1 月からはヒラ

工事期間：平成 6 〜 7 年度

メの種苗生産も始めました。
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所在地：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦1047-5

調餌棟：冷凍庫、冷蔵庫、調餌室

TEL：0735-52-3585

作業棟：工作室、倉庫

敷地面積：8,050㎡

海上施設：延縄式養殖筏

80ｍ×15本

工事期間：基本施設

昭和51〜53年度

なお、和歌山県栽培漁業センターは整備から30

増強施設

昭和57〜58年度

年以上経過し、施設が老朽化したきたことに加え、

工事費：基本施設

380,681千円

増強施設

170,969千円

施設概要

クエの種苗生産業務に本格的に取り組んでいくた
めに、和歌山県農林水産総合技術センター水産試
験場（所在地：和歌山県東牟婁郡串本町串本

管理棟：鉄筋コンクリート 2 階建
延589㎡

1557-20）の隣接地に、平成22年度事業として新
たな施設を整備することになっています。

アワビ棟：鉄筋ストレート造平屋建
2,428㎡
魚類棟：鉄筋ストレート造平屋建
679㎡

①マダイ
平成21年度は、60ｍ3 水槽 2 面で種苗生産を行

親魚水槽：コンクリート円形水槽

い、1,200千粒の卵を使用して1,156千尾の孵化仔

60㎡× 2 槽

魚を得ました。平均全長32㎜で取り上げを行いま

クロレラ水槽：コンクリート水槽

したが、取り上げ尾数は546千尾で、孵化仔魚か

20〜40㎡×12槽
ポンプ室：鉄筋コンクリート
地下

合技術センター水産試験場で魚病検査を行った

42㎡

後、中間育成用として関係機関 3 箇所へ合計370

機械棟：鉄筋コンクリート 2 階建
延589㎡
ろ過槽：沈殿・砂濾過方式

図５

らの生残率は47.2％でした。和歌山県農林水産総

千尾を配布しました。10月には和歌山市で子供た
ちを対象に放流体験を行いました。和歌山県下で

300ｍ3/hr.

は近年、158〜471千尾の種苗放流を行っています。

和歌山県栽培漁業センター

図７
図６

マダイ放流体験

和歌山県栽培漁業センター平面図

9

②ヒラメ

下では近年、115〜323千尾の種苗放流を行ってい

平成21年度は、50ｍ 水槽 5 面で種苗生産を行
3

ます。

い、1,130千粒の卵を使用して960千尾の孵化仔魚
を得ました。平均全長37㎜で取り上げを行いまし
たが、取り上げ尾数は503千尾で、孵化仔魚から
の生残率は52.4％でした。和歌山県農林水産総合
技術センター水産試験場で魚病検査を行った後、
中間育成用および直接放流用として関係機関12箇
所へ合計502千尾を配布しました。和歌山県下で
は近年、251〜423千尾の種苗放流を行っています。

図10 イサキ放流体験
④オニオコゼ
平成21年度は、60ｍ3 水槽 2 面、30ｍ3 水槽 2 面
および 2 ｍ3 水槽 3 面で種苗生産を行い、1,970千
粒の卵を使用して1,867千尾の孵化仔魚を得まし
た。全長10〜16㎜で取り上げを行いましたが、取
り上げ尾数は99千尾で、孵化仔魚からの生残率は

図８

ヒラメ中間育成勉強会

2.5〜20％でした。和歌山県農林水産総合技術セ
ンター水産試験場で魚病検査を行った後、中間育
成用として関係機関 4 箇所へ合計26千尾を配布し
ました。和歌山県下では近年、大阪府で生産され
た種苗も含めて 3 〜 6 万尾程度の種苗放流を行っ
ています。

図９

ヒラメ種苗放流

③イサキ
平成21年度は、50ｍ3 水槽 3 面で種苗生産を行

図11 オニオコゼ種苗放流

い、1,060千粒の卵を使用して1,010千尾の孵化仔
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魚を得ました。平均全長29㎜で取り上げを行いま

