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巻

頭

言

魚介類の眼で陸を見る
一般社団法人
公益社団法人

漁業情報サービスセンター
全国豊かな海づくり推進協会

会 長
副会長

川 口 恭 一
漁業の栽培化を推進しようという取組がスター

されているが、そのほとんどは介護や医療に関す

トして 50 年、栽培漁業に関する技術は大いに進

るものであり同一都道府県内の市町村によって組

展したが、この間、種苗の放流や管理をする者と

織されている。都道府県を越える広域連合は 2 府

これを採捕する者の関係をどのように調和させて

5 県４市による「関西広域連合」のみであり、広

いくかという課題に常に直面してきた。

域防災、観光 ･ 文化振興、産業振興、環境保全な

人々には生活や生産活動のための根拠地があり、

ど７分野の広域事業に取り組まれている。これら

市町村や都道府県という何処かの行政区域に属し

のうち広域環境保全事業では「カワウ対策」など

ている。

府県を越えた鳥獣保護対策も行われている。

一方、魚介類は水温や塩分、餌料条件など自ら
の成長・繁殖にとって都合の良い条件の水域に移

ヒラメやサワラなど広域種について、6 海域で

動し生息するが、その態様は自然環境条件と種固

都道府県域を越え海域単位で連携 ･ 共同し、効率

有の生態によって様々であり、人間が定めた行政

的な栽培漁業を推進する「海域栽培漁業推進協議

区域の地先沖合海域とは関係がない。かつて、ク

会」が設立された。まさに海 ･ 魚介類からみた広

ルマエビ、マダイ、ガザミを対象として特定水産

域連合の萌芽であると考えるが、都道府県水産行

動物育成事業に取り組まれたが、漁業権漁場程度

政、漁連、栽培関係組織等の協力 ･ 連携 ･ 共同を

の広がりしかない育成水面にとどまっているよう

基本とした任意の協議組織である。栽培漁業の将

な魚介類ではないことはもとより明らかである。

来を展望するためには、確固たる組織基盤を有し、

いずれにしても事業実施主体の構成員（漁協組

財政支出が確保された事業実施主体の構築が重要

合員、市町村民、都道府県民、日本国民など）が

と考える。魚介類の移動生態に基づいて人間の側

採捕できないような海域に移動してしまう魚介類

から適応していくより術はなく、これが自然の理

について、自主財源又は地方税による費用負担を

なのである。また、海域において複数種を栽培漁

して放流、管理を継続することは相当の困難があ

業対象としていく場合における輻輳する構成員の

ろう。

相互関係を調和させるノウハウについても考えて
いく必要があろう。

2

中小規模の隣接する市長村が消防、ごみ処理な

そのためにも先ず、都道府県地先沖合を越える

どを共同で行うため地方自治法に基づき一部事務

対象魚介類の移動生態に対応した実施主体による

組合が設置されることがある。また、より広域的

量的な種苗放流と移動分布の実態把握が不可欠で

な行政ニーズに柔軟かつ複合的に対応することが

ある。

でき、国または都道府県から権限移譲の受け皿と

およそ 80 年前、栽培漁業センターが構想され

なることもできる仕組みとして地方自治法に基づ

た時、水産庁としては国営方式を強く主張したが

く広域連合がある。この共同組織は、処理する事

社団法人への委託方式とされたということ、また、

務、組織内議会、執行機関、経費支弁などについ

その後の全国展開を図ろうとした際、道府県栽培

て規約により定めることとされている。平成 25

漁業センター施設整備に大きく転換したことを思

年４月１日現在、全国に 115 の広域連合が設置

い出した。
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漁業者と二人三脚で取り組む
浜名湖のアサリ資源の回復
～ 全長 30cm 以下のキジハタ採捕禁止 ～

静岡県水産技術研究所
主任研究員

１

はじめに

浜名湖分場

霜 村 胤日人

トン（9.4 億円）と急減し、本年は当初から厳し

アサリは、日本人の食卓に大変なじみの深い二

い漁模様が続いています 2）。

枚貝です。国内における漁獲量は、1960 年代か

浜名湖における今般のアサリの不漁は、湖内の

ら 80 年代にかけて 10 万トンを超えていました

アサリ資源の減少に起因するものと考えられ、そ

が、2000 年以降は 4 万トンを下回っています 1）。

の影響は、漁業以外にも及んでいます。潮干狩り＊

静岡県西部に位置する浜名湖は、幅約 200m の

は、一般客を潮干狩り場に瀬渡しし収入を得てい

今切口を介して遠州灘と繋がっている、水域面積

る遊船業者や周辺の宿泊施設などにとって貴重な

約 70㎢の汽水湖です（図 1）。

観光資源です。しかし、本年春のシーズンには、
アサリが極端に少なかったために瀬渡しでの潮干
狩りが中止され、宿泊施設ではキャンセルが出る
など、地域経済に大きな影響を与える事態となり
ました（図 3）。

図２
図１

浜名湖位置

浜名湖のアサリ漁獲量と漁獲金額の推移

厳しい状況が続く中、採貝漁業者の意識に変化
が起きました。
「自分たちにできることはないか」
、

同湖では、県内で唯一、アサリ漁業が行われて

「これまで以上の取組をしなければいけない」な

います。アサリ漁業は、湖内漁業の中で漁獲量

ど、積極的な意見が出るようになりました。その

及び漁獲金額が最も多く、重要な地域産業となっ

結果、漁業者が主体となり、当研究所が技術支援

ています。その操業は、船上から、又は、湖内に

をする形で、本県では初めての試みとなるアサリ

立ち込んで、「かくわ」と称される漁具を使用し、

の人工種苗生産と天然採苗に挑戦することとなり

人力によってのみ行われています。同湖における

ました。ここでは、これらの話題を中心に紹介し

アサリの漁獲動向は、浜名漁業協同組合の集計体

たいと思います。

制が整った 1982 年以降、増減を繰り返しながら
浜名湖では、アサリに関して共同漁業権が設定

推移し、2009 年には 6,007 トン（21.0 億円）を

＊

記録しました（図 2）。しかし、2012 年には 2,432

されており、免許を有する浜名漁協が定めたルー
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3

ルの下であれば、一般の方でも潮干狩りを楽しむ
ことができます。

（4）外敵駆除
浜名湖では、ツメタガイによる食害が問題と
なっており 4）、通常の操業において混獲されるツ
メタガイ成貝の駆除と、その産卵盛期における卵
塊の集中的な駆除とが行われています（写真 1）
。
年間の駆除量は、成貝が 10 トン前後、卵塊が 3
トン前後に達します。

写真１

４

ツメタガイとその卵塊（砂茶碗）

新たな取組

採貝漁業者の熱意を形にする上で、「なぜ、人
図３

平成 25 年 4 月 10 日中日新聞より

（この記事は中日新聞社の許諾を得て転載しています）

工種苗生産と天然採苗なのか」を明確にすること
が重要でした。2 つの取組には、「他水域のアサ
リに頼らずに浜名湖のアサリ資源を増やす」とい

２

漁業者組織

う共通点があります。浜名湖では、現在、他水域

浜名漁協に所属する採貝漁業者は約 600 名で

のアサリの湖内への放流は、資源増殖等の目的で

あり、その全てが漁協の下部組織となる採貝連合

あっても、それに伴う有害生物の移入などのリス

会に属しています。連合会は所属地区別に 8 つに

クを回避するため、行われていません。2 つの取

細分化されており、各地区の役員計 28 名からな

組は、この方針から逸脱しない手法であったこと

る役員会が連合会の意思決定機関として機能して

から、漁業者の賛同が得られました。
（1）人工種苗生産

います。

人工種苗生産では、一定の資金と技術が必要に

３

採貝連合会の取組

なることは明白です。このため、漁業者の意識は

浜名湖では、自主的な操業制限や資源保護など

高まっていたものの、実施の可否について決断で

の取組が浸透しています。取組の多くは、当研究

きない状況でした。そこで、著者を含む当研究所

所の研究成果を活用しており、連合会と当研究所

の職員が、（独）水産総合研究センター瀬戸内海区

が二人三脚で歩んできた歴史でもあります。

水産研究所の﨑山氏らを訪ね、アサリの人工種苗

（1）操業制限

生産技術の現状を伺ったところ、既存の手法 5 ～ 8）

資源保護や荷余りによる単価の下落防止を目的

と比較して簡略化された生産手法についての助言

に、漁獲量、漁獲サイズ、操業時間及び休漁日を

をいただきました。既存の手法は、漁業者が模倣

定めています。

するには難しいとの感じがしましたが、簡略な生

（2）密漁監視

産手法は、基本的な作業工程を維持しつつも、細

悪質な密漁への対策として、年間 30 ～ 40 回の
パトロールを実施しています。
（3）稚貝移殖

業的にも「漁師向き」の印象を受けました。
そこで、本年 4 月の連合会役員会において、そ

高密度に発生した稚貝の有効利用を目的に、こ
れを間引いて漁場や禁漁区に放流しています 3）。

4

かなケアまでは行わないことから、費用的にも作

の内容を伝え、併せて、
「お金と手間を掛けない」
、
「下手な鉄砲も数撃てば当たる」をコンセプトに

移殖量は、2009 年以降、2 ～ 35 トンで推移して

取り組んでみてはどうかという提案をしました。

います。

こうして、5 月の役員会において、浜名漁協の施
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設と資材を活用し、必要な労働力を役員会の中で

らの助言を参考にしたとは言え、収容密度や水温

確保することにより、なるべく費用を抑えること

などの飼育条件が緻密に管理されている訳ではな

を条件に、正式に実施が決まりました。また、本

く、随所に「浜名湖流」が散見される手法です。

年は、施設の整備と作業手順の習得に重点を置く

多くの点で改善が必要ですが、同じ悩みを抱える

こととしました。

漁業者の「きっかけ」になればと思い、作業手順

ここから、最終的に僅かながらの稚貝を得るま

に沿って補記します。

で、採貝漁業者と当研究所の試行錯誤の日々が始

採卵は、極めて大雑把です。浜名湖では、アサ

まりました。準備作業は、かつて海苔網の種付け

リは、網袋に詰められ（最大 22kg/袋）、正午を

場として使用されていた施設の補修から始まり、

目途に荷揚げされます。漁協職員が、網袋内での

給水・給気の配管作業、種苗生産に必要な道具類

産卵を発見した場合に、その網袋を 50L 程度の

の作製など、当研究所も協力しながら、急ピッチ

湖水の入った容器に 5 ～ 30 分間浸します。水が

で進められました。こうして、廃墟に近かった施

濁れば、容器ごと生産施設に運びます。

設は、手作りの種苗生産施設に生まれ変わりまし

生産施設では、漁を終えた数人の漁業者が容器

た。しかしながら、設備的な課題として、海水濾

を受け取り、洗卵を行います。洗卵には、目合い

過装置が機能しないために基本的には未濾過の湖

30μm のネットで濾した湖水（以下、30μm 濾過

水（水質は海水とほぼ同様）を使用すること、施

水）を使用します。

設室温及び飼育水温の調節設備がないことなどが
残りました。

洗卵後の受精卵を 30L の 30μm 濾過水が入っ
た容器 2 基に目分量で分けて収容します。ここま

種苗生産作業は、5 月末から開始しました。基

での作業を午後 3 時頃までに終えます。

本的な作業手順を図 4 に示しました。作業内容は、

午後 9 時頃には、容器内に相当数のトロコフォ

﨑山氏らや、同センター増養殖研究所の日向野氏

ア幼生が認められるようになり、これを回収し、

図４

作業手順の概要
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500L パンライト水槽 2 基に収容します。収容密

一方、生産結果については、その道のプロからす

度は、概ね 1 ～ 10 個体/mL で、「もったいない」

れば、成功とはとても言えないレベルだと思いま

意識が働くと高くなる傾向にありました。

すが、共に汗をかいた著者としては、漁業者自ら

浮遊幼生の飼育は、エアレーションを施しなが

の初めての試みであることを考慮すれば、十分に

ら止水で行い、水換えを 3 日に 1 度の割合で行い

評価できる結果であると考えています。そして、

ます。
使用する水は、全て 30μm 濾過水です。餌は、

何より漁業者が作った種苗であることにとても価

市販の高密度培養珪藻を与えました。着底期まで

値があると考えます。次年は、生残率の向上や、

パンライト水槽での飼育を目指しましたが、この

未濾過の湖水を使用するに当たっての対策などに

間に死亡する個体が多く、水換え時のストレスの

取り組む予定です。

軽減など、次年に向けての課題としました。

（2）天然採苗

着底期の稚貝は、2.6m × 3.7m × 0.6m の角型

天然採苗は、砂利などの基質を封入した網袋を

コンクリート水槽に移し、散気管でエアレーショ

干潟や砂浜に設置し、水中を漂うアサリの幼生が

ンを施しながら、湖水の掛け流しで飼育します。

袋内の基質に自然に着底し、袋内で成長すること

水槽の底には砂などの基質は敷きませんでした。

によって、稚貝が得られる技術です。費用面でも

餌は、当初は湖水中の植物プランクトンに期待し

作業面でも、人工種苗生産と比較して手軽に取り

ていましたが、結果的に密度が低く、市販の珪藻

組めることが特長です。

を水槽で培養し、適宜与えました。なお、この段

連合会役員会では、本年 4 月下旬に、先進的な

階では、給餌以外の作業は特に行いませんでした。

取組 9、10） を行っている日向野氏、鳥羽磯辺漁業

コンクリート水槽での飼育が本格化した 7 月か

協同組合浦村支所浦村アサリ研究会の浅尾氏、㈱

らは、強烈な陽射しが照りつけるようになり、日

ケアシェルの山口氏らを訪ね、採苗袋の設置や管

中の室温は 40℃を超え、湖水温は 30℃近い日が

理方法について説明を受けました。そして、5 月

続きました。また、ゴミや浮泥などが水槽へ流入

の役員会において、人工種苗生産とともに正式に

するなど、設備面での課題が浮き彫りになりまし

実施が決まり、同月中旬には、湖内 8 箇所に計

た。

218 袋の採苗袋を試験的に設置しました（写真 3、

それでも、8 月上旬には、大きいものでは米粒

4 ）。なお、採苗袋は、砂利を 5 kg 封入したものと、

大に育った稚貝が数万個体得られました（写真

砂利 4 kg とケアシェル（カキ殻粉末を球状に固

2）
。収容した幼生の量からすれば極めて少数で

形化したもの）1 kg を封入したものの 2 種類を用

すが、全滅は何とか免れました。これらの稚貝を

意しました。

引き続き飼育し、9 月下旬には、大きいものでは

6 月下旬には、上記の 3 氏らが視察に訪れ、設

殻長 15㎜に育った稚貝 2 万個体を浜名湖内に放

置場所や埋没対策などについて助言をいただきま

流しました。

した。
9 月下旬から 10 月上旬にかけて、採苗袋の一
部を取り上げたところ、多い袋では 300 個体を上

写真２

稚貝（採卵から約３ヵ月後）

本年の目標とした施設の整備と作業手順の習得
については、次年に向けて良い準備ができました。
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写真３

採苗袋の作製

を引き起こし、その一方で、漁業者を新たな挑戦
に導く機会となりました。これらに対する反響の
大きさは、延べ 20 回近いマスコミ取材からも感
じるとともに、アサリ資源の今後の動向や連合会
の取組の成果に広く関心が寄せられていることを
痛感しています。
現時点において、人工種苗生産と天然採苗で得
られた稚貝の数では、その放流によって、資源を
回復させることは困難です。しかし、技術レベル
を向上させる余地は多分にあり、より効率的に多
写真４

採苗袋の設置（潮間帯）

くの稚貝を得られる可能性は十分にあります。連
合会の取組を着実に進め、当研究所の研究成果も

回る稚貝を得ることができました（写真 5）。ま

活用し、有機的な連携が取れれば、資源の回復に

た、殻長が 20㎜以上の個体も多く見られ、その

大きく貢献するものと期待しています。

成長の速さに驚きました。その一方で、設置地点
によっては稚貝が全く入らない、あるいは、同じ
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低塩分海水を活用した地付き魚の
高付加価値化の取り組みについて
～ 全長 30cm 以下のキジハタ採捕禁止 ～
広島県立総合技術研究所

水産海洋技術センター
副主任研究員

１．はじめに

水産研究部

工 藤 孝 也

じて示された結果ではないものの、放流による増

広島県の漁業生産額は瀬戸内海に面した 11 府

加と推察しています。

県の中でも 8 番目で、生産額は 78 億円です。当
センターでは県民等に対して、鮮度の高い魚を提
供するとともにこれを担う漁業者の収益改善に向

３．水揚げ量の増加に伴う取引価格の低下
先ほど述べたとおり、オニオコゼの水揚げ量は

けた研究開発に取組んでいます。特に最近では、

増加していますが、取引価格の低下も同時に起こ

地先への定着性が強く、高い放流効果が期待出来

りました（図 1 ）。広島市場での年平均単価を見

るオニオコゼ、カサゴなどの地先定着魚の種苗生

ると水揚げ量が増加し始めた後（平成 20 年から

産技術の開発を続け、開発した技術を一般社団法

24 年の平均；1,800 円/kg）に比べて、放流開始

人広島県栽培漁業協会に移転してきました。

前（平成 10 年から 14 年の平均）は 3,600 円/kg
であり、価格が約 1/2 に低下しています。このこ

２．地先定着魚放流と漁獲への着実な添加
本県では地先定着魚の種苗生産技術とその放流
技術の確立に力を注いできました。なかでもオニ

とはオニオコゼの様な高級魚でも、漁獲量が増え
れば価格が下がってしまい、思った程の漁業者収
入の増加に繋がらないことを示しています。

オコゼの種苗生産尾数は平成 24 年度には全国 1
す。オニオコゼの放流は平成 19 年から開始され

４．美味しい魚を消費者へ〜地付き魚の蓄養
技術研究のスタート〜

ましたが、広島市場でのオニオコゼの水揚げ量は

当センターではこの様なジレンマの緩和につな

平成 20 年から徐々に増加し始め、平成 24 年に

がるよう、新しい研究課題「地付き魚の蓄養輸送

は 22 トンとなりました（図 1 ）。この水揚げ量は

技術開発」を平成 21 年から 3 ヶ年実施しました。

放流開始までの約 3 倍であり、放流追跡調査を通

この研究は地付き魚を蓄養し、東京や大阪といっ

位の約 50 万尾に達し、県内各地に放流していま

図１

8

豊かな海

広島市中央卸売市場におけるオニオコゼの水揚げ量と年平均単価（広島市場年報取りまとめ）

No.31

2013.11

た大消費地に向けて魚を出荷して漁業者利益を増
やせられないかということを目指しました。この
研究の中で開発された新しい技術が、今回紹介す
る漁獲魚の蓄養に役立つ低塩分飼育技術です。

５．傷ついた漁獲魚の状況
ほとんどの場合、漁獲された魚類は何らかの外
傷を負っています。実際にどの程度の傷を負って
いるのかを、先ほどの研究の一環でオニオコゼと
メバル類（アカメバル、クロメバル、シロメバル
の混合群）で調査しました。その結果、漁獲個体
全体のうちオニオコゼでは 57％、メバル類では
76％の魚が何らかの外傷を負っていました（図

図３

はえなわ漁業で漁獲されたオニオコゼの海水と
低塩分海水飼育下での生残率の違い

2）
。漁獲魚は漁獲時のこのような外傷やストレ
スによって、死亡しやすく、蓄養を困難にしてい
ました。
当センターではこの状況を軽減する方法とし
て、外傷魚を希釈した海水で蓄養すると延命が可
能なことを見出しました（特開 2012 − 200167）。

図４

図２

人為的外傷における海水と低塩分海水飼育下での
メバル類の外傷回復の違い（14 日後の状況）

漁獲魚に占める外傷の状況と外傷魚の割合
（上：オニオコゼ，下：メバル類）

６．傷ついた魚を活かして治す
本技術の効果を漁獲外傷魚としてオニオコゼ
（はえなわ漁で漁獲）を用いて調べました。漁獲
魚の半分を通常の海水に、残りの半分を海水 1/3
に希釈した低塩分海水にそれぞれ収容し、９日後
までの生残率を比較しました（図 3 ）
。その結果、
海水区では生残率が 70％であったのに対して、
低塩分海水区では 96％と生残率が向上しました。
図示していませんが、アカメバルでの実験では、
海水区ではわずか 10％しか生残しませんでした
が、低塩分海水区では 93％も生残しました。こ
の様な延命効果はカサゴ、マダイ、クロダイ、キ

図５

刺し網で漁獲されたクロダイの海水と低塩分海水
飼育下での外傷回復の違い
（10 日後の状況，上；海水区，下；低塩分海水区）
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ジハタ、ウマヅラハギなどの他魚種でも確認され