⑤アワビ類

したが、取り上げ尾数は388千尾で、孵化仔魚か

１）クロアワビ

らの生残率は38.4％でした。和歌山県農林水産総

平成21年度は、751.6万粒の採卵を行い、採苗

合技術センター水産試験場で魚病検査を行った

数は474.9万粒でした。中間育成は、放流後の生

後、中間育成用および飼育試験用として関係機関

残率を高めるため、配布サイズの大型化を図るこ

8 箇所へ合計388千尾を配布しました。和歌山県

ととし、クロアワビ12万個体（平均殻長23㎜）を

39
30ｍ3 巡流水槽 2 面に収容し、直飼いで飼育を行

県産親魚からの受精卵確保および種苗生産の安定

いました。平均殻長31〜36㎜で取り上げを行い、

化について検討しています。

関係機関22箇所へ合計173千個体を配布しました。

平成21年度は、独立行政法人 水産総合研究セ

和歌山県下では近年、58〜168千個体の種苗放流

ンター 五島栽培漁業センターから配布された受

を行っています。

精卵を用いて種苗生産を実施しました。5 〜14ｍ3
水槽を用いて、合計95万粒の卵を収容し、91万尾

２）トコブシ

の孵化仔魚を得ました。日齢48〜60の間で約35千

平成21年度は、13,396万粒の採卵を行い、採苗
数は3,835万粒でした。中間育成は、14万個体

尾（平均全長27㎜）を取り上げましたが、各水槽
の生残率は 0 〜17.4％でした。

（平均殻長 7 ㎜）を 5 ｍ 水槽13面に垂下した小割

前述したように、和歌山県農林水産総合技術セ

網に収容して飼育を開始し、その後は成長に合わ

ンター水産試験場の隣接地に新たな栽培漁業セン

せて分槽し、密度を調整しました。平均殻長34

ターが建設されることが予定されており、今後も

㎜で取り上げを行い、関係機関14箇所へ合計91千

クエ種苗生産の技術開発・量産化に向けて取り組

個体を配布しました。和歌山県下では近年、81千

んでいくことになっています。

3

個体の種苗放流を行っています。

３

今後の栽培漁業

３）メガイアワビ
平成21年度は、12,670万粒の採卵を行い、採苗

我が国周辺水域は、過剰な漁獲圧、各種産業活

数は2,082万粒でした。中間育成は、10万個体

動に伴う漁場の悪化等により、水産資源は総じて

（平均殻長 8 ㎜）を 5 ｍ3 水槽13面に垂下した小割

低位に推移しています。

網に収容して飼育を開始し、その後は成長に合わ

国では、「水産物の安定供給」および「水産物

せて分槽し、密度を調整しました。平均殻長43㎜

の健全な発展」を基本理念とする水産基本法が制

で取り上げを行い、関係機関17箇所へ合計70千個

定され、水産動植物の増殖を図るため、種苗の生

体を配布しました。和歌山県下では近年、44千個

産および放流の推進等、必要な施策を講ずるもの

体の種苗放流を行っています。

とされました。
更に、同法に基づき、平成14年に水産基本計画

⑥クエ

が制定され、緊急に資源の回復を図るべき魚種に

クエの栽培漁業を目指すにあたり、その基礎と

ついては、漁獲努力量の削減、積極的な資源培養

なる種苗の生産技術開発として、現在、和歌山県

および漁場環境の保全等を内容とする資源回復計

農林水産総合技術センター水産試験場において、

画を作成し、それに基づく具体的な取り組みを総
合的に推進するものとされました。
これらの理念に基づき、平成17年 2 月に第 5 次
の水産動物の生産および放流、並びに水産動物の
育成に関する基本計画が策定され、我が国の栽培
漁業の推進方向が示されたところです。しかし、
策定から早 5 年が経過しており、今後、第 6 次栽
培漁業基本計画の策定に向けて関係機関とともに
協議していく必要があります。
本県沿岸の水産資源は依然、減少傾向にあり、
引き続き、漁場環境保全整備および資源回復計画
の推進、並びに漁業取り締まり体制の整備と連携

図12

種苗生産されたクエ稚魚

して、栽培漁業をより一層推進していく必要があ
ります。
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京都府における栽培漁業の取り組み
京都府農林水産部水産課
主査

井 上

太 郎

14,544トン（漁獲量13,780トン、養殖生産量764ト
ン）、生産額は、47億 1 千万円（漁獲額42億 9 千
万円、養殖生産額 4 億 2 千万円）でした（図 1 ）
。
漁業種類別に見ると、生産量の85％、生産額の
（1）概要について

60％を大型、小型定置網漁業が占めており、底び

京都府の海岸線は315㎞あり、海域環境は丹後

き網漁業を加えた割合は、生産量では90％、生産

半島北端の経ヶ岬を境にして、若狭湾に含まれる

額では75％を占め、定置網及び底びき網が基幹漁

起伏に富んだリアス式海岸と、直接、日本海の荒

業となっています（図 2 ）
。

波に面する岩礁及び砂浜域に大別されます。暖水
（対馬暖流）と冷水（日本海固有水）の影響を受
けるため、マグロやサワラなどの暖流性の魚ばか
りでなく、ズワイガニやアカガレイなどの冷水系
のものも漁獲されます。若狭湾内では地形を生か
し、定置網が多く営まれ、内湾域ではトリガイ、
カキ類等の貝類養殖が盛んです。
（2）生産量と生産金額
京都府における海面漁業の平成19年の生産量は

図２

漁業種類別生産量及び生産額

一方、一本釣及びはえなわについては、生産量
は少ないものの、生産額に対する割合は高く、比
較的単価の高い魚種を漁獲対象にしています。

京都府では、先述のとおり、沿岸を中心に漁業
が営まれており、水産資源の安定的な生産を確保
するため、｢つくり育てる漁業｣として、藻場等の

図１
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魚種別生産高及び生産額

漁場環境の整備、保全を図りながら、栽培漁業

40
（種苗の生産、放流、育成）の振興に努め、漁業

画を策定し、平成21年度には、第 6 次計画（計画

や海業を通じて、地域の活性化を図っています。

期間；平成22〜26年度）を策定しました（平成22

栽培漁業は、水産資源の維持・増大に重要な役
割を果たすほか、都市住民への遊漁機会の提供に

年 3 月31日）。
【対象魚種等について表 1 、2 に示した】

よる都市と漁村との交流促進、種苗放流体験によ

本計画では｢丹後の海の恵みを生かすアクショ

る自然環境や水生生物の学習の場の提供などの多

ンプラン｣等の水産振興施策に沿って、環境に配

面的な機能を有し、その効果は幅広く府民に及ぶ

慮しながら栽培漁業を積極的に進めることとして

ため、公益性の高い取組であると位置付けていま

います。マダイについては、種苗放流の継続によ

す。

り、漁獲量が安定（約120トン/年）するとともに、

また、栽培漁業の推進を図るため、漁業団体、
沿海市町と連携し、昭和54年に（財）京都府水産

表１ 栽培漁業基本計画対象種の推移

振興事業団を設立するとともに、昭和56年10月に
は京都府栽培漁業センターを開所し、その管理運
営を同団が担い、マダイ、ヒラメ、アワビ、サザ
エを中心に、種苗の大量生産、中間育成、放流を
実施しています。

・所在地

京都府宮津市小田宿野

・敷

約10,000㎡

地

表２

栽培漁業基本計画第５次と第６次の対象
種の比較

（京都府農林水産技術センター海洋センターの
敷地）
・建設費

1,750百万円

京都府栽培漁業センター陸上施設

京都府では、昭和58年から 5 年毎に栽培基本計

クロアワビの種苗放流
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遊漁でも放流魚が広く利用されていることから、
平成17年度より漁業者、遊漁船業者等の協力のも

まえ検討、整理していくこととしました。
（3）アワビ

と、受益者負担を基本とした種苗放流を実施して

受益者負担による計画的な種苗購入・放流を推

います。アワビは、高い放流効果が期待できる丈

進していくこととし、目標放流数量は、現行どお

夫なクロアワビ種苗の量産が可能となり、漁業者

りとしました。

による種苗放流マニュアルの実践等を通じ、漁獲
量が増加（平成13年 5 トン→平成19年15トン）す

引き続き、栽培マニュアルによる丁寧な放流等
の徹底に努めていくこととしています。

るなどの成果が見られたことから、放流数を維持

また、放流数の増大に向けて、種苗購入費積立

し、今後も栽培漁業を積極的に推進をしていくこ

金制度の充実を図り、種苗放流の支援等を検討す

ととしています。

ることとしています。

しかし、栽培漁業に関しては、近年、府、市町

さらに、丹後産アワビのPRの推進と周年流通

の財政事情を踏まえた効率的な事業実施、種苗生

の確立に向けた取組支援を行うこととしていま

産施設の生産能力の維持、さらには地球温暖化等

す。

に伴う海洋環境の変化への対応などが必要となっ
てきています。
それらの課題も考慮し、藻場造成等、丹後の海
の環境保全と創出を行いながら、栽培漁業を核に
｢つくり育てる漁業｣の振興を更に図っていくこと
としています。

（4）サザエ
受益者負担による計画的な種苗購入・放流を推
進していくこととし、目標放流数量は、現行どお
りとしました。
放流場所及び時期等を考慮し、漁場管理（害敵
駆除等）に努めることで放流サイズを15㎜に引き
下げてもこれまでと同様の効果が期待できると考

○各魚種の課題と方向性について

えられることから、生産期間の短縮（ 3 → 2 年）

・栽培漁業対象種

により、経費の削減（約500万円）ができ、費用

（1）マダイ

対効果を高めることができました。

第 5 次計画における種苗生産実績と費用対効果
を念頭におき、資源や漁獲の動向、地域への波及

・技術開発対象種

効果等も踏まえ、年 1 回次生産を基本として目標

（1）アカアマダイ

放流数量を設定しました。
漁業者、遊漁船業者を対象とした負担金を継続

策定（H19年度）し、資源管理及びブランド化の

するとともに、遊漁団体及び遊漁者等の協力金の

取組を行っている京都府漁連を支援するため、引

充実を図り、受益者を主体とした効率的な事業推

き続き、（独）水産総合研究センター宮津栽培漁

進体制の整備に努めていくこととしています。

業センターの協力も得ながら放流を継続していく

また、漁場利用協定の充実や｢マダイの里｣を対
象とした資源管理の取組など、漁業と遊漁が連携
して、持続的な資源・漁場の利用を進めていくた
めの取組を指導、支援していくこととしています。
（2）ヒラメ
放流効果の高い大型個体（全長100㎜）を引き
続き生産放流していくこととし、現在の生産規模
と費用対効果等も考慮し、放流目標数、サイズは
第 5 次計画どおりとしました。
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アカアマダイ（釣・延縄漁業）資源管理計画を

こととしています。
（2）クロダイ
遊漁及び海業推進の対象として要望が高く、久
美浜湾等で放流が実施されていることから、引き
続き種苗放流（中間育成含む）を実施していくこ
ととしています。
（3）クルマエビ
第 4 次計画までは、｢栽培漁業対象種｣として位
置付けていましたが、漁業者の減少等による漁獲

適正な飼育数量による健苗生産を行うことと

量の低迷から、府全体で推進する魚種としての位

し、（独）水産総合研究センターとの協力体制等

置付けは困難として、第 5 次計画からは｢技術開

により、生産コストの削減に重点を置き、今後の

発対象種｣へ移行しています。

放流の在り方や受益者負担などは、他県等と協力

現在も漁業者等による放流（計50万規模）が行

して実施しているヒラメ広域連携調査の結果も踏

われており、引き続き｢技術開発対象種｣として放

40
流を継続していくこととしています。

ハード事業により造成した藻場（図 3 ）へ放流す
ることによる拠点漁場づくりを進めています。

なお、栽培漁業対象魚種の基準年（平成21年度）

また、藻場造成や放流拠点漁場づくりと連携し

の平均的技術開発段階及び目標年（平成26年度）

て潜水漁業、種苗購入積立金の導入が図られ、新

の技術開発段階を表 3 に示しました。

たに漁業者の参入が見られています。

表３

魚種別技術開発の段階

図３

京都府が造成した藻場（H17〜21）

近年の景気低迷に伴い、府税収入は滅少してお
り、府財政は厳しい状況にあります。また、種苗
を購入している市町、漁協等も同様に厳しい状況
にあり、種苗購入数量・購入経費も減少傾向にあ
ります。さらに、栽培センターは、整備から30年
近くが経過し、施設の老朽化が進んでおり、施設

漁業者によるアワビの放流効果調査

の維持、修繕についても重要な課題となっていま

第 6 次計画ではイワガキ、第 5 次計画ではトリ

す。このように、本府の栽培漁業を取り巻く環境

ガイが、栽培漁業計画の対象から外れましたが、

は、他県と同様に非常に厳しい状況にあります。

それらについては、これまでの栽培漁業の取組を

本府の場合、回遊性種（マダイ、ヒラメ）は、

通じて培われた種苗生産や中間育成技術を生か

複数県にまたがって回遊し、受益者が特定しにく

し、養殖対象種とし、計画的に、ブランド化及び

いことに加え、遊漁者の釣獲量の把握が困難なこ

生産拡大を進めることとしています。

と、また、近年、農林統計等の数値が細部まで明
示されなくなり、種苗生産経費や放流経費の負担
を求める根拠がこれまで以上に不明瞭になってい
ます。このため、現行のルールでは、漁業者等か
らの負担金の徴収について難しくなりつつありま
す。今後も栽培漁業を推進していくためには、経
費の確保が重要な課題であることから、明確に受
益者の負担割合がわかるような仕組みづくりにつ
いて国主導での法整備も含めた検討若しくは国が
事業主体となった事業の実施を期待するところで
す。
定着性種（アワビ、サザエ）については、つく
り育てる漁業及び資源管理型漁業の代表種として

栽培漁業の技術を生かしブランド化が進む
「丹後とり貝」
（写真提供：JF京都府漁業協同組合連合会）
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【平成22年度委託事業】