水の活け間に入れ、尾数が揃ったところで出荷を

ています。

繰り返すことをしてもらいました。試験期間中に

低塩分海水には延命効果のほかに、外傷の悪化

オニオコゼは全部で 43 尾漁獲され、漁獲尾数は

を抑制する効果も確認されました。体側の一部を

一日当たり 1 〜 5 尾の間で変動しました（図 6 ）。

人為的に剥がしたメバル類を海水と低塩分海水の

本来ならこの魚をその都度 16 回に分けて出荷す

水槽に入れ、この外傷がどの様に推移するかを約

るところですが、活魚としてわずか 3 回に分けて

2 週間にわたり、給餌を行いながら観察しました。

集約出荷することが出来ました。この試験を通じ

その結果、低塩分海水区では外傷の悪化が抑制さ

て、実際の漁獲魚に本技術が適用できることが確

れ、治癒方向に向かったのに対して、海水区では

認できると共に、漁業者にも技術の認識が高まり

外傷が悪化する傾向にありました（図 4 ）
。同様

ました。

の効果は刺し網で漁獲されたクロダイの試験でも

（２）多様な魚種への適用

明らかになっています（図 5、瀬戸内海区水産研

次に、多くの漁法によって様々な魚種が漁獲さ

究所増養殖部閉鎖循環システムグループ（屋島庁

れている福山地域の漁業者団体「せとうち漁師市

舎）と共同研究）。

場」の施設で現場実証を実施しました。この団体
は、漁業者の漁獲物をスーパー等の量販店への直

７．現場での技術実証試験
（１）オニオコゼへの適用

組みを行っています。この団体は、漁獲量の変動

この様に本技術は漁獲魚の延命と外傷回復に効

が大きいことや魚種が偏ることで、十分な利益を

果があることがわかってきましたが、漁業現場

出せていませんでした。この解決策の一つとして、

で実証されて初めて技術としての価値が出てきま

当センターの低塩分蓄養技術を検討しました。対

す。そこで、まず小型底びき漁船の活け間を活用

象となった魚はオニオコゼ、ヒラメ、マダイ及び

して漁獲されたオニオコゼの延命効果を調べまし

イシダイで、いずれの魚でも延命の効果が得られ

た（11 ～ 12 月）
。底びき網漁船で漁獲されるオ

ました。5 月～ 7 月の実証試験で最大 30kg/トン

ニオコゼは特に外傷がひどく、死に易いとされて

の密度で魚を収容し、10 〜 20kg/回の集約出荷

います。

を 5 回実施しました（図 7 ）。この間、7 日～ 10

漁業者にはオニオコゼを漁獲後直ちに低塩分海

図６

10

接販売で漁業者の利益を向上させようという取り
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図７

複数魚種での低塩分海水を活用した集約出荷の状況
（上図；入荷量，下図；集約出荷量）

体代表者からは、これまで生きなかった魚が生き
て出荷調整も出来るということで、広く活用可能
な技術であるとの評価を頂きました。その後、こ
の団体は低塩分蓄養で延命させて魚を店頭で活け
〆して販売するスタイルで販売価格の向上を達成
しています。
（３）メバル類への適用
江田島市の深江漁協では、メバル類に絞り込ん
で、本技術で販路拡大に取り組んでいます。メ
バル類は本県では重要な漁獲物の一つですが、刺
し網や底びき網で獲られるものが多く、水揚げ時
ほとんどの魚が死亡しています。これに対して同
漁協のメバル類は一本釣りや小型定置網（つぼ
網）で漁獲されるため、比較的活きの良い状態で

図８

つぼ網で漁獲されたメバル類の海水と低塩分海水
飼育下での外傷悪化の違い
（１週間，上；低塩分海水区，下；海水区）

水揚げされます。この魚を蓄養して出荷調整でき
ないかを丁度模索していたところで、本技術を試

８．終わりに

行することになりました。実証試験を１週間行っ

本技術は実際の漁業現場でも受け入れられつつ

た結果、定置網で漁獲された魚では、低塩分海

あります。その一番の理由は、この技術の核であ

水区の魚が 100％生残したのに対して、海水区で

る魚が生きて元気になる部分であると考えていま

は 78％しか生残せず、22％の差が見られました。

す。この技術の価値や有効性を多くの漁業者及び

また、
傷の悪化状態も両区間で差が見られ（図 8 ）、

消費者に理解してもらい、その結果その恩恵が多

漁業者には技術の有効性を実感して頂きました。

くの方々に届くことを期待しているところです。

現在、同漁協は、この活かせる利点を生かしたビ
ジネスモデルの構築と、販路拡大に取り組まれて
います。
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幻の器械根マダカアワビ復活へ
～ 全長 30cm 以下のキジハタ採捕禁止 ～
千葉県・夷隅東部漁業協同組合
千葉県いすみ市大原沖の「器械根（きかいね）」

鶴岡理事はこの急激な資源減少の主因を、「乱

漁場で今年７月、試験操業として 19 年ぶりに再

獲」と言い切る。
「当時 4 隻いた船が競争していた。

開されたアワビ漁は、８月末に２カ月の漁を終え

歩合制だからみな必死で競い合ってアワビを獲っ

た。期待は幻といわれ久しいアワビの王様「マダ

ていた」。船数を減らすなど策をとったころには

カアワビ」
。殻長 20㌢・重さ１㌔を超える特大サ

既に遅く、禁漁前にアワビの姿はほとんど見られ

イズもお目見えする、同地の最高級特産品だ。し

なくなったそうだ。

かし、資源減少から平成７年より操業を全面停止。
以降、禁漁期間は 18 年も続いた。この間、漁場
はどう変化したか。ＪＦ東部夷隅漁協の鶴岡清三
郎理事と最首惠介参事にうかがった。
今年７月、大原漁港の「港の朝市」に、器械根
のマダカアワビが姿を見せた。地元の人でも久し
ぶりの対面であり、1.3㌔ものに５万円の値がつ
いた。ご祝儀相場が手伝ってのものだが、朝市で
の平均浜値は㌔２万円前後。大型ならばさらに単
価は上がり、２㌔ものでキロ３万円にもなった海
の宝だ。
器械根とは、大原漁港から 10 数㌔沖へと広が

鶴岡理事

る水深 15 ～ 30㍍の岩礁
地帯を指す。120 平方㌔
㍍もの海底は砂地と岩礁
が入り組み、カジメなど
大型海藻が茂る。
同漁場は近年、イセエ
ビ漁が盛んで、夷隅東部
漁協は単独漁協として日
本一の水揚げを誇った年
も あ る。 か つ て は ア ワ

マダカアワビの干鮑

マダカアワビの種苗

水揚げされたマダカアワビ１

水揚げされたマダカアワビ２

ビが有名で、特に最深場
に生息する最高級のマダ
カアワビは、昭和 44 年
の漁獲量が 166㌧に達し
た。だが同年を頂点に漁
は 減 少、 平 成 ３ 年 か ら
10㌧未満、６年はアワビ
総量で 1.9㌧まで落ち込
んだ。

12
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資源管理の取り組み
禁漁 18 年も資源は微増

田漁協からの傭船による。

器械根漁場の昔と今
再開後の海で見たもの

器械根でアワビ
の禁漁が始まった

平成 24 年度豊かな海づくりに関する現地研修

平成７年当時を、
鶴岡理事・最首参

会で「アワビ類の増殖・管理方策」の講演をお

事は「絶望的な資

願いした独立行政法人水産総合研究センター東北

源量に、みな禁漁

区水産研究所の堀井豊充漁業生産部長の指導を受

を覚悟していたと

け、千葉県水産総合研究センターが平成 22 ～ 24

思う」と回想する。

年の資源調査結果を解析した。器械根資源管理協

ただし、「
『少し休
もうか』くらいの

最首参事

感覚だったのでは」と振り返る。
千葉県のアワビ漁期は 4 月から 9 月 15 日まで。

議会は県の提案を踏まえて協議し、今年の操業は
810㌔と漁獲上限を設けた。実際の漁獲量は 745
㌔。高値をつけるマダカアワビは３分の１という。
「２カ月で十分獲れる量」と楽観視していたかも

産卵期の秋季を禁漁とする。制限殻長は 12㌢以

しれないが、「アワビがゴロゴロあった」ころの

上と主要生産県の中で最も大きい。平成 10 年か

海には戻っていないようだ。

らはマダカアワビ種苗を放流するなど、資源再生

禁漁・放流を行ってきたが、大幅な資源量の増

に策を講じている。県だけでなく、漁協単独の事

加が見られないのはなぜか。漁場にはアワビの主

業として放流を実施したこともある。

要な餌であるカジメが繁茂している。その一方、

けれど、調査結果は芳しくない。試験操業前に

現在のイセエビ漁は、アワビ減少後に好転してお

算出された現在のアワビ類の推定資源量は 28.6

り、水質や生態系が変化しているかもしれない。

ト㌧で、18 年も漁を休んだ割に「微増」のレベ
ルだ。
「少し休めばアワビは増える」のもくろみは、
大きく外れた。

器械根のアワビ漁を
未来へ残すためには
「たとえ資源があっても、潜水士がいない。こ

器械根の「潜水器漁」
アワビは歩いて獲る
器械根のアワビは「潜水器漁」という特徴的な
漁法で獲られる。ヘルメット式の潜水服をまとっ
た潜水士は、母船から送られる空気をホースで受
けながら、長時間、海中で作業を行うもの。
アワビは水深 20㍍もの岩礁に生息し、マダカ

れが一番の問題」と、最首参事は指摘する。外房
地区で唯一残る潜水器漁船は船齢も高く、船員も
高齢化しており、「潜水士」「船頭」「綱持ち」の
３者が今後も確保できるか分からない。
潜水士をつなぎとめるためには漁期を長くした
いが、漁獲上限を超過すればこれまでの積み重ね
が崩壊する。かといって現状では産業が途絶えて

アワビは最深部に潜む。素潜りの海女や海士では

しまう―。こうしたジレンマを抱えたまま今後、

困難であり、漁場は潜水器漁により開拓された。

来年の漁獲量・漁期について検討する。

潜水器械を用いた根（岩礁）の漁業から、同地帯
に器械根の名がついた。
潜水器漁は潜って獲るのでなく「歩いて獲る」

ただし、漁場にすむアワビは、小型から大型ま
でバランスよく存在していたという。禁漁区も３
カ所設けた。一代回収でなく、母貝集団を増やし、

そうだ。潜水士は経験という漁場図をもとに、ロー

資源の再生産を促す試みであり、同区への集中種

ラー作戦でアワビを探し歩く。潜水器漁は重労働

苗放流も行っている。

であり、作業には潜水病の注意も必要だ。

新たな試みが花開く可能性にも期待が寄せられ

それゆえ「漁獲量が落ち、禁漁が長期化したこ

る。マダカアワビは単価が高いだけに、「資源の

とで、潜水士をつなぎとめられなかった」（鶴岡

微増分だけを狙い、伝統漁を細く長く続けられな

理事）
。他方、港湾作業は通年仕事があり、福利

いか」。思いを実らせるべく正念場を迎えている。

厚生も十分なため地元潜水士は姿を消した。試験

（インタビュー取材：水産経済新聞

黒岩裕樹）

操業は、外房で唯一潜水器漁を残すＪＦ御宿岩和
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特集
栽培漁業５０年ー漁業者と地域の期待を担って

豊かな海づくり
ー

沿岸漁業の明日へ

栽培漁業５０年

によせてー

瀬戸内海に栽培漁業が産声を上げてから５０年。 （瀬戸内海栽培漁業協会の発足と伯方島、 屋
島の栽培漁業センター設置。） 戦後の高度成長期の埋め立てによる藻場 ・ 干潟の喪失などによる
沿岸環境の悪化や乱獲等により、 重要な沿岸資源が減少。 「水産基本法」 は水産資源の保存管
理と併せ栽培漁業の推進で、 より積極的な水産資源の増大を図ることを謳った。 燃油高、 魚価安、
そして資源減の三重苦にあえぐ漁業者。 いま、 資源の回復 ・ 増大に懸命に取り組む人々の姿を
各地にルポした。

chapter

1
トラフグに黄信号点滅
― 国を挙げて資源回復を ―
山口県延縄協議会
会長

広がる危機感！

吉 村 正 義

の天然トラフグの水揚げは 1975 年には約 1,000
㌧だったものが、昨年度は 109㌧までに激減して

トラフグ資源に〝黄信号〟が点滅している。瀬

いる。

戸内海を中心にこれまでの沿岸域開発の影響や乱

こうした中、８月 30 日に下関唐戸魚市場の代

獲など理由はさまざまあろうが、近年、稚魚の発

表が、９月 28 日には山口・長崎・福岡・佐賀県

生量が非常に減少しており、一層の資源減退が危

の４漁協・漁連でつくる西日本延縄漁業連合協議

惧されている。

会の代表が、下関市出身の林芳正農林水産大臣に

（独）水産総合研究センターの評価も「資源水準
は極めて低位で、動向は減少傾向にあると判断さ

トラフグ資源回復に向け、国の強力な支援を求め
て陳情した。

れる」ということだ。とりわけ下関市をはじめ全
国に知れ渡るフグ処、山口県では「名物の県魚を
失いかねない」と危機感が広がっている。
日本最大のフグ集散地、下関の南風泊漁港市場

14
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あらゆる手を尽くして
「明福丸」の船長で山口県延縄協議会長をつと

める吉村正義県漁協越ヶ浜支店運営委員長は「フ

はじめ少しでも多くの放

グは広域に回遊する魚だからあらゆる海域でさま

流魚が健全に育ち、豊か

ざまな漁法で獲られる」とトラフグの資源管理の

な海の恵みを漁業者が享

難しさを語った。

受できるよう、当公社と

「日本海から東シナ海で漁をする延縄漁師は 30

しては極力、良質な健苗

㌢以下の小フグは再放流をしたり、それぞれの海

育成に努める。漁業関係

域に禁漁期を設けて自主規制するなど資源回復の

者には資源を守り育てる

ためにあらゆる手立てを尽くしている」

ために実効ある漁業管理

だが、
「広域に回遊するフグは西日本４県にと

を推進して頂きたい。ま

どまらず網にも入るし、韓国をはじめ外国漁船に

た、魚は県境越えて回遊

も獲られている」と苦しい胸の内を打ち明けた。

するものだけに、国をは

梅田孝夫
公益社団法人山口県
栽培漁業公社理事長

じめ関係県と協力していくことが大切だと思って

回帰性強いトラフグ
そして、資源回復の要件として国主導の適正か
つ厳密な資源管理策の推進と種苗放流の増強を挙

いる」と、健苗育成に決意を込めた。また内海生
産部で、魚貝類班の山本明子研究員が山口式の種
苗生産、中間育成の手法を教えてくれた。
今年、60 万 5 千尾の種苗を放流した山口県は、

げた。確かにサケのように回帰性の強いトラフグ

例年３月と５月の２回に渡って採卵・ふ化した種

は種苗放流効果は高いようで「南風泊の天然物の

苗を 7 ㌢になるまで公社の水漕で育てる。その後

８割は放流魚だ」とも言っていた。

は秋穂のクルマエビ養殖の老舗「旭水産」の協力

「放流する種苗は大きいほど効果が高い。とり
わけ秋穂のクルマエビ池で中間育成した種苗は良

を得て大小合わせて 4,300 平方㍍の養殖池に放養
して７㌢まで中間育成するという。

質で純天然種のように尾ビレが大きく形もよい」
と吉村会長は話を続けた。
次に、山口市にある県栽培漁業公社を訪ねた。

ヒレのきれいなフグを育てる

内海と外海の３つの栽培漁業センターを束ねる同

山本研究員によると「広い養殖池の底は砂地だ

公社の梅田孝夫理事長は「山口県魚のトラフグを

からフグ独特の噛み合いも少なく、自然に近い環
境で育つ」から、吉村会長が言うように「ヒレの
きれいなフグ」に育つのだそうだ。
山口県名物のトラフグはエビ養殖発祥の地「秋
穂」とのコラボレーションで育つという「フグを
めぐるストーリー」である。
（インタビュー取材：みなと新聞

佐々木 満）

「明福丸」の前に立つ吉村正義山口県延縄
協議会長（萩・越ヶ浜漁港で）

越ヶ浜漁港

秋穂のクルマエビ養殖池から池揚げされるトラフグ
中間育成種苗（山口県栽培漁業公社提供）
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2
トラフグ資源を増やせ！

― トラフグ標識放流に取り組む―自分たちのために自分たちの手で
山形県水産試験場
研究専門員

はじめに

浅海増殖部

本 登

渉

究会を立ち上げました。
立ち上げ後は、個々の会員が山形県では新しい

山形県庄内沖で漁獲されるトラフグが山形県の

漁業であったトラフグはえ縄漁業は、漁場開発、

新たな水産資源として注目を集めています。全国

漁具改良、出荷技術を試行錯誤しながら会員間で

の魚介類が集まる東京・築地の市場でも「相場を

情報交換を続けました。運営費用は当初より会員

引き上げるいいフグだ」と高い評価を得ています。

から徴収する活動費でまかなっています。トラフ

庄内浜のはえ縄漁業者 12 人でつくる「トラフグ

グはえ縄漁業は、漁具作成の手間や費用が少なく、

研究会」（以下、研究会）が稚魚の放流などに取

漁場も近いことから、導入が比較的容易でありま

り組んで５年が経過し、放流効果も見えてきまし

した。そのため、現在でも取り組む漁業者が増え

た。県や沿岸市町も支援に乗り出し、山形県のト

ています。

ラフグ放流事業が熱くなっています。

トラフグはえ縄漁業の導入

研究会発足当時のトラフグの漁獲量は年間１ト

１キロ当たり 5 千円〜８千円の取引値が付く高

ン前後と少なく、漁期も安定しないことから、漁

い魚であるトラフグは、山形県庄内浜では、以前

業者は将来にわたり安定して漁獲できるのかとい

は網に偶然かかることがあって、地元市場に出し

う不安を抱えていました。そこで、安定した資

てもほとんど価値がありませんでした。また、鮮

源となることを目指し、種苗放流事業を実施でき

度が落ちるのが早く、輸送上の問題から首都圏な

ないかと考えました。しかし、山形県における放

どへの出荷が難しいため、採算性が低く、商売に

流効果把握事例が無いことから、県ですぐに栽培

なりませんでした。

対象種として事業に取り組むことは難しかったた

一方、山形県沿岸では、冬期間にまとまった収
入を得られる漁業が少ない一人乗り小型漁船向け
の経営安定策として、新しい漁業の導入が必要と

め、自らの手で標識放流調査を行い、放流効果を
知るためのデータを得たいと考えました。
研究会は当時の財団法人（現：公益財団法人）
山形県水産振興協会栽培漁業センターの全面的支

考えられていました。

16

トラフグ標識放流

そんな中、研究会の会長である鈴木重作氏が平

援を受けて平成 19 年から稚魚の放流を始めまし

成 13 年から、トラフグはえ縄漁業を山形県沿岸

た（表１）。当時の栽培漁業センターの余語滋生

に導入し、漁のやり方や輸送方法を工夫すること

産第二係長（現：栽培課長）は、「庄内でも捕獲

で、平成 15 年から築地市場への活魚出荷を開始

できることに驚き、新しい魚種の生産をやってみ

しました。「主産地である西日本のトラフグより

たかった」と試験的に種苗生産を開始し、稚魚の

身が締まっていてうまい。相場を引き上げるいい

生産まで至りました。標識作業は漁業者とその家

フグだ」と評判になったことでブランド化の手応

族、県や市の有志で行い、標識放流にこぎ付けま

えを感じ、平成 19 年に 8 名の仲間たちを集め研

した（写真１～４）。
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写真１

種苗の運搬作業

写真３

放流作業

写真２

標識装着作業

写真４

標識装着作業

研究会の会員である漁業者は 700 g 未満のトラ

標識放流効果
トラフグは成長が速く、生後２年で市場出荷サ
イズの体長約 40㎝、体重約１kg になります。放
流を開始したことによって、漁獲量は 2004 年の

フグは放流するなど資源管理を進めつつ、漁の技
術と活魚出荷にさらに磨きをかけ、「日本一のも
のを市場に出し、山形県の水産業の名を上げたい」
と意気込んでいます。
魚価低迷など厳しい環境にさらされる水産業で

850 キロから年々増加し、昨年は 3.3 トン（図１）

はありますが、鈴木会長は「トラフグは冬の味覚

にまで増加しました。これまで、研究会と情報交

の一つとして山形県の水産業を引っ張ることがで

換を行ってきた山形県水産試験場では、昨年度か

きればいい。そのために環境、生態系に配慮した

ら放流効果調査を開始し、これまでに集まった標

放流システムを山形県水産試験場や水産振興協会

識魚の再捕結果から、他県での放流魚が含まれる

などとともに確立したい。水産業は成長産業、庄

可能性はあるものの、放流魚の混獲率は 24％に

内の魚は少量多品種、商品として光るものを増や

もなることがわかりました（表 2 ）
。これらの成

し、庄内浜で捕れた魚で感動を与えたい。庄内に

果は研究会のメンバーが水揚げしたフグの数やサ

行って食べたいという人が増えれば、観光にもつ

イズ、標識の確認を自ら行った結果であり、現在

ながる。」と熱く語っています。

も積極的に取り組んでいます。

これから
庄内産トラフグを取り扱う東京の料理店からは
「かむほどにうま味が出る」との評価もあります。

おわりに
この取り組みの特筆すべき点は、山形県水産振
興協会の種苗生産、定置網漁業者による種苗生
産のための親魚確保や追跡調査協力、鶴岡市や山
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形県漁業協同組合の助成といった関係者の協力が

意識から高いモチベーションが維持され、そして

あってなりたっていることです。それらの協力依

各会員がこの経験を今後の漁業経営に関する課題

頼は研究会の漁業者自らが交渉し実現したもので

に対する研究活動に関して生かすことができると

あり、彼らは自分たちでやればできるといった達

いうことであります。

成感を持てたこと、自分たちで始めた活動という

表１

表２

図１
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3
長崎県がクエの種苗量産技術確立へ
― 高まる期待と資源管理 ―大型クエの復活を目指し
対馬・ＪＦ豊玉町漁協