平成22年度より水産庁の委託を受け水産基盤整

洋研究所准教授）、金本自由生氏（愛媛大学沿岸

備調査委託事業「磯魚資源増大のための漁場整備

環境科学研究センター助教）、片山知史氏（独立

手法開発調査」を実施いたします。

行政法人水産総合研究センター中央水産研究所資

水産生物の生活において、生息場所の一部でも

源増殖研究室長）、木下淳司氏（神奈川県水産課

欠けると成長や繁殖が損なわれてしまうため、生

主任技師）の各氏に就任いただき計画等に対する

活史に合わせた漁場整備が求められています。ま

指導・助言をいただき、さらに、実際の海域調査

た、資源増大の効果を上げるためには、栽培漁業

への直接指導もいただく体制をとっております。

との連携強化が不可欠です。そこで、本事業では、

また、調査海域である横須賀市東部漁業共同組合、

沖合水の影響を受ける相模湾小田和湾周辺と内湾

長井町漁業共同組合の多大なるご協力を得ており

的な環境を有する東京湾猿島周辺の 2 箇所（図 1 ）

ます。

を調査海域として、各海域の海底地形やカサゴ、
メバルを中心とした磯魚の生態・行動等をマルチ
ビーム測深器（図 2 ）などの観測機器による計測
や標識放流により、人工魚礁と天然魚礁で定着す
る魚種相と蝟集効果、実験海域における磯魚類の
魚礁を介した生態・行動の把握とそれを引き起す
要因、人工魚礁周辺における放流効果及び放流種
苗の人工魚礁への誘因性を調査・把握し、対象生
物の生活史に合わせた漁場整備の要件を抽出しま
します。
調査に際しては検討委員会を設置しており、委
員長には安永義暢氏（（元）日本海区水産研究所
所長）、委員として小松輝久氏（東京大学大気海

図１
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調査海域

図２−１ マルチビーム測深器
（使用機名：seabat8125（reson社））
（※東陽テクニカホームページより）

図２−２

マルチビームソナーの模式図

【平成22年度委託事業】

藻場・干潟・浅場・ヨシ帯・サンゴ礁は、生物

専門家訪問指導について

多様性の維持、水質浄化の機能、二酸化炭素の固

全漁連が公募した藻場・干潟・浅場・ヨシ帯・

定、富栄養化の防止、海岸の保全、親水性や環境

サンゴ礁の保全活動に対して豊富な経験や実績を

学習の場の提供など重要な役割を果たすとともに

有する専門家を、活動から 1 年を経過し、新たな

社会の共通資源となっています。

様々な技術的な問題点を抱えている活動組織等に

そして、こうした機能は、これまで漁業者が漁
業活動のかたわらに実施する保全活動によって維
持されてきました。

直接派遣し現場で解決を図るものです。
具体的には、活動組織の指導の要望については、
各協議会等を通じて状況を把握し、要望にあわせ

一方、海洋環境の変化等による保全活動の必要

て専門家を派遣いたします。また、訪問指導に先

活動量の増加や漁業者の減少、高齢化等により、

立ち、東京に専門家の方々にお集まりいただき指

必要な活動量が確保できなくなっており、藻場・

導のポイントや留意点等の検討を行う「全国専門

干潟の機能低下・減少が進行しています。

家会議」を開催し、的確な指導を行っていただけ

この現状を改善するため、JF全漁連は、平成21

るよう配慮いたします。

年度より水産庁補助事業である「環境・
生態系保全活動支援推進事業」を全国的
に実施し、全国各地で漁業者を核とし、
地域全体の活動としての保全活動が始ま
っています。
当協会は、今年度より当該支援推進事
業の中で下記の事業の一部について担う
こととなり、保全活動の一層の充実を図
ることとなりました。
事例発表会開催について
保全活動を核とした人と海との共生を
全国的に推進するため、活動事例の発表
を核とし参加者の意見・情報交換の場と
することを目的に、当該支援活動の成果
が出始める平成23年 1 月から 3 月の間に
北海道・東北ブロック、関東・東海・北
陸ブロック、近畿・中国・四国ブロック、
九州・沖縄ブロックの 4 都市でのブロッ
ク大会と東京での中央大会を水産庁、JF
全漁連、各地域協議会等々のご指導、ご
協力のもと開催いたします。
詳細が決まりましたら、各地域協議会
等を通じてご案内いたしますので、多く
の皆様の参加をよろしくお願いいたしま
す。
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都会の真ん中で陸上養殖（2）
閉鎖循環飼育システムを用いた飼育方法に取り組んでいます
独立行政法人

水産総合研究センター

屋島栽培漁業センター
技術開発員

森田 哲男・山本 義久・荒井 大介 ＊
（＊ 現・水産庁栽培養殖課）

前号では、「閉鎖循環飼育システム」について

飼育が可能です。

紹介させていただきました。今号では引き続いて、
本システムを用いた具体的な飼育事例をご紹介し
たいと思います。

5 トラフグ親魚の養成事例（加温経費の節約）
当センターではトラフグの種苗生産を実施して
いますが、その親魚の養成では 1 日 3 回転前後の

4 閉鎖循環飼育システムの特徴

流水飼育であったため、親魚養成に関わる経費の

閉鎖循環飼育は魚介類の糞や残った餌等で汚れ

うち2/3は加温経費となり、この部分の経費削減

た飼育水を廃水することなく、水質浄化システム

が、トラフグ親魚養成の大きな鍵となっていまし

内に循環させることで水を清浄にして飼育水槽に

た。そこで、閉鎖循環飼育システムを用いて親魚

戻して飼育水をリサイクルする飼育技術です。こ

を養成することにより、加温に要する経費がどの

の飼育方法では廃水がほとんど出ないため、①環

程度削減可能であるか試験を実施しました。

境にやさしく、②省エネルギーであり、③さらに

飼育試験は、5 トン水槽 2 面を用い、流水飼育

外部からの海水補給が少ないため、細菌やウィル

では 1 日 3 回転の換水、閉鎖循環飼育では 1 日 3

スが侵入し難く、安定して高い生産性が得られま

回転飼育水を循環させてトラフグを飼育しまし

す。（図 4 ）。そして、もうひとつ重要なことは、

た。2 つの飼育に必要な熱量は、温水配管の温度

循環状態で飼育するため、今まで出来なかった飼

センサー、注水配管の流量センサーにより消費エ

育水の環境コントロールが可能な飼育であると言

ネルギーを測定したのち、カロリー換算して比較

え、例えば高いpHでの飼育や栄養強化剤を加え

しました。飼育期間中の親魚養成は順調に推移し、

た飼育水による飼育など全く新しい発想に基づく

例年とかわらない採卵量を得ることができました

図４

閉鎖循環飼育システムの特徴
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（表 1 ）。52日間の試験期間における消費エネルギ