対馬地区アラ縄部会

副部会長

長崎県は国内最大のクエの生産県であるが、近
年は資源状況の悪化が懸念されており、栽培漁業
の推進が急務となっている。

松 本 茂 光

に目途を付けた。
同水産試験場は、県内におけるクエ種苗量産技
術の定着のため、県内民間業者にその技術を移転

県は栽培漁業の対象種として将来有望なクエの

しているところであり、そこで中間育成された種

種苗生産に取り組み、今夏には全国トップクラス

苗がクエ漁業の盛んな県内漁協に供給され、各地

の 26 万尾の量産に成功した。

先に放流されている。種苗量産技術の確立に伴い

一方、クエを対象としたアラはえ縄が盛んな対

放流尾数は年々増加し、平成 23 年度には県下全

馬市では、対馬海区延縄一本釣連絡協議会の下部

域で約 12 万尾が放流されるなど、栽培漁業の重

組織として「対馬海区アラ縄部会」
（部会長・原

要対象種として漁業者の期待を集めている。

田義治ＪＦ豊玉町漁協長）を立ち上げ、集落単位

各関係機関による種苗量産と放流事業が積極

での種苗放流や禁漁期間の設定、使用針数の制

的に推進される中、対馬市ではクエの延縄漁業

限、違反者の入漁禁止などの資源管理を徹底する

者 51 人でつくる「対馬海区アラ縄部会」を設置。

など、クエ資源の維持増大に向けた資源保護に取

放流直後の禁漁期間設定や、使用針数の制限、１

り組んでいる。

㌔以下サイズの再放流などの資源管理に取り組ん
でいる。

栽培漁業の重要対象種に

また、当部会は平成 18 年、①日没後の操業禁
止②操業１回の使用針は 400 本以内③縄ワイヤー

鍋や刺身、焼き物、一本炊きなどとして㌔ 8,000

の使用禁止④船団名簿の提出⑤操業期間は 10 月

～１万円の高値で取引されるクエ。九州では“ア

１日～ 12 月 31 日⑥違反者は 3 年または 5 年の

ラ”と呼ばれ、そのうま味はアンコウやフグにも

入漁禁止―を柱とする県外遊漁船と島外船との操

勝るとも言われ、15㌔アップの大型クエは１尾

業取決めを策定した。

30 万円前後で取引される超高級魚。その希少価
値と肉質から“幻の魚”とされ、遊漁者の釣りの

だが、こうした資源管理の取組にもかかわらず、
近年はクエの小型化が深刻化。これはクエ漁が操

対象種としても根強い人気を誇っている。
その幻の魚は、近年、資源状況の悪化が懸念さ
れており、本当の意味で幻にならないよう今後の
資源管理や種苗放流による栽培漁業の推進が急務
となっている。
長崎県総合水産試験場は、放流用および養殖用
種苗の安定確保を目的に、平成 19 年からクエ種
苗の生産技術開発に着手。近年は 5 年連続で 10
万尾を超える量産に成功し、今夏は過去最高の
26 万尾（生残率 54％）を量産、クエの種苗量産

長崎県が量産に成功したクエの種苗
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業許可を必要としない自由漁業であることから、

クエの種苗量産に目途をつけた長崎県。資源管

クエ狙いの県外遊漁船や島外漁船が小型のクエを

理による持続可能なクエ漁の展開で地域水産業の

漁獲しているためで、県総合水産試験場の調査で

振興を目指す対馬海区アラ縄部会。両者の取り組

は漁獲されるクエの大半が 3㌔未満に集中し、大

みが効果的に発揮され、水産県長崎の新たな水産

部分が産卵加入期前と推定されることから、小型

振興の起爆剤となることが期待されている。

クエのさらなる資源保護の必要性が叫ばれること
となった。
「産卵加入前のクエを乱獲すれば資源枯渇は必
至で、取決めは資源保護のための最低条件」（松
本茂光副部会長）として、島外船の取決め順守を

松本副部会長に聞く
資源管理は禁漁・森づくりから
市 場 価 値 が 高 く、
放流効果も実感でき

呼び掛けている。
緑の山並みとリアス式海岸を有する対馬は水産

るアラだが、県外船

資源の宝庫。この豊かな水産資源を求め、福岡や

などによる小型魚の

熊本など近県から多くの遊漁船や漁船が来島する

乱獲で近年は小型化

中、ＪＦ豊玉町漁協では年間約１万 5,000 尾のク

が進み、㌔単価も下

エの稚魚を放流。放流後は禁漁期間を設け、未成

がってきている。

魚の再放流などの資源管理に取り組む一方、自ら

漁獲規制を望みた

実践する資源管理への理解と協力を島外船に求め

いところだが、アラ

ることで、クエの資源管理をより確かなものとし

漁は免許が要らない

て定着させ、高値で取引される大型クエの復活に

自由漁業のため、当

つなげる取り組みを続けている。

部会が定めた操業自主ルールに準じた取決めを県

松本副部会長

外船に守ってもらうことで、より効果的な資源管
理ができるものと考えている。
アラは釣りの対象としても人気が高く、県内外
から遊漁船や漁船が対馬に来島。小型のアラを
獲ったり、カゴ漁業者がカゴの中に入った小型の
アラをイケスで育て、産卵加入前の 2 ～ 3㌔で販
売するなど、アラの小型化に拍車を掛けている。
アラは食物連鎖の上位に位置することから、ア
ラの放流尾数を増やせば下位魚が捕食され、生態
系のバランスが崩れる心配がある。微妙な生態系
のバランス上にあるアラの資源管理は難しく、産
小型化が進むクエ

卵加入前の小型魚の乱獲は、将来の資源枯渇につ
ながる危惧すべき問題だと思っている。
資源の維持増大のためクエの放流を毎年実施し
ているが、放流したあとの禁漁などの資源管理が
大事。豊かな水産資源を育む広葉樹の森も必要不
可欠で、これらの取り組みが一体となって初めて
資源管理が可能になる。
アラ漁は自由漁業で島外船の入漁を拒むことは
できないが、当部会が定めた取決めを最低限守っ
てもうことがアラ漁業の存続に必要なこと。島外
船にはこの取決めを守ってもらうよう、理解と協
力をお願いしたい。

丁寧に水揚げされるクエ
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4
子持ちダコの再放流で資源増大へ！
― 自然のものを自然に増やす
明石市漁業組合連合会
会長

山 本 章 等

（ＪＦ西二見代表理事組合長）
明石市のＪＦ５漁協（明石浦、林崎、江井ヶ島、

子持ちダコの買い取り単価はこれまで同様の

東二見および西二見）は明石市漁業組合連合会（山

2,000 円で、今年からは市漁連と地元漁協が半分

本章等会長）として連携。約 900 人の漁業者が

ずつ負担する。総額 30 万円で 150 個を買い取る

協力しあい、資源の増大とその管理、漁場環境の

予定で、毎年計画数量を数十個程度上回る子持ち

改善などに取り組んできている。

ダコが再放流されている。

漁業者の栽培漁業への意識は総じて高い。山本

マダコの標準的産卵数が約 10 万個とされるた

会長も「水産物を獲りつくすことなく、豊かな海

め、今年も 1,500 万個の卵が保護されると推定さ

の環境を生かして“自然のものを自然に増やして

れる。

いく”
」と語り、古くから瀬戸内海有数の好漁場

これまで抱卵中のタコの卵は珍味の「海藤花

として知られる明石市の海を生かして、持続的な

（かいとうげ）」として流通するものもあったが、

漁業を次世代に引き継いでいこうと取り組んでい

資源を増やしていこうという、漁業者の意識も高

る。

まってきた。

具体例をあげれば、
「子持ちダコ買取事業」。操

山本会長も、「資源の持続的利用、増大に向け

業中にタコツボ（地元ではクリと呼ぶ）の中で抱

た意識が高まってきているのはよいことだと思

卵する親ダコ（メス）を採捕したら、タコツボご

う」と語っている。

と市漁連で買い取り、禁漁区に再放流している。
同事業は、平成 18 年にマダコが不漁となり、

大寒波による冷害でマダコ資源が大打撃を受け
て以来、47 年間にわたって続けているのが産卵

資源増大への取り組みに関心が高まったことに端

用タコツボの投入。今年も１漁協 640 個、合計

を発している。

3,200 個を投入した。
産卵用タコツボは素焼き製のため壊れるものが

５漁協が連携して
江井ヶ島漁協が先進的に取り組んできた事業だ

あり、また、タコは新しいきれいなタコツボを好
んで産卵するとされていることから毎年実施して
いる。

が、漁場環境保全活動の取り組み開始とともに相

このほか「少しでも水産資源を効率よく増やす

乗効果を狙って、３年前に市漁連の取り組みとし

ことができれば」と、投入するタコツボの一部に

て市内５漁協に事業を拡大した。

はワカメの種糸挟みこんだロープを結索し、餌場

山本会長は「市漁連としては、３年前から全国
豊かな海づくり推進協会の助成を得て子持ちダコ

や隠れ場としての藻場を培養する取り組みも併せ
て行っている。

の再放流を実施してきた。今年は４年目となった

ただ、計算通りにはなかなか運ばない。タコの

が、水産資源の増大に結びつくよい取り組みは続

餌となる二枚貝を増やそうと、稚貝を放流しても

けていこうと、市漁連として独自予算で取り組む

思うようには二枚貝が増えない。

ことにした。今後ともこうした事業はできる限り
続けていきたい」と熱く語った。

さらに、近年ではマダコを対象としたレジャー
での釣り客増加が目立つ。マダコの漁獲も多いと
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今年も 3,200 個の産卵用タコツボを投入

子持ちダコを保護していくという意識が高まってきた

見られることに加え、漁業操業との間でトラブル
にならないように、何よりも漁船との事故が起き
ないようにと気にかけてきた。そうした中でもも

明石のタコは日本一！

ちろん漁業者が取り組む一連の資源管理などの取

山本会長らは、「海そのものが、かつて豊かな

り組みに対する理解を釣り客にも得ていきたいと

恵みを私たちに与えてくれた 40 年前とは変わっ

考えている。

てしまった。栽培漁業を進めていくにあたっては
海洋環境の回復も重要だと思う」と考えている。
「海は 40 年で変わってしまったが、これから
40 年かければ元の海（の環境）に戻せる」と現
況を前向きにとらえ、あきらめることなく、県や
市なども交えて海底耕耘や地先への川砂投入など
の取り組みを進めている。
今後の明石ダコの流通については、「TPP など
自由貿易が進めば海外産のタコがもっと安値で流
通するかもしれない。それでも明石のタコは日本
一と思っている。勝負していきたいと思う」と自
信を示す山本会長。そのためにも「かつてのよう
な豊かな海を蘇らせたい」。
そうした熱い思いを原動力に、半世紀後の次世
代に向けて、明石市でも、二枚貝を増やし、海藻
を増やし、タコをはじめ各種水産物が増えるよう
な環境を取り戻そう、かつてのような豊かな海を
甦らせようと挑戦が続けられている。
（インタビュー取材：水産経済新聞

「自然のものを自然に増やしていく」と資源の持続的
増大への意欲を語る山本会長

22

豊かな海

No.31

2013.11

川邊一郎）

chapter

5
ガザミを殖やす
― 次の世代に資源を継承 ―
大分県漁協宇佐支店
会長

小型底曳網協議会

長 岡 吉 信

産卵期の親ガニ保護は資源再生産を促す成果が期

海が変わった！

待できる。
そこに目をつけた宇佐支店は、2010 年から毎

大分県北部の国東半島から福岡県豊前市にかけ

年５～６月の産卵期に入網した抱卵ガザミを漁港

ての周防灘に 3,100㌶に及ぶ瀬戸内海最大の豊前

内で蓄養しふ化させる取り組みを開始した。今年

海干潟が広がる。アサリやガザミ（ワタリガニ）、

度からは底曳き協議会にも声をかけ、甲羅にマ

クルマエビやシャコ、カレイやハモなど多種多様

ジックペンで「トルナ

な魚介類の宝庫で古くから漁業が栄えた。しかし、

いて漁場で再放流し始めた。結果、今年は豊前海

生活排水や護岸工事などの影響で自然の循環が変

３支店で 3,000 尾の抱卵ガザミを保護できた。

わり本来の肥沃な海の生産力は衰えた。

ナガス

ウサ」などと書

そうすることで「インクが消えるまで商品価値

「海が変わった」
。大分県漁協宇佐支店「底曳き

がなくなるから、他の漁師に獲られても再び海に

協議会」の長岡吉信会長はこう切り出した。「昔

戻される」と「海王丸」の酒井芳久船長が教えて

はぼっこり獲れて漁師の暮らしも豊かだった。だ

くれた。「売っても安いカニなら大きく育て子を

が、この頃は資源も減って魚価も安く、燃油高で

産ませた後、高く売った方が漁師にも資源にとっ

うっかり漁に出ると損をする始末」と表情を曇ら

ても得策だ」とも言っていた。そのせいか、夏場

せた。

から始まった今漁期は「久々にガザミは好漁で、

約 60 隻の小型機船底引網漁船が所属する同協
議会は、メンバーに「50 歳以下の若手が 23 人い
る。だから「息子や新しい漁業就業者のために資
源を殖やし豊かな漁場を若い者に残すのが現役漁
師のつとめだ」と種苗放流と資源管理に積極的に
取り組んでいる。
豊前海での栽培漁業の代表格はガザミだ。大分
県漁協宇佐支店（松山将隆支店長）は例年、６月
下旬に国東市にある大分県漁業公社からガザミの
種苗約 50 万尾を買い受け柳ヶ浦から四日市地区
の沖に放流する。

「とらない！売らない」運動
放流と併行して同協議会が手がけているのが抱
卵ガザミの「とらない！売らない！」運動だ。ガ
ザミは１回で 100 万尾以上の幼生を産むとされ、

吉岡吉信底曳協議会会長

豊かな海

No.31

2013.11

23

どこの漁場でもよく獲れる」と長岡会長も笑みを
浮かべた。

放流効果を上げる
ガザミのほかにクルマエビやヨシエビ、タコな
どの資源増殖への取り組みも行っている。宇佐地
区の栽培漁業の現場では少しでも放流効果を上げ
ようと海と魚に精通した漁師が知恵を絞って工夫
を凝らす。放流した稚魚が他の魚に襲われないよ
う網を工夫して海底で放流したり、慣れるまで種
苗を囲い込んで保護したり。
底曳き協議会の長岡会長は「国や一般市民は放
流事業に漁業存続を託す漁師の活動にもっと理解
と支援を…」と願っていた。
（インタビュー取材：みなと新聞

佐々木 満）

白マジックで「トルナ」と書き再放流する抱卵ガザミ

宇佐ガザミポスター
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クロアワビ資源をみんなの力で増やす
千葉県ＪＦ東安房漁協
組合長

千葉県房総半島南部、外房に面したＪＦ東安房
漁協（本所・南房総市・佐藤光男組合長）が、ク

佐 藤 光 男

裏は隠れ場所として最適だ。漁場には餌となる海
藻が繁茂し、流れ藻も掛かりやすい。

ロアワビほかアワビ類の収量安定を目指し、造成

生育基盤の供給により、放流稚貝の生残率が変

漁場の作製を始めたのが昭和 57 年のこと。3 カ

化した。平成 16 ～ 19 年のデータでは、放流し

所１セットの漁場は、１年に１カ所ずつアワビ稚

たアワビ種苗個数から、３年後に取り上げた成貝

貝を放流し、3 年の禁漁期間を終えた順に漁獲・

の割合を示す回収率が 6.7 ～ 18.5％、最も高い漁

放流を繰り返す「3 年輪採方式」と組み合わせ、

場で 22.4％と、高い値を示す。平板をひっくり

稚貝放流効果を向上。天然資源の不漁年でも一定

返すと、「思わず笑ってしまう」ほど、アワビが

の水揚げを確保し、
「漁の底支えに欠かせない」と、

密集していることもあるそうだ。

効果を見せている。

アワビなぜ増えた？
東安房漁協の前々身である千倉町南部漁協（旧
千倉町）が始めた造成漁場は、コンクリート平板
を海底に積み重ねたもの。試行錯誤を重ねた結果、
縦 60㌢・横 80㌢・高さ 10㌢の寸法に、積み重ね
てもアワビが棲むすき間ができるよう、四隅と中
央の５カ所へ３㌢の突起を設けている。１枚が約
120㌔とは、急潮に流されない重量でありながら、

返した平板に密集するアワビ

浮力により１人でもひっくり返せる、ギリギリの
重さだ。
１漁場につき 1,500 枚ほどの平板を積み重ねた
漁場には、
約３㌢の稚貝を放流する。アワビにとっ
て平板は、凹凸のある岩礁より着定しやすく、板

現状打開へ、何をする
東安房漁協の南側に位置する千倉地域は、あま
（海士・海女）によりアワビが採取されてきた。
５月１日から９月５日の操業時期は、県の調整規
則よりも厳しい組合自主規制を順守している。漁
獲圧を上げないよう、ウエットスーツ・足ひれの
着用は禁止するなど、資源管理を徹底している。
だが、昭和 42 年の 144㌧をピークとし、漁獲
量は減少傾向に。「つくり育てる漁業」の効果を
高めるべく、既存の放流事業に、造成漁場と３年
輪採方式を組み合わせることにした。「本当に効
果が出るか」「漁場をつぶしてしまうのでは」「皆
が３年禁漁を守れるか」。漁場を利用する他漁業

平板は漁業者自らが作製、造成する

種だけでなく、同じあま漁業者からも疑問の声が
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挙がったという。

天然資源の増大にも目を向けている。漁協自営

同地域内には千葉県水産総合研究センターがあ

の造成漁場では、４カ所１セットとする「４年輪

り、地元をフィールドにアワビ研究を展開してき

採」とし、産卵機会を他所よりも１年多く設ける

た。漁協と同センターとの交流は深く、両者が「研

ほか、禁漁区も設定。母貝密度を高めることで、

究」と「経験」を共有していたことが、漁業者同

再生産を促している。

士の合意を後押しした。

守れば増えるー漁業者が認識を共有

しみ出し資源の実際

アワビ類の資源状態に準じて、あま就業者は減

「稚貝は放流後、３年で出荷サイズの 12㌢以上

少、高齢化が著しい。東安房漁協も例外ではない

になる」との知見は、あまと研究者に共通してい

が、造成漁場の拡大により、資源量の減少幅はお

た。それゆえ、３年輪採方式は受け入れが早かっ

だやかだ。千倉地区の漁獲量は平成 25 年度が約

たという。同時に、造成漁場からの「しみ出し資

34㌧、24 年度が約 40㌧。近年は 20 ～ 40㌧の範

源」にも、同センターは触れていた。放流アワビ

囲内でバラつくものの、造成漁場と同漁場からの

は成長・移動し、一般漁場でも漁獲される。
陸上中間育成施設で成育した放流稚貝は、青緑

「しみ出し」資源が恒常的に獲れており、漁を底
支え、ブランドを維持する。

色の殻が成貝にも残るため、天然貝と区別しやす
い。漁場や年で異なるが、一般漁場で獲れる放流
アワビはおよそ 20 ～ 50％。中には 60％以上も
の高い割合に達することもあり、実操業で「しみ
出し効果」を証明、一般漁業者の理解と漁業者の
結束をより強固にした。

現場のあまと研究者が意見交わし
造成漁場が現在の形に至るには、あまと研究者
の双方が経験や意見を交換し、現場に還元されて

東安房漁協の佐藤光男組合長

いる。
平板設置場所は水深が深いところよりも、浅い

ある一定の収量を当てにできることから、若者

ほうが効果は高かった。そのため造成漁場は、息

の就業も変化してきたという。佐藤組合長は、ア

が長く続かない、高齢のあまも利用がしやすい。

ワビ資源は守れば増えるという認識を、「造成漁

また、放流量を増やすほど、回収率が上がるわけ

場の効果を通じ、共有したい」とし、「『獲ったも

でない。経験から適正放流数が算出された。稚貝

の勝ち』でなく、協調性がより図られることで、

の放流も、現在は潜水作業で直接造成漁場へ放つ。

さらなる収益の安定と、後継者確保に挑む」と、

「３年後の漁に違いが出る」とし、丁寧に行われ

意欲を示した。
（インタビュー取材：水産経済新聞

ているそうだ。

３年輪採方式の概要
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キジハタ漁場を創生
― 全面禁漁で資源保護も―
山口県漁協奈古支店
運営委員長

「幻の高級魚」

水 津 克 紀

資源保護区を設定

キジハタは定着性が強く放流効果が高い魚とい

そこで、県漁協奈古支店は水津委員長の号令の

われている。その上、良型の活魚だと市場でキロ

下、10 月１日から鹿島周囲 150㍍以内を「資源

１万程度の高値を呼ぶ「幻の高級魚」として珍重

保護区」と定め全面禁漁とした。県がこの日から

される。

施行した 30㌢未満のキジハタ採捕禁止措置と歩

山口県漁協奈古支店の水津克紀運営委員長は、
地元では「アカミズ」と呼ぶキジハタを起爆剤に
「高齢化が進む漁業と漁村の活性化を図ろう」と
懸命だ。

調を合わせた形だ。キジハタは３歳魚以上から産
卵を始めるのを考慮したもので、放流資源の保護
育成と再生産力向上がおおいに期待できる。
水津委員長はこう切り出した。「奈古湾は獲れ

山口県栽培漁業公社は昨年４月、阿武町で年間

る魚の種類は多いが量が少ない。もうひとつの悩

10 万尾規模のキジハタ種苗量産施設の供用を開

みは組合員の高齢化だ。キジハタにはこの２つ問

始した。今年度からは奈古漁港の地先に浮かぶ鹿

題を解決してくれる可能性がある」。

島の周りでは県と町によるキジハタの漁場造成事
業が進んでいる。

山口県営外海第２栽培センター内のキジハタ親魚

そして、漁港の目の前に浮かぶ鹿島で始まる漁
業振興策に話は及んだ。

水津克紀山口県漁協奈古支店運営委員長
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「阿武町生まれのキジハタ種苗は鹿島周辺に沈

長の描く新漁場創出の筋書きは「キジハタは定着

設される魚礁に居付くよう放流している。漁協

性の高い魚」というのが根拠だけに、単なる夢物

は資源管理を厳密にする。そうすることで年寄り

語ではない。

でも手軽に船を出せる近場に高級魚の漁場ができ

辻野誠治支店長がそれを立証する DVD を見せ
てくれた。９月９日、鹿島地先に保護育成魚礁

る」と。

「シーマークリーフ」を沈設した時の水中動画で

新漁場を創出

ある。放流効果を高めるために網に収めた７㌢の
種苗をダイバーが水中に放す。すると、魚礁の隙

実現すれば、高齢化問題と漁家所得向上の一挙

間を目がけて稚魚の群れが殺到する。そこに潜り

両得がかなう、願ってもない話。だが、水津委員

込んだ魚たちは身を寄せ合いながら、縄張りを主
張するようにジッと穴の奥から周囲をにらみ付け
ている。
「まるでマンションの入居者みたいでしょう」
と辻野支店長は言っていた。
その後、10 月 21 日には阿武町単独で増殖魚礁
「シェルナース」６基を沈設、種苗 1,000 尾を放
流した。これに続く間伐材魚礁 61 基の製作も進
んでいる

高い混入率
キジハタは県水産研究センターが長門市の油
谷湾で実施した調査でも放流魚の混入率は平均
50％、最大で 70％に及んだ例もあるほど定着性
の高い魚種。それだけに魚礁に居ついた後は、漁
業者の自主規制で全面禁漁区となった鹿島周りで
しっかり保護され、やがて大きく育つと期待が高
まる。
キジハタ放流

（インタビュー取材：みなと新聞

奈古湾の男鹿島（右）と女鹿島
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アカアマダイ資源を増やせ！
― 地域で支える栽培漁業 ―
出雲市

産業観光部
主事

はじめに

（社）日本栽培漁業協会

水産振興課

飯 島 保 弘

宮津事業場）の指導を

仰ぎ、また、島根県への協力要請なども行いなが

出雲市の小伊津漁港で水揚げされるアカアマダ

ら事業化を進めました。これまでの間、出雲市の

イは「小伊津のアマダイ」としてブランド化が図

アカアマダイ栽培漁業事業の立上げ、推進にご協

られており、特に関西の市場を中心に高い評価を

力いただいた関係者の皆様方に、この場をお借り

得ています。小伊津漁港では、現在 19 隻の延縄

してお礼申しあげます。

漁船が操業しており、水揚げされたアカアマダイ
は 6 銘柄に分けられ、共同で出荷されます。出雲

出雲市における取組内容

市では地域の資源といえるこのアカアマダイを守
るため、平成 13 年度から栽培漁業事業に取り組
んでおり、今年度で 13 年目を迎えました。

①親魚確保
出雲市では、独自に種苗生産を行うための施設
や技術がないため、事業開始以来、（独）水産総合
研究センター日本海区水産研究所宮津庁舎にご協
力ご指導をいただいています。また、平成 18 年
度からは島根県による種苗生産試験事業が展開さ
れるようになり、島根県水産技術センターで種苗
生産された稚魚も譲り受けることが可能となりま
した。
このように出雲市では独自に種苗生産を実施し
ていませんが、島根県が実施する種苗生産試験事
業で利用するアカアマダイ親魚の確保に協力して

小伊津漁港で水揚げされたアカアマダイ

おり、産卵期間中の 2 日間を定め、平田地域の延
縄・一本釣り漁業者に出船を依頼し、親魚確保を
実施しています。確保の際は、縄揚げの速度や針

アカアマダイの栽培漁業は、出雲市（旧・平田

の飲み込みに注意を促し、また水槽内を 5℃程度

市）と漁業協同組合ＪＦしまね平田支所（旧・平

冷却することなどを呼びかけ、なるべく多くの親

田市漁業協同組合）が共同で開始した事業で、当

魚を確保するように努めています。

時、平田地域のアカアマダイの漁獲量の減少が続
いており、資源の保護、または増殖を求める声が
高まったことが事業のきっかけとなりました。

②中間育成・放流
各機関から提供していただいた稚魚は、漁業協

とはいえ、当時はアカアマダイの栽培漁業につ

同組合ＪＦしまね平田支所の陸上水槽に収容して

いての知識や経験は皆無であったため、
（独）水

中間育成を開始します。飼育は漁業協同組合ＪＦ

産総合研究センター

しまね平田支所の職員が担当しており、通常業務

日本海区水産研究所（旧・
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の傍ら、給餌・水槽清掃等の作業を行っています。

など、中間育成技術が高まっていることも事実で

もともと栽培漁業専用で用意された施設ではない

す。生残率が下がる要因としては、原因不明の死

ため、水槽は漁業用の活魚水槽と同じスペースに

亡を除くと、移動や作業等のストレス、給餌など

設置してあり、防疫の観点からすると優れた施設

の人為的な要素が挙げられるため、これまでの教

とは言えませんが、カーテン等で仕切り、病気等

訓を活かし、今後の生残率の向上に繋げていきた

の拡散に注意を払いながら中間育成を実施してい

いと考えています。
中間育成によって放流サイズにまで達した稚魚

ます。

は、主な漁場となっている小伊津沖の水深 80 ｍ
付近の海域へと放流を行っています。放流前には、
全尾数に対し放流標識を付しており、平成 19 年
度育成分からは年度毎に交互に左右一方の腹鰭
カットを標識としています。しかしながら、放流
標識として切除した鰭は再生することが確認され
ており、放流効果を確かめるうえで十分な標識と
は言い難いため、切除技術の向上、または標識の
変更を検討する必要性を感じています。

飼育環境（カーテンの奥が飼育水槽）

過去 12 年間の中間育成の実績は、受入尾数
58,651 尾に対し、中間育成終了時点では 31,695
尾で、生残率は 54％となっています（平成 16 ～
18 年度は VNN 発症のため実施せず。）。
鰭カット後再生した鰭（手前・右腹鰭）

③漁獲物調査
平成 24 年度から捕獲されたアカアマダイの漁
獲物調査を実施し、放流魚の再捕情報の収集を積
極的に実施しています。調査方法は、小伊津漁港
で延縄漁によって水揚げされたアカアマダイの集

これまでの中間育成実績

平成 21、22 年度のように生残率が極端に低く
なった年があるため、結果的に見ると中間育成の
精度はまだまだ発展途上と言えますが、平成 20、
23 年度には特に高い生残率を残すことができる
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小伊津漁港における集出荷作業

出荷作業中に、箱詰めされるまでの段階で全尾数
を取り上げて目視を行い、放流標識（腹鰭カット）
の確認をします。調査期間は毎月 1 回としている
ほか、夏期の盛漁期（7 ～ 9 月）は集中強化期間
とし、
ほぼ毎週実施しています。平成 24 年度には、
この市場調査を 16 回実施し、取り上げたアカア
マダイ 4,100 尾程度の中から、3 尾の放流魚を確
認することができました。
この調査の中での最大の障壁は「地元のおば
ちゃん」です。市場には地元小売コーナーが設け

H24.6 再捕：左腹鰭奇形

られており、お盆、正月前になると多くの地元住
民が鮮魚の買い付けに来ます。中でもおばちゃん
には勢いがあり、調査でアカアマダイの腹鰭を確
認する前に先取りされてしまうこともあり、迅速
な対応が求められます。その甲斐もあって、調査
開始時と比べ、調査スピードが格段に速くなった
ような気がします（笑）。
小伊津での市場調査以外にも、平成 25 年度か
らは市内各漁港に所属しているアマダイ漕ぎ刺網
漁の漁獲物調査を実施しています。漕ぎ刺網漁船
は出雲市内で 5 隻操業しており、操業期間が 7 月
15 日から 8 月 31 日までの 1 ヵ月半と短い期間で

H24.9 再捕：左腹鰭再生なし

はありますが、1 日の漁で多くのアカアマダイを
漁獲されることもあるため、放流魚の捕獲を期待

果、平成 20 年度以降に放流したものであること

して調査に挑みましたが、2 度の調査で再捕を確

が判明しました。その後も漁獲物調査時において

認することはできませんでした。

発見するなどし、平成 24 年度には計 11 尾、平

漁獲物調査の目的としては、第一に再捕情報を
収集することですが、このほかにも職員が何度も

成 25 年度（10 月 10 日時点）では 3 尾の再捕を
確認することができました。

調査に出かけることにより、漁業者の意識を高め

放流総数は、中間育成した稚魚と放流直前に提

る狙いもあり、漁業者の積極的な参加に繋げてい

供していただいた稚魚を合わせて 37,660 尾であ

きたいと考えています。

るため、直接的な放流効果はまだ低いと言えます
が、ようやく事業の成果が目に見える形になり始

ようやく見え始めた成果
平成 13 年度からアカアマダイの栽培漁業事業
に取り組んでいく中で、その成果が具体的に確認
されるようになったのは昨年のことでした。それ
までの 10 年間では、放流時の全長が 20㎝超（通
常は 7 ～ 8㎝）のものが、放流後 1 年 7 カ月で再
捕された例外的なパターンが 1 件確認されただけ
で、それ以外に明確な再捕事例は確認されていま
せんでした。
そのような中で、平成 24 年 6 月に腹鰭に異常
があるアカアマダイが立て続けに 5 尾捕獲され、
耳石による年齢調査、腹鰭の形状等を確認した結

再捕を記念したイベント
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めたところです。偶然かもしれませんが、平成 6

かしながら、具体的に事業効果を検証するうえで、

年度には平田地域で 113 ｔあったアカアマダイの

現時点では情報量の不足は否めず、更なる情報収

漁獲量は、平成 12 年度には 21 ｔまで減少してい

集が必要となります。事業効果を具体的に証明す

ましたが、事業を開始した平成 13 年度以後は、

ることにより、事業の継続・発展に繋げていくこ

年によって変動があるものの 21 ｔを下回ること

とができるため、情報の収集は急務と言えます。

は無く、平成 20 年度には約 60 ｔにまで漁獲量が

このほかにも、アマダイ漁を営む漁業者の高齢

回復しました。事業との関連性を示す根拠はあり

化・減少、担い手不足を解消するための対策など

ませんが、何らかの影響を与えているのではない

も我々に課せられている課題となっています。

かと期待が膨らみます。

おわりに

今後の課題
ようやく成果が見え始めてきたアカアマダイ栽
培漁業事業ではありますが、開始から 13 年目を
迎えた現在では、事業開始当初と状況が随分と変
化し、それに伴い新たな課題も生じてきています。
課題の１つとしては、種苗の入手です。先述した
とおり、種苗生産は出雲市独自では実施できない
状況にあるため、他機関へと依存しているところ
ですが、今後も継続して種苗を提供していただけ
るものか先行きは不透明です。提供元の方針が変
更となり、種苗を入手することができなくなれば

放流直前のアカアマダイ

事業廃止に陥ることになります。他力本願ではあ
りますが、アカアマダイの資源を守るためにも、

出雲市のアカアマダイ栽培漁業事業の担当者は

今後も種苗の提供元の機関と協力・連携を図りな

水産専門職ではなく、一般行政職が数年おきに

がら、事業を推進していきたいと考えます。

担当します。出雲市のように担当者も飼育施設も
栽培漁業の専門ではない状況で、事業を開始して
今年で 13 年目を迎えることができたことは、関
係機関の支援・協力が最大の後押しであったこと
は間違いありませんが、これまで事業に携わった
方々の強い想いが原動力となっていたと感じてい
ます。そのような想いが地域の栽培漁業を支え、
資源の保護に繋がっていることを担当者として誇
りに思い、今後のアカアマダイ栽培漁業事業に取
り組んでいきたいと考えています。

種苗提供元の宮津庁舎から稚魚を受け取る様子

もう１つの課題は事業効果を証明するための情
報収集です。アカアマダイの資源の保護を目的と
して始まったこの事業は、再捕実績からも自然界
への定着が成功していると考えられるため、当初
の目的に沿った事業になっていると言えます。し
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栽培漁業を核に町おこし
― 道の駅で６次産業化―
山口県阿武町
町長

中 村 秀 明

している。計画の舞台となるのは奈古湾に浮かぶ

キジハタの量産化技術を確立

景勝地「鹿島」と来年４月にリニューアルオープ
ンする「道の駅」だ。

滅多に味わえない「幻の高級魚」と珍重される
キジハタ―。食通の間でも垂涎（すいぜん）の的
で、淡白だが上品な旨みと引き締まった白身の食
感が絶妙だ。体表は茶褐色で鮮やかなオレンジ色

「鹿島」を戦略拠点に
男島と女島が連なる鹿島の瀬には藻が繁茂し、

の斑点が散らばる姿の良い魚で成長すると全長約

産卵場、幼稚仔魚の育成場として優れた環境要件

60㌢程度になる。

を備えている。鹿島は中村町長が目指す「６次産

山口県はこのキジハタを新たな特産県魚に育て

業化」の１次（生産）部門の戦略的な拠点で昨年

ようと、2003 年度から県水産研究センターを中

来、県とともに種苗放流、漁場造成事業を積極的

心に人工種苗生産の技術開発を重点的に進め、約

に推進し、キジハタの資源増殖に努めている。

10 年の歳月を費やし量産化技術を確立した。こ

そして２次（加工）、３次（販売）部門の舞台

うして 2012 年４月 23 日、阿武町にある県栽培

は 1993 年４月、第１回「道の駅」登録駅に認

漁業公社・外海第２栽培漁業センター内に年間

定された発祥駅「道の駅阿武町」となる。現在、

10 万尾規模のキジハタ種苗量産施設が竣工した。

８億 2,300 万円を投じて特産品直売所、食堂、温

以来、山口県産のキジハタの出生地となった阿

泉、トイレと一体型の新駅にリニューアル中で来

武町の中村秀明町長はキジハタを通じて「漁業の

年４月にオープンする。

６次産業化」を実現しようと戦略的な計画を推進

山口県阿武町地図

中村秀明阿武町長
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りません』とは言えませんから阿武町ならいつで

｢道の駅」駅長として

も食べられるようにする必要があるのです」と町
長は言う。その補完機能として道の駅のそばに漁

「道の駅」を運営するのは 2010 年５月に町と
漁協、農協、森林組合、商工会の共同出資で設立

協が運営する活魚水槽施設を活用する予定で、計
画に抜かりはない。

した「㈱あぶクリエイション」だ。社長は「道の
駅」駅長も兼任する中村町長で、これからキジハ
タを「道の駅」の看板商品、目玉料理に育てて集

町おこしへ「海の畑づくり」
昨年の県営種苗量産施設の竣工でキジハタの

客を図る考えだ。
具体的には放流稚魚が産卵可能な親魚に育って

「種づくり」の基盤が整ったのを契機に阿武町は

再生産を始める３年間は「じっと我慢」
。県とと

今、「海の畑づくり」に精を出す。こうして、資

もに種苗放流、漁場造成などを進め漁協を支援し

源を守り、大きく育てて収獲する栽培漁業を通じ

ながら資源の保護・育成に努める。沖に出ればキ

て「町おこし」を図ろうとする阿武町の中村町政

ジハタが安定的に獲れる漁場環境を創造するのが

は着々と進んでいる。
（インタビュー取材：みなと新聞

目標だ。

佐々木 満）

「キジハタを目当てに訪れるお客に『今日はあ

外海第２栽培センターのキジハタ種苗育成水槽

外海第２栽培センターのキジハタ親魚

道の駅阿武町の完成予想図
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マツカワ、ニシン資源の復活、栽培漁業は漁業者の命綱
（公社）北海道栽培漁業振興公社
会長

川 崎 一 好

北海道の漁業は、 秋サケ、 ホタテ、 コンブの３本柱を中心として、 漁業生産額の約６割を栽培漁業に支え
られている。 ３本柱に続く栽培漁業の柱を育てようと、 北海道栽培漁業振興公社が中心となって、 ヒラメ、 ニ
シン、マツカワなどの種苗生産放流事業も行われており、その漁獲量も順調に増えている。 しかし、一方では、
地域間の水揚げ格差の拡大など、 課題も多い。 今年６月、 北海道漁連会長に就任する同時に、 北海道栽
培漁業振興公社も任された川崎一好会長に、 今後の栽培漁業の推進方向などについて話を聞いた。

――栽培漁業の役割、課題の解決について、日ご
ろお考えのことは。
川崎会長

北海道漁業は 200 カイリ以降、遠洋、

沖合から沿岸に回帰してきたが、その結果、自然
の再生産だけでは資源が足りず、秋サケ、ホタテ、
コンブといった無給餌型の増養殖漁業が発展し、
今や北海道漁業の大黒柱に成長した。
ところが、この３つの増養殖漁業に適していな
い地域もあり、格差を生む素（もと）にもなって
いる。栽培公社としてもヒラメ、ニシン、マツカ
ワなどの資源増大に向けて最大限の努力をしてき
川崎会長

たが、残念ながら浜の懐を潤すようなところまで
来ていない。
今回、道漁連会長として全道の浜を回ったが、
特に日本海や道南は、オホーツクや道東に比べ、
柱となる漁業がない。北海道漁業には秋サケ、ホ

――今後、栽培漁業の一層の推進のため、何が必
要だと考えますか。
川崎会長

ホタテや秋サケが漁業者自ら増養殖

タテ、コンブという大黒柱はある。しかし、この

に真摯に取り組み、自分たちのものにしていった

３本柱に特化しても、全道一律に成果を得るのは

ように、行政におんぶに抱っこではいけない。栽

難しい。これからは大黒柱じゃなくても、骨組み

培漁業の原点はやはり漁業者の取り組み姿勢にあ

の役割を果たす〝小さな柱〟を作っていく必要が

ると思っている。

あると思う。

例えば、気候変動で魚の北限や南限が変わった

北海道漁業の安定に必要なのは、何より沿岸の

ことを、一番肌で感じているのは漁業者自身。来

資源を増やすこと。栽培漁業は北海道漁業の礎で

ない魚をいつまでも待っていても仕方ない。それ

あり、成功すれば、漁業者みんなを潤すことがで

ならば、今度は環境に合った魚種を選択し、その

きる。今、自分の息子を漁業者にしたくないとい

資源を増やしていかなければならない。

う人も多いが、それは展望がないから。その展望

栽培漁業は「手間を売る」漁業だと思う。これ

を持てるように、無給餌型の増養殖漁業を地域に

までの栽培漁業も、漁業者自らが先進地に視察に

合ったものに変えていく努力をすること。これが

行ったり、思考錯誤しながら技術を習得したり、

一番大事ではないか。

地道な積み重ねがあったからこそ成功した。関係
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のは難しいかもしれないが、まずは自分たちでで
きることから始めることが大事だと思う。
さらに、道漁連としては、栽培魚種の流通対策
をもっと推進していかなければと思っている。特
にヒラメについては浜からの要望も強かった。ヒ
ラメはもはや高級魚とは言えず、消費者に馴染み
のない魚になってしまっている。もっと消費者に
愛さされる魚にするためには、今までの生出荷だ
けでいいのか。加工方法を含め、消費者ニーズに
マツカワ放流

応えられる形に変えて販売していかなければなら
ないと考えている。
また、漁業全体に言えることだが、生産者と消

機関の指導を受けながら、自分たちで責任を持っ

費者の間の距離があり過ぎる。どうやって育てて

て育てるという姿勢が何より大事だと思う。

いるのかなど、栽培漁業の役割を訴えながら、消

また、これからの時代、何十億円もかけて大き

費者に近づけていくことも必要だろう。

な施設を整備して広域的に大量放流しても、な
かなか浜の望むような成績は残せないのではない
か。小さな施設で経費をかけずに、地域あるいは
単協単位でもやれるような栽培漁業を目指すべき
だと強く感じた。
そして、各地域の取り組みを系統や行政が応援
してやれる仕組みを作っていきたい。道漁連とし
ても、これからは販売や流通だけでなく、生産量
の増大に向けても深く関わっていきたい。栽培公
社だけに任せるのではなく、漁連も地区組合長会
も一緒になって知恵を出し合い、試験研究機関の
協力も得て、とにかく横の連携を広げ、地域に合っ
た増養殖漁業を、北海道のオール水産で後押しす
ることが一番の早道だと思っている。
――今、具体的に取り組んでいること、あるいは
取り組もうとしていることはありますか。
川崎会長

つで近年生産量が減少しているコンブの増産が緊

――「豊かな海づくり」へ、国や関係機関に要望

急課題。全道で２万㌧の数量を確保しなければ、

はありますか。

扱ってくれる業者もどんどん減っていく。コンブ

川崎会長

私は資源をつくり育てること、漁場

漁業に限らず、獲る人が減り、扱う業者も減れば、

づくりこそ、漁村づくりだと思っている。国が栽

その漁業は衰退の一途を辿るしかない。

培漁業予算を税源移譲した今、国は沿岸漁業の資

これまで全道各地で雑海藻駆除に取り組んでき

源増大のためにどんな働きをしてくれるのか、ぜ

たが、近年の減産要因は気候変動で胞子が岩盤に

ひお聞きしたい。われわれは栽培漁業を柱に資源

付着しづらくなったからかもしれない。だから、

増大に努めてきたし、これからもそうありたいと

自然に任せるだけではなく、人工的に種をまいて

考えている。わが国の漁業・漁村を存続させるた

みようと。主な産地の組合長さんに提案したとこ

めにも、国に対しては食料産業をしっかり守る水

ろ、今秋から北大の四ツ倉先生の協力を得ながら

産行政をお願いしたい。

試験的に取り組むことになった。１回で成功する
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谷藤隆司）

 シリーズ 

放流稚魚がスクスク育つ環境づくり

＜第３回＞

海の環境づくりを支える取り組み
（株）沿海調査エンジニアリング
常務取締役

大 塚 英 治

い日本海沿岸漁業は、近年の資源減少、魚価の低

はじめに

迷による疲弊感を強めており、漁業者の高齢化と
担い手不足が顕在化しており、積丹町も例外では

環境保全活動の技術指針として、平成 19 年 2

ない。そんな積丹町の重要な漁業資源にウニがあ

月に水産庁から「磯焼け対策ガイドライン」が発

り、積丹産ウニは築地市場でも高い評価を得てい

表されて 6 年が経過し、各地で磯焼け対策が活

る。春から夏にかけて小さな磯舟で行われるウニ

発に取り組まれるようになっている。ガイドライ

漁は、夏の風物詩で積丹半島ドライブと旬のウニ

ンでは漁業者自らが主体となって藻場の回復を計

丼は観光の目玉となっている。しかし、近年の磯

画・実行できるようになることを目指して編集さ

焼けは深刻でウニの食味を大きく左右するコンブ

れている。このガイドラインのポイントとして、

が失われたことで水揚げは減少傾向にあり地域経

漁業者と行政と専門家だけでなく、市民の参画を

済に少なからずインパクトを与えている。

促している点にある。これは、高齢化が進み担い
手不足となっている漁村部において、単に市民を

■レジャーダイバーのボランティア参加

保全活動の労働力に利用することではなく、水産

一般に漁村は閉鎖的であると言われ、特に漁業

業の多面的機能を地域資源として活用することで

者とダイバーとの関係は難しく、「ダイバー＝密

都市漁村交流を活性化し、あわせて沿岸環境の悪

漁者」と考える漁業者も少なくない。確かに、地

化に対し地域社会全体の問題として解決していく

先漁場を悪質な密漁者によって長く荒らされてい

ことが必要との考えからである。

る現実は、残念ながら今もある。しかし、積丹町

今回はこのような考えに基づき、実践される活

では札幌圏に近いことから大勢のレジャーダイ

動を紹介する。

漁業者とボランティアダイバーの協働
による保全活動 美国・美しい海づく
り協議会
■積丹町美国の課題
積丹町（しゃこたんちょう）は漁業と、海岸国
定公園に指定される美しい景観を資源として年間
80 万人が訪れる観光の町である。北海道は全国
漁獲高の 25% を占める水産王国だが、サケ・ホ
タテ・コンブ等の安定的な主要水産資源を持たな