育では90L（約 6 千円）しか必要でないという結

ーは、閉鎖循環飼育では64万キロカロリーとなり、

果となりました。この削減額は、システムへの初

流水飼育と比較して88％のエネルギー削減効果が

期投資の金額にもよりますが、最も簡易なシステ

あることがわかりました。灯油使用量では流水飼

ムの導入では 1 年、本格的なシステムの導入でも

育の738L（約 5 万 2 千円）に対して、閉鎖循環飼

7 年で採算が取れる計算になります。

表１

流水と閉鎖循環によるトラフグ養成の比較事例

6 キジハタの種苗生産事例
キジハタ（写真 3 ）は西日本を中心に漁獲され
るハタの仲間で、ハタ類は取引単価が高価なため、
各地で種苗放流や養殖に向けた取り組みが行われ
ています。しかし、種苗生産技術が安定しないこ
と、VNNなどの疾病が発生しやすく飼育失敗事
例が多いことなどから、安定した種苗の供給が出
来ない魚種のひとつです。ハタ類の中ではキジハ
タは多くの機関で生産されるようになってきまし
たが、稚魚までの生残率が20％を越えることは稀
で、順調に飼育できても10〜15％程度の生残率し
か得られていません。
そのため、閉鎖循環飼育システムを用いた場合
においても飼育環境に敏感なキジハタの種苗生産
が可能であるか飼育実験を行いました。平成20年
度は、5 トン水槽、20トン水槽を用いて7回の飼
育実験を行いましたが、量産規模の20トン水槽で
の飼育結果をご紹介します。

写真３

キジハタ

西日本では高級魚として取引される
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図５

キジハタ飼育事例における飼育水の回転率と
３態窒素の推移

20トン水槽による試験は 2 回実施し、飼育事例

7 おわりに

1 では9.1万尾のふ化仔魚、飼育事例 2 では8.7万

2 回にわたって閉鎖循環飼育システムによる飼

尾のふ化仔魚を用いて飼育を行いました。試験期

育技術についてご紹介しましたが、ようやく、本

間中は毒性の強いアンモニア態窒素、硝化細菌に

システムを用いた基礎的な飼育技術が確立しつあ

より産出される亜硝酸窒素、硝酸態窒素濃度を計

る段階です。大幅に技術開発が進んだとはいえ、

測しましたが、アンモニア態窒素は順調に硝化さ

まだまだシステム設置には多額の初期投資や広い

れ、毒性の弱い硝酸態窒素へと変換されていきま

設置スペースも必要です。我々の技術は種苗生

した（図 5 ）。飼育期間中、キジハタによく見ら

産・養殖の現場で使っていただいて、初めて役立

れる飼育初期の浮上斃死や沈降斃死なども見られ

ちます。今後もシステムの更なる改良に加えて、

ず、順調に成長し、高い生残結果が得られました

実践事例を増やしてより生産現場に即した飼育技

（表 2 ）。また、当センターの立地する香川県屋島

術にしていきたいと考えています。そして、近い

湾の種苗生産機関ではここ数年VNNウィルスに

将来には、駅ナカで閉鎖循環飼育を用いたマグロ

よるハタ類の生産不調が続いておりましたが、本

の釣り堀や都会のビルの真ん中でのクエの養殖工

システムを用いて飼育することによりVNNウィ

場が誕生するのも夢でなくなるかもしれません。

ルスは全く検出されず疾病防除の効果も実証され
ました。
表２

20KL水槽における閉鎖循環飼育による
キジハタの飼育事例

平成20年度の試験では、ハタ類の種苗生産でよ
く見られる形態異常魚もみられるなど技術的には
まだまだ完全とはいえませんが、キジハタのよう

写真４

クエの稚魚

飼育の難しいクエもビルの中で飼育
できる日が来るかもしれません

な生産が安定しない魚種でも閉鎖循環システムを
用いた飼育が可能であることがわかったことは大
きな成果でした。

訂正とお詫び
前号の図２の気泡に懸濁物が吸着
する解説図について、「吸着につい
てはイメージ」の脚注が抜けていま
した。訂正し、お詫び致します。

図２

屋島栽培漁業センターで開発した改良型の泡沫分離装置
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第 30回

全国豊かな海づくり大会〜ぎふ長良川大会〜

−平成22年6月12日・13日に岐阜県で開催−
テーマ 清流が つなぐ未来の 海づくり
岐阜県農政部全国豊かな海づくり大会推進事務局
推進担当 谷岡 良一
■はじめに

考えました。

岐阜県は日本のほぼ中央に位置しており、面積
は約 1 万621平方キロメートルで、全国第 7 位の
広さを誇り、7 つの県に囲まれた数少ない内陸県
の一つです。また、日本で 2 番目に森林率の高い
県で、県土の約8割を森林が占めています。岐阜
県には、この豊かな森林を水源とした日本海や太
平洋へと流れる多くの川があります。
そこで、「木の国・山の国」、「水の国」である

写真１

岐阜県から、「豊かな海は、豊かな森と川が育ん
でいる」ことを全国に発信するために、平成22年

生き物調査や水質調査

（2）上下流をつなぐ回遊旗リレー

6 月12日（土）、13日（日）に初めて河川を舞台

県内外にまたがる 8 つの流域ごとに、川と海を

とした海づくり大会を岐阜県で開催しました。本

行き来するアユやアマゴなどを描き、流域をつな

大会は、岐阜市において歓迎レセプションを、関

ぐ象徴として制作した 9 本の「回遊旗」を、沿川

市において式典行事、放流・歓迎行事を行いまし

の 6 県80市町村（県外38市町村）でリレーし、

た。さらに、県内42のすべての市町村で、ふれあ

「森・川・海が一体となった自然環境の保全」の

い交流行事やサテライト行事が行われ、約16万 7

重要性を再認識しました。降海リレーに合わせて、

千人が参加し、過去最大級の大会となりました。

8 流域全80市町村の市町村長や知事、漁業関係者
225人から「寄書旗」にメッセージをいただきま

■海づくり大会までの取り組み

した。

森・川・海が一体となった水環境の保全を県民
総参加で取り組むため、水の子ども会議や河川清
掃、外来魚駆除などに取り組みました。
（1）水の子ども会議
「ぎふの清流づくり」を担う子どもたち約
1,500人が、「水」をキーワードに、森林や身近な
河川の生き物、水に関わる人々の暮らしなどの環
境学習を通じて、「森・川・海のつながり」、「水
の大切さ」などを学ぶ「水の子ども会議」を開催
しました。子どもたちが、自分の住んでいる身近
な水路から川までの経路を実際に歩くことによっ
て、自分たちの生活が水から成り立つとともに、
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図１

上下流をつなぐ回遊旗リレー

水の流れは、川・海を通じて世界へつながってい

さらには、遡上リレーでは、「流域の人々が一

ることを再認識し、自分たちに何ができるのかを

体となって、過去から引き継いだ豊かな森・川・

海を未来に引き継ぐこと」を意味する「12色の小

第30回を迎える海づくり大会の歴史の中で、初

旗」に1,786人の流域の皆さんに寄せ書きをいた

めて河川を舞台に開催しました。また、都道府県

だき、流域の連携を絶やすことなく、ともに協力

大会では初めて環境省の後援を得ました。

して清流を守り、次世代へ伝える決意を新たにし
（1）歓迎レセプション

ました。

歓迎レセプションに先立ち、海づくり大会を記
（3）河川清掃

念した絵画・習字コンクールで県知事賞に輝いた

岐阜県を流れる河川の下流部に位置する伊勢湾
や富山湾などでは、水質汚濁や漂流・漂着ゴミ問

児童生徒が天皇皇后両陛下に作品を披露しまし
た。

題などの問題を抱えています。この問題の解決の
ためには、沿岸域及び流域の人々、NPO等の多
様な人たちが連携して、森から海まで流域全体で
取り組んでいくことが重要です。
そこで、東海三県一市（愛知県・三重県・名古
屋市）が連携して森林・河川・海岸などの約50万
人が清掃に取り組みました。
写真４

作品御覧

その後、レセプション会場で天皇皇后両陛下と
功績表彰団体の代表者の皆さんがご歓談されまし
た。
（2）式典行事
関市文化会館で行った式典行事には、約1,100
写真２

河川清掃

（4）外来魚の駆除

人の招待者に参加いただきました。そして、天皇
皇后両陛下の前で、子どもたちが舞踊や合唱、作

ブラックバスやブルーギルの進入と繁殖は、全
国的にも内水面漁業の大きな問題の一つになって

文の朗読を通して、森（山）と川と海のつながり
の大切さを表現しました。

います。岐阜県も例外ではなく、県内全域の河川

式典行事のクライマックスは、舞踊と合唱でし

や湖沼に生息しています。そこで、農業用ため池

た。舞台では一枚の大きな青い布を持った子ども

や木曽川、揖斐川、長良川で地元住民や漁協など

たちが舞うと、その布は命を吹き込まれたように

約1,800名が参加して13箇所で外来魚駆除を行い、

大きく膨らみ、青い地球となりました。それに合

ブラックバス約 2 千匹、ブルーギル約 4 万匹を駆

わせ、ぎふ清流子ども合唱団が「青い地球は誰の

除しました。

もの」を歌いました。歌に合わせて、参加者全員
が県民の皆さんが一枚一枚真心を込めて染め上げ
た「藍染ハンカチ」を振ることにより、地球を守

写真３

■海づくり大会を開催

外来魚駆除
写真５

舞踊「未来の森、川、海へ」
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間伐材で作られており、森・川・海を象徴する

ることを誓い合いました。

「木の葉」、「魚」、「貝」をかたどったものです。

写真６

参加者全員で青い海、地球を表現
写真７

最後に、「豊かな森、川、海を守り育て、次の

回遊旗の披露

世代に引き継ぐ」との大会決議を採択し、大会旗
を次期開催県の平井伸治鳥取県知事に引き継ぎま
した。
（3）放流・歓迎行事
関市池尻の長良川河畔で行われた放流・歓迎行
事には、約1,500人の招待者に参加いただきまし
た。水の恵みに育まれた小瀬鵜飼の紹介、さらに
写真８

は和太鼓の演奏に合わせて、9 隻の舟により回遊

稚魚の放流

旗の披露を行いました。その後、御放流所で天皇
陛下が「ヤマメ」を、皇后陛下が「ウシモツゴ」
をお受け者へお手渡しを行いました。天皇皇后両
陛下から、お預かりした魚は、行事終了後、本来
の生息地に運ばれ、放流されました。
また、御放流では、天皇陛下が「アユ」と「カ
ジカ」、皇后陛下が「アジメドジョウ」と「アマ
ゴ」を来賓と招待者500名とともに放流しました。
写真９

そして、自然への感謝と誓いを込めて、参加者
全員によるカスタネット合奏を行いました。この

カスタネット合奏

（4）ふれあい交流行事

カスタネットは、岐阜県を代表する「東濃桧」の

ふれあい交流行事を岐阜市と関市で行いまし

大 会 決 議
我が国は、森、川、海が、その豊かな恵みを

る木曽川、長良川、揖斐川の木曽三川を有する

人々に提供し、世界に誇れる日本型食生活と食

ここ岐阜県で、第30回全国豊かな海づくり大会

文化を育んできた。

が開催されるにあたり、「清流が

人々は古より、自然と生活を見事に調和させ、

の

つなぐ未来

海づくり」を合い言葉に、さらなる環境・

絶ゆまぬ放流による資源の増殖や、環境の保全

生態系の保全に努め、豊かな森、川、海を守り

に努力してきた。

育て、次の世代に引き継ぐことをここに決議す

かけがえのないこの自然が、生活と文化の基

る。

盤であることを再認識して、私たちは、この恵
まれた環境を、誇りをもって未来へと伝えてゆ
かなければならない。
日本海に注ぐ庄川や神通川、太平洋につなが
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平成22年 6 月13日