ボランティアダイバーによるウニ除去
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バーが訪れており、地元の信頼できるダイビング

ク、③作業前の丁寧な手順説明、④作業区画を明

サービスが受入れを行う等、漁業者と環境意識の

確にするための間縄とブイの設置、⑤潜水時間、

高いダイバーの信頼関係が生れている。地元漁業

空気残圧のルール決め、⑥作業終了後の情報共有

者と地域に愛着を持つ良質なダイバーの接点が生

（成果、活動全体の進捗報告、藻場の豆知識等）
、

れたことで、懐疑的であった関係は好転し「積丹

⑦参加者へ対する感謝の気持ちを持つ。これらの

ブルー」と言われる美しい海を守り育てる活動に

点は、漁業者だけでは不慣れで難しいこともある

向けて協働体制ができあがったことは、全国的に

ので、運営マネジメントに関して行政や地元ダイ

稀な事例であるといってよいだろう。藻場環境保

ビングサービスのフォローが肝心である。

全に向けた取り組みは、平成 21 年度より環境・
生態系保全活動支援事業（水産庁）を活用し、漁

特別採補許可申請

業者とレジャーダイバーが協働で磯焼け海域での
ウニ除去から始まった。高齢化が進み潜水できる

当地の食害生物はキタムラサキウニであるが、

漁業者が減少した漁村で、ダイビング技術に長け、

棘の長いガンガゼや毒を持つオニヒトデ、食植生

水中カメラで海の状況を記録することができるレ

魚類の採捕と比べ、ウニ除去作業はレジャーダイ

ジャーダイバーの貢献は大きく、成果を上げてい

バーにも容易いものである。しかし潜水によるウ

る。平成 24 年沖縄県で開催された全国豊かな海

ニ除去を実施する際のハードルとして「特別採捕

づくり大会では、環境保全部門にて見事、大会会

許可申請」がある。ダイビングに使われる潜水器

長賞を受賞した。

は漁具であり、また密漁防止の観点から不特定多

藻場の機能を発揮するためには、ヘクタール単

数の一般市民が自由にウニを採捕することはでき

位の規模が必要となる。当然ウニ除去を実施する

ない。そこで、環境・生態系保全活動支援事業

にはその分、多くの人手が必要となる。限られた

（平成 21 年～ 24 年）においては、地元漁業協同

予算内で人手を確保する手法としてもボランティ

組合が申請者となり、参加するボランティアダイ

アダイバーの参画は重要である。しかしながら、

バー全員を登録し、北海道知事へ申請・許可を得

ボランティアダイバーの参加意欲は金銭的なもの

ている。現在は、水産多面的機能発揮対策事業へ

ではなく、心の充実感であり目に見える藻場の再

移行して実施されており、約 50 名が保全活動を

生による環境改善に他ならないことを忘れてはな

支えている。

らない。
また、ボランティアダイバーが安全に効率よく

海域の利用と保全

作業できるように、次の点を注意している。①連
絡体制整備（ＨＰ、メールによる情報発信）、②

地域という視点から考えても、様々なステーク

参加者の技術レベルの確認と毎回の体調チェッ

スホルダーが一体となって真剣に取り組まなけれ
ばならない状況にある。これまでは漁業者が中心
となって海域の利用・保全・管理を担ってきたが、
マリンレジャーの利用が増加し、市民の環境意識
の高まりと教育の場としての利用が進む等、これ
までの枠組みでは収まりきらなくなった現状があ
り、沿岸域の総合的管理を様々な主体が担うルー
ル作りや社会システムが求められてきている。ま
た、漁業者の心配事として地域の子ども達の海離
れという課題もある。積丹町は海に面している町
であるにも関わらず、海を知らない子ども達、そ
して海を教えない、教えられない大人たちが増え

ボランティア集合
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て、海は近くて遠い場所となってしまった。海で

生計を立てる漁業者にとって、地域住民に海が理

年から実施された日本海ニシン増大推進プロジェ

解されていないことは寂しい限りであり、将来の

クト（日本海北部ニシン栽培漁業推進委員会）等

担い手に対する不安にもなっているのだ。

の取り組みが功を奏し、近年、水揚げされるよ

藻場が回復することで、漁業者は良質なウニを

うになり（平成 24 年度 260 トン

小樽市調べ）、

水揚げし、藻場に集まる魚をレジャーダイバーが

その象徴的な現象として「群来（くき）」が確認

楽しむ、子ども達が海に学び体験する笑顔から大

されている。「群来」とは、産卵のためニシンが

人たちは元気をもらう、このみんながハッピーと

大群で沿岸に押し寄せ、一斉に藻場へ産卵する現

なる循環が活動そのものと地域を活性化していく

象で、海面が白濁する様である。2 月から 3 月に

原動力となっている。

起こる群来の産卵床となる藻場は、主にフシスジ
モクやスギモク等のホンダワラ類とマクサ等の紅
藻類である（当海域に着生する大型海藻としてホ
ソメコンブがあるが、この時期は枯死流出してい
る）。また、産卵密度はフシスジモクやスギモク
といった大型海藻が着生する海域ほど高い傾向が
知られている。
地道に続けられた試験研究と種苗放流、それに
加え磯焼けが進む環境の中、わずかに残った貴重
な藻場がニシンの再生産を支えているといえる。

再生した藻場を楽しむダイバー

都市漁村交流による水産ブランド確立
を目指す 小樽海っ子倶楽部
■小樽市の漁業
日本海中部に位置し、海と山に囲まれ豊かな自
然環境に恵まれる小樽市は、全国屈指の観光都市
でもある。海岸の形状も、砂地海岸や岩礁地帯、
転石海岸と変化に富んでおり、魚介類の種類も多
く、漁獲される魚介類は約 40 種類と多彩である。

ニシンの卵が付着した海藻

また水産加工業も集積しており、漁業は基幹的な
産業となっている。
■復活した群来（くき）
北海道の開拓が始まった明治期から昭和初期に
かけ、北海道日本海沿岸部においてニシンが大量
に水揚げされた。小樽市には往時の鰊番屋群や鰊
御殿と称される歴史的建造物が今も残り、地域の
重要な観光資源となっている。ニシン漁に関わっ
た漁家の子孫も多く漁業者ばかりではなく、地域
全体にとってニシンは特別な存在となっている。
一時は資源が枯渇したニシンであるが、平成 8

海一面が白濁する群来現象
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人を超す人出で賑わいを見せており、一般的な人
気魚種ではない「しゃこ」をテーマとしたイベン
トは道内外の漁業関係者の関心を集めており、視
察が行われる程である。イベントの情報発信には
地元の商業高校と東海大学が協力し、漁業や生態
の解説、子供たちが参加できる塗り絵や水槽展示
を行っている。
これらの活動がベースとなり、今年度より始ま
る水産多面的機能発揮対策事業において、小樽市
漁業協同組合、（一社）小樽観光協会、NPO 法人
船一杯に水揚げされたニシン

■新たな活動体制の整備「小樽海っ子倶楽部」
小樽市内では、水産を柱としたまちづくり事業

おたる祝津たなげ会、東海大学の 4 団体により構
成される「小樽海っ子倶楽部」が発足した。
活動は、①水域の監視、②藻場の保全、③教育
と啓発の場の提供、④漁村の伝統文化、食文化等
の継承機会の 4 項目。海の安全を守り、藻場の

が活発化してきている。
ニシンの群来が見られた平成 21 年春から始

保全活動により漁場環境を改善し、水産業のもつ

まった「おたる祝津にしん群来祭り」は、鰊漁の

多面的機能をまちづくり、教育、観光による消費

番屋群が今も数多く残る漁村・祝津のまちづくり

拡大といった重層的な手法で発信することとなっ

NPO 法人（おたる祝津たなげ会）と地元漁業者

た。磯焼け対策に加え、教育、普及啓発を一体的

がニシンの再来でまちおこしを狙うイベントであ

に推進する体制が整ったところである。

る。前浜産ニシン 1,000 尾を無料配布しての浜焼

水産業の本来機能である安心・安全な水産物の

きやニシン稚魚放流式には多くの市民が訪れてい

供給システムを考えた場合、漁業者と流通、地域

る。

ブランドの確立といったすでに各地で行われてい
る手法で対応が可能であるが、本来機能の底支え
となる藻場環境の保全を行う場合、漁業者が主役
であることに変わりはないが、漁業・漁村の魅力
を広く国民が理解し、地域社会の既存ストックを
活用した漁村の魅力を発揮するためには、NPO
や教育団体、観光団体などの協力体制は欠くこと
ができないものである。
小樽市には年間 800 万人もの観光客が訪れて
いる。本事業と通じて「漁業」が地域資源として
多くの市民に支持されることで、漁場環境の保全
と地域経済の振興が図られることを期待したい。
ニシン稚魚の放流

■目指すべき姿

40

小樽市が面する石狩湾では、シャコ漁が盛んに

海が地域資源である漁村の元気再生には、本来

行われているが、秋シャコ漁を行っているのは小

機能ばかりではなく多面的機能を含めた多様な

樽市だけであり、その大きなサイズと味をアピー

魅力に地域が自信を持ち、可視化することで都市

ルポイントとして始まったのが「小樽産しゃこ祭」

と漁村の交流を活性化できるかがポイントと言え

である。小樽市漁業協同組合、
（一社）小樽観光

る。海とともに暮らす漁業が地域経済の基盤とな

協会、小樽市の共催により実施されるイベントに

り、担い手を惹きつけることができればと願って

は、11 月の寒空にも関わらず 2 日間で毎年 2 万

やまない。
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【特別企画】被災地の栽培漁業の復興①

震災後、初めてのエゾアワビの放流を迎えて
福島県栽培漁業協会

公益財団法人

1

種苗生産の再開に向けて

実施したキセノハリオチス症の検査で、それまで
飼育管理していた親貝の中に陽性個体が混入して

（財）福島県栽培漁業協会（現（公財）福島県栽

いることが判明したため（福島県から南伊豆庁舎

培漁業協会）の施設は、平成 23 年 3 月 11 日の

に運搬する前の福島県での検査では陰性でした）、

東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受け、

残念ながら、急遽、それらの親貝を全て処分する

それまで県等からの委託で行っていた、エゾアワ

事となりました。

ビ・アユ・ヒラメ・キタムラサキウニの種苗生産

そのため、再び、福島県海域で親貝を採捕し、

等業務が不可能となりました。また、役職員 10

キセノハリオチス症検査により陰性となった事を

名の内 4 名（理事長、参事、主任 2 名）臨時職員

確認後、採卵作業は福島県で実施しました。受精

１名の合わせて５名の尊い命が失われ、人的被害

卵を南伊豆庁舎に運搬し、受精卵及び幼生管理以

は甚大なものになりました。加えて、東京電力（株）

後のエゾアワビの種苗生産が南伊豆庁舎で始まり

福島第一原子力発電所の事故により、敷地内は立

ました。最初の採卵は、平成 24 年 7 月 5 日に福

入制限区域となり、施設に立ち入る事さえも出来

島県水産試験場（以下、県水試とする）で実施し、

なくなり、当時は、協会の存続さえ危ぶまれるよ

受精卵の最後の洗卵を終えて夕方５時に県水試を

うな状況でもありました。

出発、南伊豆庁舎まで約 400㎞の距離をひたすら

このような将来の先行きが全く見えない状況の

走り 11 時 30 分頃に南伊豆庁舎に到着しました

中、平成 23 年度の国の第 3 次補正予算事業で立

（運転時間約 6 時間 30 分）。すぐに幼生管理用の

ち上がった「被災海域における種苗放流支援事業」

バットに収容し、翌日から採苗まで 2 ～ 3 日幼生

を活用して、平成 24 年 3 月から、静岡県南伊豆

管理を行いました。その間原因不明の死亡があり

町石廊崎にある（独法）水産総合研究センター増

ましたが、何とか一回目の採苗を実施することが

養殖研究所南伊豆庁舎（以下、南伊豆庁舎とする）

出来ました。採苗１カ月後に付着稚貝の計数を行

の協力を得て、同庁舎でエゾアワビの種苗生産を

い、その後、剥離・選別・実査等を実施していく

開始することが出来ました。

過程の中で、5 万個の放流を行うための稚貝が不

2

種苗生産の経過

初年度にあたる平成 23 年度は、福島県海域で
生息しているエゾアワビの親貝を使用した概ね 3

足していることが判明しました。そこで、不足分
を補充するために、同年 10 月に再度県水試で採
卵を実施し、１回目と同様に受精卵を南伊豆庁舎
に運搬しました。

㎝サイズ 5 万個の種苗を平成 25 年度に福島県内

受精卵及び幼生管理から始まった種苗生産は、

へ放流する事を目標とし、採卵から放流用種苗の

2.5㎥水槽（実水量 2.0㎥）10 面を使いました。

生産まで南伊豆庁舎内で実施する予定でした。

そこではキセノハリオチス症の防疫を徹底して行

そこで、平成 24 年 3 月に福島県で採捕した親

い、使用する海水は全て紫外線照射した海水を用

貝を南伊豆庁舎まで運搬し、平成 24 年 5 月の連

い、使用した海水は電解殺菌装置により殺菌し中

休明けに採卵を実施する予定で飼育管理を行って

和後に排水しました。並行して、用具・手指・長

いましたが、採卵直前に増養殖研究所上浦庁舎で

靴の消毒も徹底して実施しました。
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１回目及び 2 回目のそれぞれの採卵群の稚貝飼

的に 25℃程度でした）。それに合わせてエゾアワ

育を行いながら、採苗から放流までの間に付着稚

ビの摂餌状況が悪くなり、成長の停滞が予想され

貝の成長に応じて、分散、剥離、選別等を実施し

ても給餌量を抑えざるを得ませんでした。

ていきました。

このように、慣れない施設で水温等が異なる環

稚貝の成長により餌不足にならないように、付

境の中でしたが、何とか、６月中旬に１回目の放

着稚貝の密度に応じて 2 ～ 5 倍程度に分散を行い

流が出来る準備が整いました。

ましたが、剥離までの間、付着稚貝の摂餌する速
さに餌となる付着珪藻の増殖する速さが追いつか

3

ず餌不足の傾向が若干みられました。珪藻の付着

放流する場所は福島県なので、稚貝を福島まで

した波板を追加するなどして対応しましたが、原

運搬しなければなりません。南伊豆庁舎で、約

因として、福島県海域の栄養塩の豊富な親潮系海

15℃に冷却した海水に放流用種苗を 10 ～ 15 分

水に比べて南伊豆海域の黒潮系海水の栄養塩が少

間程度浸漬してから取り上げ、室温 10℃に設定

ない事が影響しているのではないかと推察されま

した冷凍車に積み込み南伊豆庁舎を深夜の０時頃

した。

に出発しました。途中、稚貝の状況等を確認しな

福島への輸送、そして放流

剥離作業は、ヒーターにより、飼育水温より約

がら朝の 8 時頃に県水試に到着し、すぐに現地の

5℃昇温させた海水にアルコールを添加した水槽

海水温に馴致させる作業を行い馴致が終了した事

（約 300L）の中で行い、その後、直径 6 ～ 19㎜

を確認後、付着器（塩ビ製）に再付着させ放流ま

の４種類の穴の開いた選別器を用いて選別を行い

での間畜養しました。

ました。このような剥離作業や選別時に使用する

しかし、時化が続いて海の状況がなかなか回復

道具（選別器等）についても、すべて最初から購

せず、結果、平成 25 年 7 月 1 日に震災以降初め

入や作製が必要でした。
剥離・選別作業により波板飼育から篭飼育へ移
行し、また、大きさ別に収容された稚貝は市販さ
れている配合飼料を給餌し管理していました。し
かし、ここでも福島との生産環境が異なる影響
を受け、夏場の飼育水温が、南伊豆では予想通り
24 ～ 25℃の高い水温がしばらく続く事が度々あ
りました（福島では、高い時で 23℃程度、一時

42

採卵

浮遊幼生管理

採苗

計数

分散

剥離

選別
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輸送稚貝冷却

輸送篭へ収容

冷凍車庫内

馴致水槽への移動

海水温への馴致

付着器への再付着

でに放流稚貝を県水試に運搬しいつでも放流出来
るよう準備していたのですが、１回目の放流時同
様、海況が悪く 10 月 7 日時点ではまだ放流出来
ず延期となっています。

4

今後の漁業再興に向けて

現在実施している業務が少しでも福島県の漁業

屋外水槽畜養 （放流準備）

の復興の手助けになれればとの思いや、現在も続
て 5 万個の内の 2 万個を放流することが出来まし

いている東京電力（株）福島第一原子力発電所の

た。震災前最後の放流となった平成 22 年度の放

汚染水の問題等で、震災前のあの活気のあった福

流から 3 年の歳月が流れていました。

島県の漁業にいつになったら戻れるのか、はっき

初めての施設、また飼育に使用する海水も福島

りとした見通しが立っていない現状の中で、今年

とは違う海水等、全てが手探り状態の中でなんと

放流したエゾアワビの稚貝が漁獲サイズに成長す

か放流までこぎつけた事にとりあえず安堵の念で

る 4 ～ 5 年後には、間違いなく、福島県の漁業が

いっぱいになった事や、久し振りに会う漁業者の

以前のような活気を取り戻している事を願いなが

顔を見た時の何とも言えない懐かしさなども感じ

ら、引き続き来年度の放流に向けて南伊豆庁舎で

ながら１回目の放流作業を無事終える事が出来ま

の種苗生産を続けていきます。
なお、福島県では、平成 28 年 4 月の開設を目

した。残りの 3 万個も 9 月下旬に放流の予定です

指して、福島県新地町にある相
馬共同火力発電（株）新地発電
所の温海水を利用し、震災前の
生産規模を想定した新たな種苗
生産施設の建設を予定してお
り、この施設で生産された放流
用種苗が更なる福島県の漁業の
復興に寄与できることを確信し
放流①

放流②

ています。
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【特別企画】被災地の栽培漁業の復興②

復活したウニの栽培漁業－被災した岩手県漁業に希望の光
（社）岩手県栽培漁業協会
所長

種市事業所

箱 石 和 廣

が大変なことになっているのではないか」と思い、

１

はじめに

海の近くの小高い所に位置している洋野町役場に
向かいました。洋野町役場 4 階展望室から見た光

（社）岩手県栽培漁業協会種市事業所（施設名「岩

景は想像を絶するもので、漁港は壊れ、沖合に避

手県水産技術センタ－種市研究室」以下種市事業

難できなかった漁船が流され、種市事業所は一面

所）は、岩手県沿岸北部の青森県境に接する洋野

海と化し、木造建屋の屋根が流され、稚ウニや稚

町に位置しています。

ナマコを飼育していた 12

ウニ種苗生産施設として昭和 63 年に「岩手県

の FRP 水槽がまるで

船のようにプカプカ漂っていました。

北部栽培漁業センタ－」の名称で開所し、平成 6

深い喪失感の中、自宅に戻ってからもその光景

年から（社）岩手県栽培漁業協会が運営していま

がまるでビデオ映像を何度も繰り返し見るように

す。

脳裏をよぎり、ついには一睡もできないまま朝を

震災前は、ウニ種苗生産のほか、ナマコ、イワ

迎えました。

ガキの種苗生産を行っていました。

２

震災発生

2011 年 3 月 11 日午後、所員がいつも通り屋外
で飼育業務を行っている時、突然大きな揺れを感
じ、これはただ事ではないと思い、すぐに場内放
送で「直ちに業務をやめ、避難してください」と
呼びかけました。場内放送終了直後に突然事務所
の蛍光灯が消え停電になりました。
避難場所は事前に決めており、また津波警報や
注意報発令時にいつも避難する種市体育館前で全

被災時の屋外の状況

員の避難を確認しました。
その後、私は高台にある自宅に避難し、二階の
窓から海の様子を見ていたところ、沖合から大き
なうねりが押し寄せてくるのが見えました。その
日は波の穏やかな日でしたので、このうねりが津
波なのではないかと思ってしばらく見ていると、
ついには陸に押し寄せ、防潮堤にぶつかりものす
ごく高いしぶきが上がりました。種市事業所はこ
の防潮堤のすぐ海側に位置していますので「施設
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被災した作業棟