第30回全国豊かな海づくり大会
〜ぎふ長良川大会〜

た。岐阜市では、子どもたちと市民の皆さんが若

の苗木は、4 年前に下呂市で行われた第57回全国

鮎 1 万匹を放流するほか、かつて大変な賑わいを

植樹祭で天皇皇后両陛下が、種をお手撒きされた

みせた湊町の活気を再現する物産展「甦る一日川

もので、コブシは約 1 ｍ、カツラは約 2 ｍまで大

湊町」が開催され、2 日間で約 1 万 4 千人の皆さ

きく育っていました。

んが参加しました。長良川の清流が育んだ農産物
の販売や、岐阜市の名産・特産物の販売が行われ
たほか、長良川上流の郡上おどり保存会の皆さん
による郡上踊りを行いまいした。
また、関市では、本町商店街を会場として、
「せき海づくりフェスタ」が開催されました。市
内外の企業・団体等の環境保全活動の紹介や、市
民参加型のまちおこしイベントとして体験コーナ
写真12 苗木の植樹

ーや関市が世界に誇る「刃物」の廉売市、県内市
町村の特産品の販売、来場者への鮎雑炊や飛騨牛

■「清流の国

ぎふ」づくりに向けて

の振る舞いなどが行われ、2 日間で約 7 万 8 千人
が訪れました。

第30回の記念すべき海づくり大会を「清流の国
ぎふ」の地で、初めて河川を舞台に開催し、これ
までの水産資源の保護・増殖や水産業の振興に加
えて、新たに「水を守る」、「地球環境を守る」と
いう「環境」の視点を重視した大会として、森・
川・海が一体となった自然環境保全の大切さを全
国に向けてアピールできたことは、大変意義深い
ものと考えています。これは、準備段階から県民
の皆さんが「森・川・海のつながりの中で清流を

写真10

せき海づくりフェスタ

（5）サテライト行事

守ることの大切さ」に気づき、海のない上流県と
して何ができるかを考えていただけた結果だと思
います。

ふれあい交流行事が開催される岐阜市と関市を

平成18年度に開催した第57回全国植樹祭では、

除く県内すべての市町村で、サテライト行事が行

「植えて、育てる」そして「伐って、利用する」

われました。揖斐川町では、実のなる苗木づくり

という持続可能な森林づくりの大切さを訴えまし

やマイ箸づくり等の体験教室、特産品が販売され

た。今回開催した第30回全国豊かな海づくり大会

る森と水の恵みバザールなどほか、県内すべての

〜ぎふ長良川大会〜では、森・川・海が一体とな

市町村で特徴ある催しが開催されました。

った水環境保全の取り組みの大切さを訴えまし
た。そして、2 年後の平成24年度に開催する第67
回国民体育大会・第12回全国障害者スポーツ大会
に向け、海づくり大会での取り組みを一層広げ、
川に親しみ、楽しむ運動を展開し、県民参加の
「清流の国

ぎふ」づくりを一層推進していきま

す。
末尾になりましたが、全国豊かな海づくり推進
写真11

マスのつかみどり

協会をはじめ、全国の漁業関係者の皆さんの多大

県境を超えて富山県の皆さんと源流の森づくり

なご協力により行事はすべて順調に執り行うこと

に取り組んでいる高山市では、森を守るために、

ができました。この場を借りて厚く御礼申し上げ

「カツラ」と「コブシ」の苗木を植えました。こ

ます。
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現地研修会実施報告

「藻場・磯根資源のモニタリングと管理の必要性」
京都府水産事務所海のにぎわい課
主査

井 谷 匡 志

開 催 日 時：平成22年 6 月25日（金）13:30〜16:30
開 催 場 所：京都府漁業協同組合舞鶴支所

研修室

研修対象者：京都府内漁業関係者及び行政関係者
講

師：オフィスMOBA

中嶋

泰代表

京都府農林水産技術センター海洋センター
京都府水産事務所

山本

安間

洋樹技師

圭吾技師

出 席 者 数：41名（講師 3 名、漁業者・漁協職員等21名、市・町職員 5 名、県職員11名、海づくり協
会 1 名）

中嶋泰氏による講演

1 はじめに

会場の風景

るために本研修会を開催しました。

京都府では、平成17年度から沿岸域において藻
場造成を進めており、現在までに約7.5haの造成

2 現地研修会の概要

を実施しました。造成漁場において藻場が継続的

昨年から、京都府では、漁業者が環境・生態系

に形成されるためには、漁業者による藻場の管理

保全支援事業に取り組んでおり、一部の地区では

が求められており、藻場の状況のモニタリングが

藻場のモニタリングが開始されています。そのた

必須とされています。

め、研修会当日は、府内のたくさんの磯根漁業者

一方、日本の沿岸部では多くの地域で磯焼けが

や市町の担当者が参集されました。そういった中、

報告されています。現在、京都府において大規模

講師にオフィスMOBAの中嶋代表、京都府農林

な磯焼けは観察されていませんが、今後の磯焼け

水産技術センター海洋センターの安間技師、京都

防止のためには、健全な状態の藻場のモニタリン

府水産事務所の山本技師から講演がありました。

グと変化があった際の早急な対応が求められてい
ます。
そのため、藻場・磯根資源のモニタリングと管
理の必要性、府内の造成藻場の現状及び京都府の
藻場管理マニュアルについて学習し、理解を深め
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3 講演
（1）藻場・磯根資源のモニタリングと管理の必要性
オフィスMOBA代表