朝、再び洋野町役場展望室から見た種市事業所

人が 3 日間一生懸命がれき撤去作業に精を出して

は 197 槽あった飼育水槽がいつもの場所に 1 槽

くれ、引率教諭の指示のもと、そのキビキビとし

も無くなり、津波で運ばれた砂や泥、飼育資材等

た動きと生き生きとしたエネルギ－から所員全員

のがれきが散乱していました。

「やる気」をもらいました。

施設は屋根以外全て浸水し、飼育水槽及びポン

また、種市南漁協宿戸実行部会の漁業者総勢約

プ、ブロワ－、ボイラ－等の機械設備や電気設備

100 人が自分たちの漁場の片付けを後回しにして

は使用不能となり、建物も砂やがれきで埋まり、

がれき撤去に来てくれました。そのほか各漁協か

天井が落下するなど壊滅的な被害となり、当時飼

らも次々手伝いの申し出がありました。

育していたウニ種苗 600 万個、ナマコ種苗 40 万
個も全て流出しました。

その際、
「たくさんのウニが陸に打ち上げられ
た。一日でも早く種苗生産・放流を再開してほし
い」、「洋野町はウニの町、つくり育てる漁業の町
だ。種苗放流は不可欠」、「ウニは生活の糧、種苗
放流を継続しなければどうにもならない」多くの
漁業者やその妻たちから再開を訴えられました。
漁業者の期待に何とかして応えられないか。種
苗生産を再開すれば被災した漁業者の「希望の光」
になるのではないか。
私と竹高克浩次長は施設の一部稼働ができない
か。施設のどこが使えそうでどこが使えないのか
詳細な点検を始めました。
海から海水を引き込んでいる取水管は、貯水池

被災した屋内幼生飼育室

3

（沈殿池）に干満があることから砂や泥による閉

応援と期待

震災発生から数日後、施設へ初めて入ったとき
は、間近に見るあまりの無残な光景に唖然として
立ち尽くしてしまいました。
その後所員みんなでがれきの撤去を始めました
が、全員がショックのあまり心身共に脱力感が
漂う状態で撤去作業は遅々として進みませんでし
た。
そうした 3 月下旬、地元の種市高校からがれき
撤去の手伝いをしたいとの申し出がありました。

がれき撤去する種市高校生

これは、震災前に種市高校海洋開発科の潜水実習
の際、県北広域振興局水産部の指導の下、種市事
業所で種苗生産したナマコ種苗を潜水放流し、そ
の種苗の追跡調査をするなど種市高校と共同で実
施していた関係から手伝いの申し出があったもの
です。
種市高校は今年放送された NHK 朝の連続テレ
ビ小説「あまちゃん」の北三陸高校のモデルになっ
た学校で、全国で唯一、工業潜水教育を行い「南
部もぐり」を養成しています。その種市高校の
「天野アキちゃんや種市浩一君？」たち総勢約 50

がれき撤去する種市南漁協の漁業者
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塞はなさそう、重力式ろ過器はコンクリ－ト製の
強固な建造物であり壊れた外側の配管をホ－スで
つなぎ直せば使えそう、ポンプ室は水没している
が海水を汲み上げ、分解整備ができるのではない
か。電気は直接引き込めるのではないか。等々。
ろ過海水確保の可能性が見えたため、県北広域
振興局水産部に指導助言を仰ぎながら、施設仮復
旧の計画立案を進めました。
仮復旧した作業棟

4

仮復旧へ

飼育資材の準備が整ったのは採卵予定日 2 日前の

地元洋野町では、水上信宏洋野町長はじめ町内

8 月 30 日でした。

全 5 漁協の組合長が早期復旧を県に要望し、県で

9 月 1 日、震災後初めての採卵であり、テレビ

は 5 月に種市事業所の本格復旧に向けた専門業者

局や新聞社などマスコミの取材の中、採卵作業を

による施設の調査・診断を実施しました。

開始しました。この日はまだ親ウニの成熟が不十

仮復旧の可能性についても、これまでは我々所

分で予定していた卵数の半分程度しか確保できま

員の素人判断であったため、この時同時に調査し

せんでしたが、計画した日に採卵を行うことがで

てもらい、取水管は問題なし、ろ過器も仮配管等

きました。

で使用可能、ポンプ棟や幼生飼育室として使用を

その後の採卵は順調に進みましたが、10 月に

計画していた作業棟もコンパネによる仮復旧可能

入り水温、気温が下がり始め、幼生飼育に支障を

との診断をいただきました。

来たしました。そこでビニ－ルシ－トや投げ込み

しかし、突然の震災であり、すぐには仮復旧の
予算がありませんでした。
そんな中、県では震災直後から小規模でもウニ

式ヒ－タ－を使い、十分な水温は確保できません
でしたが何とか付着期の幼生を確保し採苗を実施
しました。

の種苗生産が再開できないかと可能性を探ってい
たことから、採水ポンプ、ブロワ－のオ－バ－ホ
－ルやろ過器の仮配管及び重機を用いたがれき撤
去を行ってくれることになり、あわせて建屋修繕、
電気、水道の一部復旧、種苗生産用消耗品費等の
補助も決定しました。
このことにより必要最小限の仮復旧の目処がた
ちましたが、ボイラ－、三方弁、センサ－等の制
御機器までは修繕できず、加温・調温は無理な状
況でした。
そのため、水温、気温ともウニの幼生飼育水温
である 21℃前後、かつ岩手県におけるウニの産
卵期でもある 9 月～ 10 月に採卵を行うこととし、
100 万個のウニ種苗放流を目標に掲げ、第 1 回目
の採卵を 9 月 1 日に行うことに決めました。
生産目標や採卵日程を決めたことにより、男性
所員は壊れた水槽の修理や海水配管、空気配管

稚ウニは順調に成長し、冬場、貯水池に氷が張
るなど予定外のこともありましたが、皆で一生懸
命育てた稚ウニが 24 年 5 月 22 日に待望の初出
荷（初放流）を迎えました。

の修繕や新たな設置作業、女性所員は砂や泥に埋

初出荷に際し、当協会の大井誠治会長が「この

まった飼育資材の掘り起こし、洗車ブラシ等によ

日を迎えることができたのは、ひとえに皆さんの

る手作業での洗浄に日々追われました。

努力のおかげ、心から感謝したい」との言葉をく

そして、所員手作りの幼生飼育設備が完成し、
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ださり、大井会長の言葉に今までの苦労を重ね合

わせ、感激して目頭を拭う女性所員もいました。
初出荷のウニ種苗は箱詰めした後、軽トラック

した。
今年度は目標の 200 万個出荷（放流）に向け

に積み込み、放流先の種市南漁協宿戸漁港で漁船

現在出荷作業が最終段階を迎えているとともに、

に積み替え放流されました。

施設が本格的に復旧し、震災後初めて加温、調温

種市南漁協宿戸実行部会長の吹切信夫さんは
「最高だね！この日を待ったんだもの。明るい見
通しがつくね！」と言って初放流の喜びを語って
くれました。

設備の整った採苗棟を使用しての採卵・幼生飼育
を行っています。
また、今年は「あまちゃん」効果で北三陸に注
目が集まり、ロケ地となった隣町の久慈市には多

その後も種苗を受け取りに来た各漁協職員や漁

くの観光客が訪れ、特にオ－プニング映像や天野

業者の方々は皆笑顔で、
「あの大震災の翌年にウ

アキちゃん、夏ばっぱ達がウニ漁をするなどメイ

ニの種苗を放流できるとは思わなかった」、「よく

ンの撮影地となった、本物の「北限の海女さん」

作ってくれた」と感謝の言葉をいただき、私たち

がいる小袖海岸は大変な賑わいでした。

所員は「皆さんの支援や励ましのおかげです。こ
ちらこそ感謝しています」と伝えました。
そして 8 月 30 日に目標としていた 100 万個の

また、「ウニ」や「南部もぐり」が話題となっ
たため、洋野町への観光客も多くなり、当施設へ
も多数の見学者が訪れました。

ウニ種苗を出荷し、最終的に 24 年度は 132 万個
の出荷実績となりました。

本格復旧した種市事業所

震災後の初放流の様子

5

本格復旧

６

おわりに

壊滅的な被害を受けた状況の中、震災半年後に
仮復旧施設で種苗生産を再開できたこと、震災 2

本格的な復旧工事は平成 24 年 3 月 31 日から

年後に本格復旧できたことは、国、岩手県、地元

平成 25 年 3 月 15 日までの工期で開始し、工事

洋野町のご支援をはじめ、漁協、漁業者の励まし

工程会議において幼生飼育を行う採苗棟が採卵時

の声があったためと思っております。紙面をお借

期の 9 月までに完成が無理とのことであったた

り致しまして、関係者の皆様に深く感謝申し上げ

め、24 年度も加温、調温設備のない仮復旧施設

ます。

を使用しての幼生飼育を余儀なくされました。ま

今後は復旧した施設により、震災前、またそれ

た、屋外飼育水槽も 7 月上旬から 2 月下旬にかけ

以上に豊かな海となるよう、微力ながら種苗生産

10 日に 10 槽ずつの納品となり、仮復旧水槽を用

に励んでいきたいと思っておりますので、今後と

いて生産を行いました。

もご指導のほどよろしくお願い致します。

25 年度に 200 万個の出荷（放流）を目標に、
復旧工事と並行して進めた種苗生産は困難を極め
ましたが、ウニ種苗は順調に成長しました。
復旧工事も順調に進んで予定の工期に終了し、
その後各種検査を経て、施設の引き渡しを受けま
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【海域栽培漁業推進協議会】報告

海域栽培漁業推進協議会の平成25年度通常総会を開催
全国６海域の海域栽培漁業推進協議会は、７月

推進協議会では、「全国豊かな海づくり沖縄大会」

４日の太平洋南海域栽培漁業推進協議会を皮切り

で同協議会が水産庁長官賞を授与したことに伴い

にそれぞれ平成 25 年度通常総会を開催しました。

表彰状が水産庁保科栽培養殖課長から植村協議会

水産庁栽培養殖課長（日本海北部海域）をはじ

会長へ手交されました。九州海域栽培漁業推進協

め、同課及び各漁業調整事務所の担当官のご臨席

議会では共通資源であるトラフグの魚市場での流

を賜り、また、水産総合研究センターからもご臨

通について松村下関唐戸魚市場社長から資源管理

席を賜りました。ありがとうございました。

の重要性等を流通関係者も求めていることについ

設立から２年を経過した本年度は、役員の改選

てお話しいただきました。

期に当たり、日本海北部及び瀬戸内海の両海域栽

また、総会後、各海域において平成 25 年度補

培漁業推進協議会では、会長及び副会長が交替と

助事業「種苗放流による資源造成支援事業」のう

なりました。

ち「共同種苗生産・放流体制構築検討会」を開催

各海域協議会での特筆すべきことは、太平洋北

し、栽培漁業関連施設の使用状況などアンケート

海域栽培漁業推進協議会では、東日本大震災後の

結果等を報告するとともに、共同の取組を海域内

太平洋北海域の海洋変化や主要魚種の状態などに

でどう進めていくかなどについて意見交換を行い

ついて水研センター東北区水産研究所の堀井部長

ました。

にお願いして報告を受け
ました。太平洋南海域栽
培漁業推進協議会では浜
名湖でのアサリの資源状
態が話題となりました。
日本海北部海域栽培漁業
九州海域栽培漁業推進協議会
総会での松村唐戸市場社長

日本海北部海域栽培漁業推進協議会総会

平成２５年度海域栽培漁業推進協議会通常総会の開催状況等
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第１０回目は、鹿児島大学水産学部の鳥居享司准教授をインタビュアーとして、広島県
の豊竹東地域におけるメバルの栽培漁業の取組について、広島県の大崎内浦漁業協同組合
と大崎上島漁業協同組合、大崎上島町、県水産課、県漁業振興基金、県栽培漁業協会の皆
さんからお話を伺いました。
インタビュアー：鳥居享司

鹿児島大学水産学部准教授

出席者：大崎内浦漁業協同組合：奥本英壮氏（組合長）
大崎上島漁業協同組合：沖原吉孝氏（組合長）
大崎上島町役場：橘高直大氏（主任主事）
広島県水産課：御堂岡慎吾氏（主任）、後藤敬太氏（主任）
（公財）広島県漁業振興基金：高場稔氏（専務理事）
（一社）広島県栽培漁業協会：加藤友久氏（参与）

第10回

豊竹東地域における「メバルの里」づくり
〜地域一帯となった栽培漁業の展開〜
鹿児島大学水産学部
准教授

１．メバル種苗放流への挑戦

鳥居享司

広島県水産海洋技術センター（旧・広島県水産試
験場）はメバルの種苗生産技術の確立に力を注い
だ。

広島県では漁業者はもちろん遊漁者からも、メ

1996 年、水産海洋技術センターにおいてメバ

バルは「釣って楽しい」
、
「食べて美味しい」魚と

ル種苗の生産技術の開発に成功、2000 年からは

して人気がある。とりわけ、豊竹東海域と呼ばれ

広島県栽培漁業協会において種苗の大量生産が行

る竹原市と大崎上島のあいだの海域ではメバルを

われている。そして、生産した種苗を大崎上島に

対象とした漁業や遊漁が盛んであり、漁業者の生

おいて放流に適するサイズまで中間育成したのち

活の糧として、遊漁者の楽しみとして、メバルは

に放流する体制がとられているⅱ。

重要な資源である。しかし、広島県ではメバルの

メバルの安定的な種苗生産技術が確立するまで

漁獲量は減少傾向にあり、資源の回復が課題とし

には数多くの苦労があったようである。その一端

て浮上するようになった 。メバルはマダイなど

を紹介しよう。栽培漁業協会では当初、陸上水槽

の回遊魚種と比べて放流した地先に定着する割合

を設置してメバルの産仔を得る予定であった。し

が高く、市場価格も比較的高値で安定している。

かし、メバルの抱卵まではうまくいくものの、産

放流活動を継続的に行うことによって、漁業者の

仔を得ることができなかった。水産海洋技術セン

漁獲量増加と所得向上など期待できることから、

ターの海上イケスで親魚を育成、産仔直前のメバ

ⅰ
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ルを栽培漁業協会の水槽へ移動させる体制をとっ
たところ、安定的に産仔を得ることに成功した。
仔稚魚の餌料や栄養強化においても、マダイやヒ
ラメの種苗生産時の知見をそのまま利用すること
ができず、動物プランクトンや配合飼料の内容や
割合、切り替え時期などについて試行錯誤が続い
たようであるⅲ。こうした作業は中腰で行うこと
が多く、腰部を痛める職員が続出した。
このような過程を経てメバル種苗の量産体制が
次第に確立していったが、中間育成にも課題が存
在した。メバルは全長 30㎜を超えないと配合飼

鳥居先生

料単独による飼育は困難とされている。しかし、
中間育成場には 30㎜未満の種苗も混入していた
ことから、歩留まりの低下によって放流に必要と

２．「メバルの里づくり」への取り組み

される尾数を十分に確保できないことが予測され
た。このため、天然のプランクトンを蝟集して中

つづいて、メバルの種苗放流に力を入れる豊竹

間育成種苗の歩留まり改善を目指すこととなっ

東地域における取り組みについてみていきたい。

た。鳥害防止ネット設置のためにイケスに渡した
竹に電球を設置、夜間に灯火してプランクトンを
蝟集したところ、点灯時には摂餌行動がみられ、

１）大崎上島町を中心に
1999 年の種苗生産技術開発の成功、2000 年の

非点灯時の 2 倍から 3 倍の生残率で中間育成種苗

種苗の大量生産の成功をうけ、2001 年よりメバ

を確保することができた 。こうした工夫によっ

ルの種苗放流が始まった。広島県、大崎上島町、

て、放流に必要な尾数を徐々に確保できるように

広島県漁業振興基金の費用負担（年間事業費 500

なったのである。

万円から 700 万円）のもと、栽培漁業協会への

ⅳ

メバル種苗生産を委託、栽培漁業協会はその事業
費をもとに 20㎜サイズの種苗を 40 万尾供給、そ
れを大崎上島において中間育成したのちに放流す
る計画内容であった。
ただし、種苗生産や中間育成における歩留まり
に課題があったことから、年間の供給尾数は計画
には届かなかった。配合飼料の給餌方法や夜間に
プランクトンを蝟集するなどの試行錯誤を繰り返
した結果、次第に計画尾数を供給する体制が整っ
た。それを大崎上島において 35㎜サイズまで中
間育成、大崎上島周辺海域へ放流した。
２）豊竹東地域一帯となって
メバルの種苗生産と放流活動が軌道に乗りかけ
た 2006 年、広島県は財政事情の悪化を理由に当
事業への補助を打ち切ることを発表した。メバ
ルは豊竹東地域にとって重要な資源であり、何と
か事業を継続したいとの思いから近隣の市町村や
関係機関へ協力を呼びかけたところ、東広島市と
竹原市の賛同を得ることができた。2007 年より、
豊竹東地域の位置
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大崎上島町、東広島市、竹原市、大崎上島漁協、

大島内浦漁協、芸南漁協、安芸津漁協、早田原漁

イケスには網目の細やかな漁網を使用しているた

協、広島県栽培漁業協会、広島県漁業振興基金で

め、目詰まりが激しく、中間育成中に 3 度から 4

「豊竹東水産振興協議会」（以下、協議会）を組織

度ほど網換えを実施する必要がある。こうした際

し、協議会がメバルの種苗生産と中間育成を担う

には 6 名ほど追加雇用するが、いずれも高齢の漁

こととなった。

業者が作業を行っており、目詰まりして重くなっ

メバルの種苗生産と中間育成にかかる費用は年

た漁網の交換はかなりの重労働となっている。

間 920 万円ほどである。協議会が参加組織から

メバルは約 1 ヵ月の中間育成で 35㎜前後まで

事業費を集め、これをもとに栽培漁業協会へメバ

成長する。協議会へ加入している漁協がそれぞれ

ル種苗 25㎜・30 万尾を生産委託する体制がとら

種苗を取りに来ることとなっている。大崎上島町

れている。栽培漁業協会はこの事業費のうち 720

では、大崎上島漁協と大崎内浦漁協の組合員合計

万円ほど用いて種苗生産を行うが、人件費や燃油

8 名ほどが放流を担当する。関係市町への出荷に

代などをもとに原価計算すると赤字である。こう

併せ、ガラモ場やアマモ場、浅場などへ放流する。

したことから、広島県からの指定管理者制度にも

平成 24 年度の放流尾数は東広島 5.2 万尾、竹原

とづく委託費に加え、協議会とのあいだで「目標

市 5.1 万尾、大崎上島町 18.2 万尾であり、大崎

尾数である 30 万尾を上回った種苗については栽
培漁業協会が他地域へ有償販売できる」といった
契約を締結して収入を確保している。また、栽培
漁業協会では配合飼料への反応があがる 28㎜以
上での出荷が望ましいと考えているものの、生産
費用が嵩むうえ、他魚種の種苗生産のために水槽
をあけなければならないため、現行のサイズとし
ている。
栽培漁業協会で生産された種苗は 3 月末より
約 1 ヵ月間、大崎上島に設置された 5m × 5m イ
ケスを複数用いて中間育成される。大崎上島漁協
が組合員を 1 名雇用して、配合飼料を中心にプラ
ンクトンなどを蝟集してエサとして与えている。

栽培漁業センターで説明を受ける鳥居先生

メバルの種苗生産尾数・放流尾数・歩留まり率の推移
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上島漁協と大崎内浦漁協はほぼ等分量を放流して
いる。大崎内浦漁協管内には海釣り公園が整備さ
れているため、3 万尾程度をその周辺海域へ放流
している。
メバル種苗の放流時には、毎年、テレビ局が取
材に訪れる。メバルの放流は「春を告げる風物詩」
として地域にすっかり定着している。
３）遊漁者も費用負担を
メバルの種苗生産と放流にかかる費用は 3 市町
村と漁協、広島県漁業振興基金の負担による。大

奥本組合長

崎上島町の場合、町が負担する費用のうち島内の
2 漁協それぞれ 15 万円を負担することとなって
いる。こうした漁業者負担はあるものの、費用の

３．大崎上島におけるメバル利用

多くを市町村に負っている。
その理由のひとつに、遊漁が盛んであることが

では、メバル種苗の中間育成の場でもあり、メ

挙げられる。広島県中部海域では、プレジャーボー

バルを対象とした漁業や遊漁の盛んな大崎上島を

トによる遊漁が盛んであり、メバルの漁獲量もか

事例に、放流されたメバルの利用についてみてみ

なりの規模であることが推測されていた。放流し

よう。

た種苗の受益者は漁業者だけではなく遊漁者も含
まれることから、遊漁者へどのように負担を求め

１）漁業者による利用

るのかが課題となった。漁業者サイドは、遊漁者

大崎上島には、大崎上島漁協と大崎内浦漁協が

やその団体が直接負担すると権利を主張されるの

あり、合計 60 名近い組合員が存在する。一本釣り、

ではないかと懸念した。そこで中部海域において

刺網、小型底曳き網、ヒラメ養殖などが行われて

遊漁者が居住するとみられる市町村（大崎上島町、

いるが、このうちメバルを漁獲するのは主に一本

竹原市、東広島市）が補助金として放流費用の一

釣り漁業者と刺網漁業者である。一本釣りは 12

部を負担することとなった。

月から 5 月にかけて、刺網は周年、メバルを漁獲

なお、2010 年、
（財）広島県漁業振興基金によっ

する。

て豊竹東海域を対象にした遊漁実態調査が実施さ

メバルの漁獲量は減少傾向にある。漁業関係者

れ、遊漁者の活動実態が明らかにされた。この海

によると、漁業者ひとりあたりの漁獲量はそれほ

域では操業する漁船数に比べてプレジャーボート

ど変わっていないとのことであり、漁業者数の減

の稼働数が 10 倍以上にのぼること、遊漁者によっ

少が結果として地域全体のメバル漁獲量の下落に

てメバルが大量に漁獲されていること、遊漁者の

つながったのではないかとみられている。

90％が費用負担をする 3 市町村に居住している

漁業者にとってメバルの魅力は、他魚種に比べ

ことが明らかにされた 。税金の投入というやや

て単価が高いこと、価格が安定していることであ

間接的な方法ではあるものの、遊漁者も一定の負

る。直近（2013 年 7 月）のデータをみると、1,655

担をしているのである。

円/kg、年間の平均単価も 1,000 円/kg を超えて

ⅴ

いる。
事業費負担・支出の内訳

メバルの販路は大崎上島内である。両漁協はと
もに市場業務を行っていないため、漁業者とその
配偶者が島内の仲買人へ販売したり、住民へ売り
さばいたりしている。
２）遊漁者による利用
遊漁船業を兼業する組合員は両漁協に 3 名ずつ
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おり、週末を中心に営業している。大崎内浦漁協