中嶋

泰

講演では、藻場や磯根資源のモニタリングにつ

いて、現場での具体的な方法をていねいにわかり

た 3 ヶ月後にはアカモク、ヤツマタモク等のホン

やすく説明していただきました。水中写真の撮り

ダワラ類の着生が見られ、半年後には 1 年生のア

方、被度階級の決め方、ハンディGPSによる藻場

カモクが多い群落ができ、1 年半後以降にはイソ

面積の記録など、モニタリングを行う際に、具体

モク、ヨレモク、ヤツマタモク等の多年生ホンダ

的に何をすれば良いかを、すぐ現場で実践できる

ワラ類による藻場が形成されたとの報告がありま

内容として説明していただきました。また、その

した。

際にはモニタリングのコツとして、「無理せず長
く続けることが大事」ということを強調されまし
た。
続いて、ウニや魚類が原因の磯焼けについて、
実例をあげながら原因と対策についての説明があ
り、ウニの進入抑制フェンスや、海藻の胞子供給
についての具体的な話は、本府でもすぐに実行可
能なものでした。
最後に、日本各地での漁業者の行っている磯焼
け対策の例をあげながら、まとめとして「自分た
ちの磯は自分たちが守ろう」、「子供達に豊かな藻
場を残そう」という熱い思いを語られました。こ
の言葉の中に当日の研修の一番のエッセンスがあ
ったように思われます。

（3）藻場管理マニュアルについて
京都府水産事務所

技師

山本圭吾

本府の作成した造成藻場の藻場管理マニュアル
について山本技師から説明がありました。内容は
①管理グループの結成、②藻場の利用計画策定、
③藻場の利用実態把握、④藻場の状況確認、⑤藻
場の保全活動

というものでしたが、中嶋さんの

（2）舞鶴市田井地先の造成藻場での海藻植生調査
京都府農林水産技術センター海洋センター
技師

安間洋樹

舞鶴市田井地先の造成藻場の海藻植生変化につ
いて、3 ヶ月後、半年後、1 年半後、3 年後の植
生調査をもとに、説明がありました。投石を行っ
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具体的な方法についての説明の後でしたので、実

う。その場合、できるだけ平らな石を選

践すべき内容がイメージしやすく、理解しやすか

べばよい。

ったと思います。

参加者：外敵駆除としてウニをつぶすことが言わ
れているが、有効利用していく方向では
だめだろうか。
講

師：衛生問題が厳しくなり、軽々しく食品と
して流通させればよいとは言えなくなっ
てきている。移殖して利用する場合は、
大きくなったウニは他の磯に持って行っ
ても身が入らないのでつぶし、若いウニ
のみを移殖すると良い。

参加者：京都府では昨年からモニタリングを始
め、今後、モニタリング箇所が増えてく
る。府として横串をさして全体を見る場
（4）質疑応答
講演終了後に参加者と講師の間で以下のとおり

合、注意すべき点は何か。
講

質疑応答が行われました。

師：まず、長く続けること。そして、モニタ
リングした場所をGPS等を使って正確に
把握すること。最小限の項目でよいので

参加者：報告にあった田井地区の貧海藻域はその
後どうなったのか？
講

続ける事が必要。
参加者：藻場を管理し、種苗放流をして磯根資源

師：現在も海藻が生えない状況が続いてい

を増やしたい。放流の適正な数はどれく

る。堆積物が多いためではないかと考え
ている。

らいか？
講

参加者：漁業者の藻場造成の目的はアワビ、サザ

にしないでよいと思う。ウニについては

エを増やすことである。
講

気をつけてほしいが、その基準は上手く

師：単に藻場を造成するだけでは、漁場には
ならない。小魚、貝を含め、戻ってくる
ような藻場づくりをする必要がある。

参加者：今年から環境・生態系保全支援事業にと
りくむ。マニュアルにはモニタリングは

師：アワビで磯焼けになることはないので気

つかめていない。
講

師：アワビについては京都府の作った放流マ
ニュアルを参考にしてほしい。また、サ
ザエについても基準があるので、放流の
際には相談してほしい。

年 4 回と書いてあるが、実際には何回く
らいやればよいのか？
講

師：最低、年 1 回、海藻の繁茂期にやればよ
い。

今回の研修会では、オフィスMOBAの中嶋代
表による充実した内容の講演と、2 名の京都府職

参加者：繁茂期に基質の状況はわかるか？

員による報告が行われ、参加した漁業関係者や行

講

政関係者にとって有意義な研修となりました。今

師：見にくいけれど、わからないことはない。

参加者：藻場造成を行うときに、良く海藻が生え

後は、この研修で習得した技術を用い、京都府全

る石の種類は何か？石の種類によって生

域で藻場の管理とモニタリングを進めていきたい

えかたが違うように思う。

と考えています。

講
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4 おわりに

師：海藻の生えかたは、石の種類では変わら

最後になりましたが、社団法人全国豊かな海づ

ないが、石の大きさで変わってくる。ウ

くり推進協会主催の現地研修会の開催地として京

ニの住みやすい大きさの石で投石を行え

都府を選定していただきましたことについて、紙

ば、周辺の藻場まで消失する。石は大き

面をお借りして厚くお礼申し上げます。また、大

い方が良い。関西空港では 5 ｔの石が使

変お忙しい中、快く講師を引き受けてくださった

われているが、一般的な工事では価格的

オフィスMOBAの中嶋代表に厚くお礼申し上げ

な問題で 1 ｔまでの石しか使えないと思

て本稿を締めくくらせていただきます。

瀬戸内海サワラ資源回復計画関係漁業者 ( 代表・濱崎文男香川県さわら流しさし網協議会会長 ) と瀬戸
内海サワラ資源回復水産主務課長（代表・濱本俊策香川県水産課長）は平成 22 年 5 月 27 日、（独）水産
総合研究センターの松里壽彦理事長に対し、「サワラ種苗生産の継続に関する要望」を行った。要望内容
は以下の通り。これは、平成 21 年 8 月に、瀬戸内海水産主務課長協議会と瀬戸内海水産開発協議会が国
（水産庁）に対し、瀬戸内海の水産振興を図るため､ サワラ種苗生産の継続等を提案。今回改めて関係漁
業者と関係県の総意として要望したもの。
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