その他は週末のみとなっている。最近は体験型修

では、メバルの釣行シーズンになると、朝・夕の

学旅行や体験学習の一環としての利用も増えてい

2 回、営業する業者もみられる。フェリーが到着

る。

する 7 時頃に遊漁客を乗せて昼まで営業、遊漁客
は船宿で昼食をとって帰って行く。日暮れに遊漁

４）島内で消費されるメバル

客を再びとって深夜まで営業、釣行後は竹原港ま

メバルは島内住民にとって最も馴染みのある魚

で送る。一方の大崎上島漁協では、漁協によって

のひとつである。新鮮なメバルを日頃から食べて

遊漁の案内時間の目安が 7 時から 15 時と定めら

慣れており、鮮度が落ちたものは「（島外からの）

れているため、遊漁船は昼間の営業のみである。

送りの魚だ」といって敬遠される傾向にある。ま

かつて 13 隻ほどの遊漁船があり、サービス合戦

た、メバルは大崎上島の特産品のひとつとして位

になったら共倒れするだろうと判断して、漁協が

置づけられており、観光客やイベントでも消費さ

目安を定めることとなったようである。いずれの

れる。2011 年頃からは、島内で最大の収容人数

利用客も、かつては宿泊を伴う場合が多かったが、

を誇るホテルが利用するようになるなど、ホテル

現在は日帰り中心である。

や民宿、料理店においてもメバル料理が出されて

プレジャーボートによる遊漁も盛んである。操

いる。

業漁船数の 10 倍以上のプレジャーボートが稼働

島内には「メバルのハブテ焼き」という伝統的

しており、その多くがメバルやマダイなど種苗放

な料理も存在する。メバルは煮付けが最高である

流対象魚を釣りあげている。プレジャーボートに

が、翌日余った煮付けを焼いて食べるという料理

は高性能な GPS や魚群探知機が備え付けられて

のようだ。煮付けたメバルは身崩れしやすいので

おり、資源への負荷は少なくないものとみられて

これを焼くのは大変。上手く料理するのは容易で

いる。また、釣り上げたメバルを周囲に配る遊漁

はないそうである。余談にはなるが、なぜ、この

者が多いことから、遊漁が盛んな休日の翌日は、

料理を「ハブテ焼き」というのか問うと、広島弁

水揚げした魚介類の売れ行きが悪くなることなど

で「はぶてる」とは「腹を立てる」とか「すねる」

が漁業関係者より指摘されている。

を意味するそうだ。地元の漁業者によると、
「そ
の昔、姑さんが嫁いできた嫁さんをからかうこと

３）海釣り公園での利用

を目的にこの料理をつくらせた。嫁さんは必死に

海釣り公園においてもメバルは利用されてい

なって料理するが、簡単に身崩れしてうまくいか

る。海釣り公園「メバルの里・マリンパークおお

ず・・・はぶてた」というのが語源だそう。料理

さき」は 2001 年にオープンした施設である。付

のいわれはともあれ、非常に美味しく、名物のひ

近の発電所から温水が排出されるため、周年に

とつになっているようだ。

渡ってプランクトンが湧いて魚が集まる。こうし
た特性を活かすべく、電源開発にかかる資金で海
釣り公園、町税で桟橋が整備された。
「メバルの里」の主な釣りものは、メバル、タ
イである。鉄枠の魚礁が 2 基ほど設置されており、
毎年、メバルやタイなどの種苗が放流されてい
る。開業当初、大人 600 円、子供 300 円という
料金設定であった。利用客がフェリーを利用して
来島するが、乗船料と自動車運航運賃を合わせる
と往復で 5,000 円近くかかるが、多くの交通費を
かけてメバル数尾の釣果では満足できないという
意見が利用者から寄せられるようになった。こう
したことから、5 年ほど前から大崎上島町が管理
費を負担、無料開放されるようになった。営業は
4 月から 11 月であり、夏休み期間中は隔日営業、

沖原組合長

豊かな海

No.31

2013.11

53

たび話題になっている。また、メバル種苗を放流

４．今後の課題と展望

しても肝心の漁獲する漁業者が減り続けており、
栽培漁業と漁業振興策を一体となってすすめるこ

このように大崎上島では漁業者はもちろん、地

とが課題として浮上している。放流したメバル種

域住民や遊漁者もメバルを広く利用している。生

苗をついばむ鳥害が頻発しており、その対応も求

活の糧、休日の楽しみ、日々の食、目的はそれぞ

められている。

れ異なるが、豊かなメバル資源が存在するからこ
その営みであり楽しみである。

解消すべき課題は複数ある。しかし、関係者の
努力によって課題を乗り越えてきた歴史がある。

そのメバル資源を支えるのは、水産海洋技術セ

栽培漁業を成功に導くためには、関係者の努力と

ンターや栽培漁業協会の職員の努力、市町村や漁

事業費の確保はもちろん、種苗を育成する「豊か

業関係者、広島県漁業振興基金などによる事業費

な海」が不可欠である。藻場造成については広島

負担、そして放流された種苗を育む豊かな海の存

県内はもちろん全国各地において経験が蓄積され

在である。3 つの要素が上手く調和しながら、本

つつある。広島県内の関係者の連携に加えて、県

事業は展開してきた。豊竹東地域における「メバ

外に蓄積された知見を上手く活用しながら難局を

ルの里づくり」の取り組みをみて、同様の取り組

乗り越えることが期待される。

みをしたいとして栽培漁業協会に対してメバルの
種苗供給を求める動きもみられる。栽培漁業協会

脚注

では、ほかの種苗生産や施設容量の関係から、メ
バル種苗の大幅な増産は無理であると判断してい

「広島県における栽培漁業について」
ⅰ 木村淳（2008）
『豊かな海』第 15 号，11 頁～ 14 頁

るが、豊竹東地域を中心とした栽培漁業の熱気は

ⅱ

介（2005）「広島県生野島のアマモ場に放流した人

他地区にも広がりをみせている。

工種苗メバルの放流サイズと初期生残について」
『日

もちろん、検討すべき課題がいくつか残されて
いる。放流サイズの検討も課題のひとつである。
漁業者は生残率が良好な大型種苗の放流を望んで

本水産学会誌』71（3），354 頁～ 362 頁に詳しい。
いつごろから配合飼料を食べるか－」『広島県立総
合技術研究所水産海洋技術センター・研究発表要旨

有効であると考えている。もう 1 ヵ月、中間育成

集』，高場稔「瀬戸内のさかなたち－メバル－」31

すれば 45㎜以上になり一層の放流効果が見込ま
いない。藻場減少への対応も必要である。大崎上

飯田悦左（2006）「配合飼料開発試験－メバルは

ⅲ

いる。栽培漁業協会も 50㎜サイズの放流がより

れるが、事業費が潤沢ではないことから実現して

村上倫哉，吉岡孝治，相田聡，海野徹也，中川平

頁に詳しい。
ⅳ

広島県（2002）
「漁業後継者対策事業実績集」より。

ⅴ

豊竹東海域における遊漁の実態については，財・

島漁協の周辺海域において、藻場面積が大幅に縮

広島県漁業振興基金（2010）「遊漁実態調査報告書」

小していることが報告されており、漁協でもたび

に詳しい。

取材を終えて
左から県水産課後藤主任、大崎上島町役場橘高主任主事、（公財）広島県漁業振興基金高場専務理事、
大崎内浦漁協奥本組合長、鳥居先生、大崎上島漁協沖原組合長、県水産課御堂岡主任、
（一社）広島県栽培漁業協会加藤参与
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（独）水産総合研究センター“新中期計画”実現に挑む！
水産研究所所長レター〈第７回〉

ー沿岸漁場環境を保全・修復し、水産生物の
生活史を考慮した漁場整備を図るー
水産工学研究所
所長

はじめに

大 石 浩 平

の復旧 ･ 復興のため、海域の放射性物質に関する

水産工学研究所は、昭和 54 年 3 月に、増養殖

海洋調査、漁船建造や漁場のガレキ撤去の技術的

や漁船漁業に最新かつ高度の工学技術を開発・導

支援、岩手県や宮城県で実施されている農林水産

入する役割を担う水産庁の専門研究所として、農

技術会議プロジェクト研究、漁港・海岸保全施設

業土木試験場水産土木部、水産庁海洋漁業部漁

に作用する外力の定量的評価やそれに基づく設計

船研究室及び東海区水産研究所漁具漁法部を統合

手法の検討など多岐にわたり対応しています。

し、茨城県鹿島郡波崎町に設立されました。

本稿では、当所が取り組む研究課題の中でも、

その後、平成 13 年には、独立行政法人水産総

特に、水産土木工学部が実施している沿岸漁場環

合研究センター水産工学研究所となり、平成 21

境の保全・修復技術の開発や水産生物の生活史を

年には 3 研究部から 2 研究部１センターに改組し

考慮した漁場整備手法の開発等について紹介いた

て現在の組織体制となっております（図１）。

します。

研究所設立に際し、様々な工学的実験施設を建
設するために広い敷地を確保する必要がありまし
た。そのため、利根川沿いのウナギの寝床のよう

水産環境評価のための数値モデルの開発
沿岸浅海域を稚仔期間に利用する水産生物につ

に細長いこの地（約８ha）が選ばれました。現在、

いては、産卵場から着底後の生残が資源の維持 ･

2 棟の研究管理庁舎と 15 棟の実験棟を有してお

培養のために重要となります。このために現地調

り、千葉県館山市には調査船「たか丸」のための

査及び沿岸流動モデルによって、稚仔の分散過程

付属臨海施設があります。
水産総合研究センターの
第 3 期中期計画（平成 23
～ 27 年度）において、当
所は「水産業の生産基盤の
整備、維持、管理及び防災
技術の開発」及び「省エネ
ルギー・省コスト技術の活
用による効率的な漁業生産
システムの開発」を中心的
課題として、工学的見地か
ら現場ニーズや行政の要請
に即応した研究・技術開発
を行っています。
また、東日本大震災から

図１

水産工学研究所の組織
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と主な着底場での生産環境や物理環境の評価に取

場維持を検討しており、併せてこれら魚類の消費

り組んでいます。具体的には、チョウセンハマグ

に至るまでの商品開発も含め諸問題に取り組んで

リ、マダイを対象に、産卵場・着定場・産卵量を

います。

推定する沿岸生態モデルを構築し、これをより現
実の現象に合うよう改良を行っています。すでに

終わりに

本モデルの基本形は播磨灘のマコガレイに適用さ

昨年 4 月に所長に就任し、早くも 1 年余が過ぎ

れ、同海域で実施されている水産庁の水産環境整

ました。水産研究所勤務は、入省してまもなくの

備事業の計画策定に利用されました。

時期に（昭和 57 年）2 年間、当時の養殖研究所

なお、遺伝子解析等による対象生物群集の空間
構造の推定、稚貝殻に含まれる放射性物質により

玉城庁舎で企画連絡室員として過ごさせていただ
いて以来、約 30 年ぶりとなります。

環境履歴を推定する分析手法についても、関係機

久しぶりの研究所勤務でありますが、特に、工

関と連携して行っています。今後、順次対象生物

学研究分野が他の水産研究分野と大きく異なるの

を増やしていく予定です。

は、都道府県水産試験研究機関に工学研究部門が
ほとんどないため、現場ニーズの把握や研究成果

生活史に配慮した漁場環境の整備手法の開発

の普及を自ら行わなければならないことだと感じ

漁業対象となり得る生物の生息空間を制限して

ております。そのような努力を怠ると、研究者数

いる環境要因を解明するとともに、制限要因を除

も少ない当所は、世の中の動きから取り残される

去、緩和する方法の開発に取り組んでいます。具

懸念もあります。

体的には、伊勢湾のアサリ、播磨灘のマダイを対

一方、東日本大震災からの復旧 ･ 復興の取組み

象に、過去の漁獲や地形・底質・流れなどの多く

や、燃油価格が高騰する中での漁船の省エネ研究

の情報を地理情報システム（GIS）上で解析し、

など、当所の研究成果がこれまで以上に期待され

複数の魚種について、好適な環境条件や生息を制

る状況となっております。そういった追い風を受

限している原因を突き止め、改善する技術を検討

け、行政や漁業関係団体と連携し、工学的見地か

しています。

ら現場ニーズや行政の要請に即応した問題解決型

なお、伊勢湾のアサリでは、稚貝が大量に着底

の研究 ･ 技術開発に取組むとともに、蓄積された

する海域があるものの、その後の減耗が大変大き

研究成果を着実に現場へ普及させるよう活動して

く、資源参入効率が低いことがわかりました。こ

いきたいと考えています。今後も、関係者の皆様

れらの稚貝を効率的・迅速に採集し、生育に良

方のご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

好な海域に移植するための手法として、アサリ吸
引装置（海底面付近の吸引口からア
サリ稚貝を含む底質を船上に吸引し、
それを濾過してアサリ稚貝を収集す
る）を開発し、
既に利用されています。

磯焼け漁場の回復技術の開発
依然として拡大傾向にある磯焼け
を防止するために、漁業者自らが食
害生物を排除するとともにその侵入
を防ぐ藻場の維持管理手法やウニ等
食害生物の物理的制御技術など実践
的な対策技術の開発を行っています。
特に、海藻を食べてしまうイスズ
ミなどの植食性魚類の食害制御は、
対象が移動するので技術開発が大変
困難なため、効率的な漁獲による藻
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筆者（左から３番目）と水産土木工学部研究者

【豊かな海づくり推進協会コーナー①】

水産多面的機能発揮対策にかかる事業推進について
水産業・漁村は古くから、国民に安全で新鮮な

めの植樹等）、③漁村文化の継承（教育と啓発の

水産物を安定的に提供する役割に加え、国境監視・

場の提供、漁村の伝統文化、食文化等の伝承機会

海難救助による国民の生命・財産の保全、保健休

の提供）について支援する水産多面的機能発揮対

養・交流・教育の場の提供など国民に対して種々

策事業と、水産業・漁村の多面的機能に資する活

の多面的機能を提供する役割を担ってきました。

動を全国的に推進するため、技術的事項について

しかしながら、漁業者の高齢化、漁村人口の減少

の講習会、技術サポート等を行う水産多面的機能

等により水産業・漁村が関わる問題が深刻化する

発揮対策支援事業の２つの事業からなっていま

に従い、これらの多面的機能の発揮に支障が生じ

す。

ています。

当協会は、支援事業を行う全国漁業協同組合連

そのため、多面的機能の効果的・効率的な発揮

合会と全国内水面漁業協同組合連合会より札幌、

に資する地域の取組を支援することにより、水産

東京、大阪、福岡の４地区において開催する講習

業の再生・漁村の活性化を図るという趣旨で、平

会の運営に関すること、さらに活動組織にサポー

成 25 年度から「水産多面的機能発揮対策」を開

ト専門家を派遣して効果的、効率的な活動を支援

始しました。この対策は漁業者等が行う①国民の

する業務の委託を受け事業を推進しています。

生命・財産の保全（国境監視、海難救助等）、②
地球環境保全（藻場・干潟等の維持・保全、海洋

この号では８月～９月にかけて開催された講習
会の概要を報告します。

汚染対策、漂流・漂着物処理、漁場環境保全のた

講習会の目的と参加者数について
本講習会は、上記水産多面的機能発揮対策支援

で開催されました。

事業の一環として、各活動組織による「国民の生

参加対象は、活動組織、関係市町村、道府県や

命・財産の保全」
「地球環境保全」
「漁村文化の継

漁連等の協議会会員等であり、参加者は４会場で

承」に係る活動の技術的水準の向上と適切な組織

延べ 1,078 名に及びました。

運営の推進を図ることを目的として以下の４会場
表

講習会の会場と日程

講習会の開催概要について
Ⅰ

地球環境保全分科会

Ⅰ－１

藻場部会

ネーターは、札幌、大阪、東京の３会場は安藤亘
サポート専門家（（一社）水産土木建設技術セン

藻場部会は全４会場で開催されました。参加者

ター）が、福岡会場は中嶋泰サポート専門家（オ

は４会場で延べ 200 名に及びました。コーディ

フィス MOBA）がそれぞれ務めました。プログ
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Ⅰ－３

ラムの流れ

サンゴ礁部会

は、
「藻場

サンゴ礁部会は、福岡会場のみで開催されまし

の機能等と

た。参加者は 13 名でした。コーディネーターは、

現状」の講

藻場部会のコーディネーターでもある安藤亘サ

習の後、藻

ポート専門家が務めました。プログラムの基本的

場保全にか

な流れは、前出の２部会とほぼ同様でした。

かる優良事
例 の 紹 介、

安藤氏

中嶋氏

事例紹介は、沖縄県伊江島における食害生物の
除去、浮遊・堆積物の除去、保護区の設定、さら

さらには「保全活動の考え方」
、
「保全活動・モニ

には定期的・日常的モニタリングの実態について

タリングのポイント」について講習があり、最後

報告がありました。「サンゴ礁の機能等と現状」
、

に講師及び事例報告者に登壇いただき、パネル

「保全活動の考え方」及び「保全活動・モニタリ

ディスカッション形式で参加者との意見交換の時

ングのポイント」の講習と併せて、サンゴ礁保全

間を設けるというものでした。

にかかる様々な知見が紹介されました。

事例紹介は、大分県佐伯市名護屋（札幌会場）、

意見交換会では、サンゴの移植・移設の際の

鹿児島県阿久根市（福岡会場）、三重県鳥羽・志摩・

課題について

尾鷲（大阪会場）
、北海道積丹町美国（東京会場）

話題提供がな

での取組みで、藻場を増やすための様々な工夫に

され、より技

ついて報告がありました。

術的、具体的

意見交換会では、会場から質問を受け付けるな

な知識の共有

どして、藻場再生の技術の共有を図りました。

が図られまし

Ⅰ－２

た。

干潟・浅場部会

事例報告の様子（福岡会場）

Ⅰ－４

干潟・浅場部会は全４会場

内水面部会

で開催されました。参加者は

内水面部会は、大阪と東京

４会場で延べ 170 名でした。

の２会場で開催されました。

コーディネーターは、全会場

参加者は２会場で延べ 89 名

で鈴木輝明先生（名城大学）

でした。コーディネーター

が務めました。藻場部会と同
様に、
「干潟・浅場の機能等

は、両会場とも大越徹夫専
鈴木先生

務（全国内水面漁業協同組合

と現状」の講習の後、干潟・浅場保全にかかる優

連合会）が務めました。プロ

良事例の紹介、さらには「保全活動の考え方」、
「保

グラムの基本的な流れは、ま

全活動・モニタリングのポイント」について講習

ず、
「内水面の保全活動・モニタリングのポイント」

があり、最後に講師及び事例報告者に登壇いただ

について講習があり、「内水面漁業と多面的機能」

き、パネルディスカッション形式で参加者との意

と題した講演の後、最後に講師等に登壇いただき、

見交換の時間を設けました。

パネルディスカッション形式で参加者との意見交

事例紹介は、千葉県市川市行徳（札幌会場）、

大越専務

換の時間を設けました。

三重県伊勢市今一色（福岡会場）
、三重県桑名市

その中で、保全活動等にかかる様々な事例の紹

赤須賀（大阪会場）
、大分県宇佐市（東京会場）

介があり、内水面漁業が持つ多面的機能を今後い

での取組みで、干潟機能の改善、アサリ資源の回

かに発揮していくかについて、踏み込んだ意見が

復のために現場で実践されている耕うん、食害生

交わされました。

物の除去、モニタリングなどの活動について報告
Ⅱ

がありました。

58

国民の生命・財産の保全分科会

意見交換会では、参加者から今後の活動に際し

国民の生命・財産の保全分科会は、大阪会場を

ての不安や作業上の問題点にかかる質問・意見を

除く３会場で開催されました。参加者は３会場で

もとに、それらの解決策について出席者皆で考え

延べ 55 名でした。各会場とも海上保安庁と管轄

ました。

の管区海上保安部の担当者より、海難事故の状
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況やライフジャ

より得られた知見を書き記すワークシートを用意

ケットの着用状

し、意見交換時の登壇者と参加者との双方向のや

況、海上保安庁

りとりを促すとともに、同シートを持ち帰っても

に協力を求める

らい共に活動する仲間と共有してもらうことにし

場合の訓練実施

ました。

までのフローな

事例紹介は、熊本県芦北町、山口県柳井市（札

どについて解説

幌会場）、福井県三国町、長崎県松浦市、大分県

が あ り ま し た。

講習の様子（東京会場）

臼杵市（福岡会場）、三重県答志島、北海道積丹

その後、講師と会場参加者との意見交換の時間を

町（大阪会場）、鹿児島県出水市高尾野川、長崎

設け、実際の救難訓練に際しての海上保安庁のか

県奈良尾町（東京会場）での取組みで、漁業体験

かわり方や留意事項の確認などが行われました。

や魚食普及の活動を進めていくための知恵をでき
るだけ多くの事例から学ぶことにしました。

Ⅲ

漁村文化の継承分科会

その後の意見交換会では、コーディネーターの

漁村文化の継承分科会は全４会場で開催され、

進行のもと、ワークシートを活用しながら、登壇

参加者は４会場で延べ 219 名に及びました。コー

者（講師及び事例報告者）と会場の距離をできる

ディネーターは、札幌会場は大浦佳代氏（海と漁

だけ縮め、それぞれが持つ知識や経験の共有に努

の体験研究所）、福岡会場と東京会場は関いずみ

めました。

先生（東海大学）
、大阪会場は石原義剛館長（海
の博物館）がそれぞれ務めました。プログラムの

Ⅳ

運営指導

主な構成は、事例紹介と意見交換。また、併せて

４会場すべてにおいて、本事業を遂行する上で

本分科会では、参加者が抱える課題や事例報告等

の事務処理上の留意事項について、水産庁及び全
国漁業協同組合連合会、全国内水面漁業協同組合
連合会より説明があり、その後、参加者との質疑
応答が行われました。運営指導への参加者数は延
べ 332 名でした。日当の考え方や備品購入時の
注意点、源泉徴収の方法など、様々な質問が出さ
れ、それら一つひとつに水産庁の担当者等が回答

大浦氏

関先生

札幌会場の様子

大阪会場の様子

石原館長

しました。

福岡会場の様子

東京会場の様子
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【豊かな海づくり推進協会コーナー②】 豊かな海づくりに関する現地研修会実施報告

イワガキの養殖について
石川県水産総合センター企画普及部普及指導課
技師

坂本 龍亮

開催日時：平成 25 年 6 月 21 日（金）
開催場所：のとふれあい文化センター
研修対象者：県内漁業関係者および行政関係者
出席者数：33 名（講師 2 名、漁業者 16 名、漁協職員 4 名、市町職員 5 名、県職員 5 名、海づくり
協会 1 名）

１．研修会の開催経緯

隠岐の海士町でイワガキ養殖業を営んでいる海士

イワガキは岩礁域や消波ブロックなどに付着し

いわがき生産株式会社の鈴木和弘氏を招き、隠岐

て生息している大型のカキで、古くから日本海側

のイワガキ養殖の概要と、セメントを用いた新た

の一部地域で食用とされてきた。最近は産地も増

な養殖技術についてそれぞれ講演をしていただい

え、養殖が盛んに行われるようになってきたこと

た。講演後には、質疑応答形式による意見交換を

により、全国的にも一般的な食用水産物となって

行った。

きている。また、別名「夏ガキ」とも呼ばれると

講演内容は以下のとおり。

おり夏が旬で、4 月～ 8 月にかけての需要が大き
（1）講演『「隠岐のいわがき」は今～目指せ 日本

い。
本県では、輪島の海女漁などの潜水漁業で漁獲

一安全・安心でうまい牡蠣！～』

されているが、夏に出荷のないマガキ養殖業者の

島根県隠岐支庁水産局 水産課

夏場の貴重な収入源としても重要であり、七尾湾
や穴水地区でも養殖が盛んに行われている。
石川県水産総合センターでは、県内のイワガキ

課長

横田課長より隠岐のいわがき養殖の概要、今後
の課題と取り組みの方針などについて説明してい

養殖業者とともに、新しい効率的な養殖技術の開

ただいた。

発に取り組み、日々模索している状況である。

＜概要＞

そこで、今後のイワガキ養殖の更なる発展を図
るうえで、養殖先進県である島根県の知見と技術
を学ぶため、公益社団法人全国豊かな海づくり推

横田幸男

・隠岐では平成 4 年に初めて人工で種苗生産に成
功。
・出荷するイワガキは紫外線殺菌海水に 20 時間

進協会主催のもと、現地研修会を開催することと

以上浸けたもので、規格は 200g 以上～ S、M、
L、

なった。

2L、3L の 5 段階。県の衛生管理マニュアルに
基づいて徹底的に管理されている。

2．研修会の概要

・養殖方法は延べ縄方式と筏方式があるが、筏が

本研修会は、6 月 21 日（水）に能登半島七尾
湾の北部に位置する穴水町で開催した。イワガキ

・平成 10 年から本格的な出荷が始まり、平成 24

の養殖を行っている穴水町と七尾市の漁業者およ

年度の出荷個数は 62 万個に達した（金額にし

び行政関係者等 33 名の参加があった。

て 1 億 3 千万円）。出荷量は増加傾向。

講師に島根県隠岐支庁水産局の横田課長、同県
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・出荷先は主に築地を中心とした関東、関西、松

用いた耳吊り方式のいわがき育成方法について説
明していただいた。
＜概要＞
・営業開始当初は苦情が多く中でも一番多かった
のは「商品の形が不揃い」というものだった。
・苦情に応えるため、シングルシードの生産をす
るが、コストや場所の確保が民間で扱える範疇
を超えていたため、断念。試行錯誤の末に、軟
材の採苗器を用いて早めに稚貝を剥離し、耳吊
り養殖をすることで、形の揃った商品を生産す
る形になった。
横田課長の講演

・現在の客数は 300 件近くで、1 件 1 件としっか
り話をする。生産における工夫等を伝えて会社

江や境港などの山陰、および地元消費。
・平成 12 年にイワガキのブランド化協議会が設
立し、平成 15 年に県からの支援が開始される。

の宣伝をする。ノロウイルスなどに関するク
レームも同様にして 1 件ずつ丁寧に対応する。
・オイスターバーは年中買ってくれるので、良い

・養殖方法として、耳吊りを推進している。隠岐

顧客。チェーン展開している店も多いので、本

は水がきれいで餌が少ないため、1 年ほどで採

店との交渉が成功すれば 20 ～ 30 の店とつき

苗器からはずして耳吊りをすることで、餌の少

あえるのが魅力。

ない海域でも高品質なイワガキを生産すること
が可能。

・ノロウイルスフリーのイワガキを生産するため
に、基本的に水がきれいな外洋に面した湾で養

・出荷に関して、1 つの水槽からサンプルを出し

殖する。水が汚い河川付近での養殖の方が、餌

て検査にかけ、衛生基準を確認後に同じ水槽

が多く良い貝が育つが、細菌も多いのでリスク

で生産されたものと同一ロットとして出荷する
『検査結果判明後出荷』を実施し、出荷するイ

が大きい。
・外洋養殖は餌が少なく、高品質のイワガキが育

ワガキの安全性と品質維持を検証している。

ちにくいため、カイデライト（水中セメント）

・他産地との価格競争、成長不良や採苗器からイ

による耳吊りなどの技術でサポートすることに

ワガキを取り外す際に発生する生産ロス、周年

よって良質なイワガキを生産できるようにして

の安定的な漁業経営の難しさが現在の問題点。

いる。

・今後の課題として、安心・安全で高品質な『隠

・現在の養殖方法では、採苗器に付着したイワガ

岐のいわがき』を安定的に生産する体制の構築

キの塊をばらして耳吊りなどの個体養殖に移行

がある。その具体的な中身として、各生産者に

する作業に手間とコストがかかっていたので、

よる衛生管理、生産量・金額の増大、品質の向
上と均質化がある。

その工程を省いた養殖技術を開発している。
・年間約 30 万個のイワガキを販売しており、そ

・今後の取組としては、課題を受け手の漁業技術
の高度化、イワガキ養殖を受け皿とした新規就
業者の受け入れ促進、衛生マニュアルの改訂な
どを考えている。

の比率は直販 50％（内消費者 3％）、加工業者
16％、市場 30％となっている。
・売値は直販が一番高く、市場が一番安いが、宣
伝効果が高い市場には毎年決まった数量を出荷
している。

（2）講演『海士町におけるいわがき養殖事業～発
進の経緯と後発としての取り組み内容～』
海士いわがき生産株式会社

・新規漁業就業希望者を 11 名受け入れし、現在
研修中の人が 2 名いる。3 名はやめていったが、
残りは他の漁業に転向した。

鈴木和弘

・現在使用している施設では調温装置がないの

鈴木氏より、海士町のいわがき養殖の事業化に

で、作業ができる時期が限られてしまい、3 万

至るまでの経緯や実績や販売方法と、セメントを

枚の採苗器を管理するのが限界。
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Ｑ．紫外線殺菌などがあるが、隠岐は水はきれい
だが、どのような細菌がどれくらいいるかとい
うデータはあるのか？
Ａ．どの漁場でも海水の一般細菌と大腸菌の検査
は行っている。隠岐の漁場そのものはきれいだ
が、港の排水が流れている所に一時期吊してお
いたりして人為的に汚染される例が多い。カキ
は特殊な水産物で、二重三重に検査をしないと
売れないため、紫外線殺菌なども行っている（横
田課長）。
鈴木氏の講演

Ｑ．セメントによる耳吊り作業に用いる貝の大き
さはどの程度か。

・採苗器からイワガキを剥離して籠で育成する間
に、マイクロバブルを噴射することで、稚貝の

Ａ．殻長は 5cm 程度。3 個を 1 つの塊にしてとり
つける（横田課長）。

成長が速くなる。育成した稚貝をカイデライト
で接着し、個体養殖をする。
・現在の施設では 1 日で 15,000 個のイワガキを
接着することが可能。従来の耳吊りでは、同じ
人数で作業をしても、1 日で 5,000 個しか吊す
ことができなかった。

Ｑ．協議会のホームページで製品管理の項目を拝
見したが、管理の仕組みについて教えていただ
きたい。
Ａ．事務局は県側にあるが、いつも管理している
わけではなく、漁業者にシール等を貼ってもら

・カイデライトを使用することで人件費が節約で
きたが、カイデライト自体が高額なため、経費
の総額を考えるとあまり変わっていないので、

うなどしてもらって管理している（横田課長）
。
生産者が養殖履歴をつくっていて、業者が更
新している（鈴木氏）。

更に節約できる方法を検討中。
・様々な試験区で従来の耳吊り養殖とカイデライ
ト養殖の成長率を比較したところ、理由は分か
らないがカイデライト養殖の方がよく成長する
ことが分かっている。

Ｑ．県や自治体が就業者の増加に力を入れている
と聞いたが、結果はどのようなものか。
Ａ．海士町がとくに力を入れており、いわがき養
殖でも 10 人以上の I ターン就業者が増えてい

・カイデライト養殖の利点として、身の入りが

る（横田課長）。

良くなることの他に、商品の形が揃うことと品
質が均一になることが挙げられる。品質が均一
になると、1 個良質なものがあれば同一ロット
で生産したイワガキは全て良質ということなの
で、安心して出荷できる。
３．質疑応答・意見交換等
Ｑ．イワガキの具体的な販売方法は？漁協が集め
たりしているのか？
Ａ．漁協を通しているものと、通さずに築地など
の市場に直接出荷する 2 通りの流通があるが、
販売の量は直接出荷の方が多い。県や町村な
どの自治体は生産管理などに重点を置く形で携
わっている（横田課長）。
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研修会の様子

Ｑ．出荷前に籠に入れて畜養する方法があるが、
現在もそのような方法をとっているのか。

Ｑ．オイスターバーへの出荷をしていると聞いた
が、その業界の情勢はどのようなものか。

Ａ．耳吊り方式をとっているので、出荷前の籠に

Ａ．撤退した店もあるが、店舗数は増えているの

よる畜養は行っていない。出荷調整のために籠

で、個人的な印象としては伸びてきている。出

に入れておくことはよくあるが、養殖の方法と

荷量を増やしてもまだ受け入れ先はある（鈴木

しては行っていない（横田課長）。

氏）。

Ｑ．セメント耳吊りをはじめるきっかけはセメン
ト会社の売り込みか、もしくは漁業者が探し出
してきて事業化しようと思ったのか。

４．おわりに
今回の研修会では、主目的である新たなイワガ
キ生産技術を用いて、イワガキ生産の先進地で

Ａ．隠岐で事業化する前に、宮城の気仙沼で共同

ある島根県で実際に生産をされている鈴木氏、ま

事業がすすめられていた。その話を聞きつけて

た、その島根県の職員である横田氏にご講演いた

セメント会社に話を持ちかけたところ、隠岐で

だき、有益な情報を提供していただきました。本

も共同事業が行われることになった（鈴木氏）。

県の漁業者、並びに県としましても、大変参考に
なり、今回の研修会で得た知見をもとに、今後の

Ｑ．いわがき 1 個に使用するセメントの価格はど
の程度になるのか。

イワガキ養殖をさらに発展させていこうと思いま
す。

Ａ．セメントは 1 袋 2,000 円 で、殻長 5cm の貝
を 500 個ほど接着できる。隠岐の外洋は波が

５．謝辞

強いので、心配して多めにセメントを使用して

大変お忙しい中、講師として遠路はるばるお越

いるため、石川県で使用するならば、半分程度

しいただいた、海士いわがき生産株式会社の鈴木

の量で接着できると思われる（鈴木氏）。

氏と、島根県隠岐支庁水産局水産課の横田課長に
厚くお礼申し上げます。

Ｑ．販売先の出荷量割合はどのようなものか。ま

また、本県からの研修の提案を快く採択いただ

た、業者にとって一番利益になるのはどの販売

いた主催者の公益社団法人 全国豊かな海づくり

先か。

推進協会へお礼申し上げます。

Ａ．一番利益があるのは個人への直販だが、対応
が大変なので、飲食店などへの直販を多くして
いる。飲食店へ売るときは、市場価格よりも高
くなる価格設定にしているが、産地直送という
ことで、よく売れている。市場への出荷は他に
比べて利益率が低いが、築地などの大型市場に
出荷することで、広く宣伝できる（鈴木氏）。
Ｑ．水温はどの程度か。
Ａ．低い時期は 1 中旬～ 2 月にかけてで、11℃
程度。夏場は表層が 30℃を超える。出荷時期（3、
4、5 月）は 13 ～ 19℃の間。13℃以下になる
とノロウィルスが活性化し、19℃を超えるとビ
ブリオ菌が元気になるので、両方が不活性な時
期に出荷するのがよい（鈴木氏）。
Ｑ．出荷価格はいくらか。
Ａ．直販ならば 1.5 円 /g で、市場出荷なら 1 円
/g 程度（鈴木氏）。
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【豊かな海づくり推進協会コーナー③】

岸宏新会長の就任について
－平成２５年度臨時総会の開催と第３回理事会の開催－
服部郁弘会長の辞任に伴い、定款及び役員選任

引き続き、第３回理事会を開催し、出席理事全

規程に則り平成 25 年 7 月 24 日午後１時 30 分よ

員の承認により岸宏全漁連会長を当協会長に決議

り東京都千代田区大手町のサンケイプラザ会議室

しました。

おいて、平成 25 年度臨時総会を開催し岸宏（全
国漁業協同組合連合会代表理事会長）を当協会理

岸宏新会長の就任により、役員は次のとおりと
なりました。

事に総会決議により選任しました。

臨時総会

会長就任にあたって
（公社）全国豊かな海づくり推進協会
会長

岸

宏

我が国の栽培漁業が 50 年、当協会の創立 10 周年という節目の時に会長に
就任することになりました。
我が国漁業は燃油高騰や魚価安により苦境に立たされ、また地域を支える
重要な水産資源の減少は深刻です。
資源を底支えし、資源を回復させる積極的な手段としての栽培漁業は、明日の漁業への支えとなっ
ています。しかし、これを実践する都道府県の種苗生産施設の著しい老朽化や財政難等により、地域
の栽培漁業は極めて厳しい状況にあると伺っています。
EEZ 内の水産資源を管理し、維持 ･ 回復させるための施策を講じることは沿岸国の責務であるとと
もに、我が国の漁業は国民への水産食料の安定供給という大きな役割を負っています。
当協会は原点に立ち返り、
「豊かな海づくり」に向け、栽培漁業を推進する全国機関としての機能
を発揮し、沿岸漁業者を支える役割を果たさなければなりません。
このため国に対しては、水産資源の回復・安定化や漁場環境の改善を図るための一層の施策の拡充
を求めるものです。
全国の栽培漁業の現場の声を受け止め、関係の皆様との連携を強め当協会の発展に努めてまいりま
す。皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い致します。
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庁

＜１０月１日付＞
▷防災漁村課水産施設災害対策室長（整備課上席漁港漁場専門官）石井

馨▷整備課漁場環境情報分

析官（一般社団法人水産土木建設技術センター審議役）間辺本文▷一般社団法人水産土木建設技術セン
ター審議役へ（防災漁村課水産施設災害対策室長）吉塚靖浩▷仙台漁業調整事務所資源管理計画官（研
究指導課先端技術班技術調査係長）丸山徳仁
＜９月３０日付＞
▷退職〈独立行政法人水産総合研究センター研究推進部研究開発コーディネーターへ〉（研究指導課
水産研究専門官）森田貴己▷退職〈独立行政法人土木研究所寒地土木研究所寒地水圏研究グループ上席
研究員へ〉（計画課課長補佐・総括班担当）三上信雄▷退職〈株式会社農林漁業成長産業化支援機構投
融資本部マネージングディレクターへ〉（漁場資源課漁業資源情報分析官）富塚

叙▷計画課課長補

佐・総括班担当（防災漁村課防災技術専門官）浅川典敬▷整備課上席漁港漁場専門官（整備課課長補
佐・整備班担当）本田耕一▷整備課海外水産土木専門官（計画課事業班広域整備係長）安田大樹▷整備
課漁港漁場専門官（大臣官房検査部検査課検査官）滑川八十志▷防災漁村課災害査定官（防災漁村課海
岸班海岸計画係長）河野大輔▷農林水産省出向〈大臣官房政策課企画官へ〉（整備課漁港漁場専門官）
橋本守布▷北海道漁業調整事務所漁業監督指導官（新潟漁業調整事務所漁業監督課長）山田

諭

＜９月１６日付＞
▷企画課課長補佐・企画班担当（漁業調整課漁業調整官）清水孝之▷漁場資源課課長補佐・総括班担
当（独立行政法人水産総合研究センター経営企画部経営企画室長）桑原

智▷資源エネルギー庁〈資

源・燃料部鉱物資源課長補佐・海洋開発担当〉（漁場資源課課長補佐・総括班担当）田原康一▷退職
〈独立行政法人水産総合研究センター経営企画部経営企画室長へ〉（企画課課長補佐・企画班担当）近
藤喜清
＜９月５日付＞
▷国際課捕鯨情報企画官（独立行政法人日本貿易振興機構ジェトロ・ニューヨーク事務所）水谷公一
＜９月１日付＞
▷農林水産省東北農政局経営・事務支援部長（漁政部加工流通課長）山口琢磨▷加工流通課長（外務
省国際協力局地球環境課長）杉中

淳▷管理課課長補佐・漁船管理班担当（漁場資源課課長補佐・漁場

保全調整班担当）宇津勝弘▷研究指導課研究管理官（整備課付）原田富晴▷研究指導課課長補佐・生産
技術班担当（管理課課長補佐・漁船管理班担当）松田俊一▷漁場資源課課長補佐・漁場保全調整班担当
（独立行政法人水産総合研究センター研究推進部研究開発コーディネーター）小林一彦
＜８月２０日付＞
▷企画課課長補佐・動向分析班担当（企画課課長補佐・漁業労働班担当）武田行生▷企画課課長補
佐・漁業労働班担当（漁場資源課課長補佐・環境企画班担当）山内
興班担当（研究指導課課長補佐・先端技術班担当）水益

精▷加工流通課課長補佐・加工振

彰▷管理課漁業監督指導官（漁業調整課課長

補佐・海面利用）高橋利明▷漁業調整課かつお・まぐろ漁業企画官（国際課捕鯨情報企画官）竹越攻征
▷漁業調整課課長補佐・沿岸調整班担当（加工流通課課長補佐・加工振興班担当）永田祥久▷漁業調整
課課長補佐・海面利用（研究指導課課長補佐・生産技術班担当）溝部隆一▷国際課国際専門官（国際課
国際訟務官）晝間信児▷国際課課長補佐・海外漁業協力第２班担当（企画課課長補佐・動向分析班担
当）岩田

剛▷研究指導課課長補佐・水産研究調査班担当（漁場資源課課長補佐・沿岸資源班担当）新

村耕太▷研究指導課課長補佐・先端技術班担当（国際課課長補佐・海外漁業協力第２班担当）三輪剛志
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▷漁場資源課課長補佐・沿岸資源班担当（漁業調整課課長補佐・沿岸調整班担当）梶脇利彦▷漁場資源
課課長補佐・環境企画班担当（漁業調整課かつお・まぐろ漁業企画官）槇

隆人

＜８月１９日付＞
▷退職〈独立行政法人日本貿易振興機構ジェトロ・ニューヨーク事務所へ〉（国際課国際専門官）三
橋謙一
＜７月２日付＞
▷資源管理部長（大臣官房秘書課長）枝元真徹▷林野庁関東森林管理局長（資源管理部長）須藤徳之
＜７月１日付＞
▷国際課漁業交渉官（大臣官房統計部管理課課長補佐・総括班担当）水川明大▷管理課資源管理計画
官（独立行政法人水産総合研究センター研究推進部研究支援課課長補佐）南

哲也▷管理課漁業監督指

導官（整備課漁港漁場専門官）香西秀道▷栽培養殖課栽培養殖復旧専門官（境港漁業調整事務所資源管
理計画官）黒田博之

（独）水産総合研究センター
＜１０月１日付＞
▷研究推進部研究開発コーディネーター（水産庁研究指導課水産研究専門官）森田貴巳▷国際水産資
源研究所かつお・まぐろ資源部グループ長（西海区水産研究所資源海洋部グループ長）大下誠二▷西海
区水産研究所資源海洋部グループ長（西海区水産研究所資源海洋部主幹研究員）福若雅章
＜９月３０日付＞
▷退任〈水産庁研究指導課水産研究専門官へ〉（中央水産研究所海洋・生態系研究センター主任研究
員）日髙清隆
＜９月１６日付＞
▷経営企画部経営企画室長（水産庁企画課課長補佐・企画班担当）近藤喜清
＜９月１５日付＞
▷退任〈水産庁漁場資源課課長補佐・総括班担当へ〉（経営企画部経営企画室長）桑原

智

＜９月１日付＞
▷増養殖研究所特任部長（増養殖研究所養殖技術部長）岩本明雄▷増養殖研究所養殖技術部長（北海
道区水産研究所生産環境部長）薄

浩則

＜８月３１日付＞
▷退任〈水産庁漁場資源課課長補佐・漁場保全調整班担当へ〉（研究推進部研究開発コーディネー
ター）小林一彦
＜７月１日付＞
▷研究推進部社会連携推進室長（研究推進部研究開発コーディネーター）村上恵祐▷研究推進部研究
開発コーディネーター（経営企画部広報室広報コーディネーター）浅敷孝浩▷開発調査センター開発業
務課長（財務省主計局主計官補佐）久保田広和

（公社）全国豊かな海づくり推進協会
＜７月１日付＞
▷採用（総務部長）佐々木省裕
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