
 
別添資料２ 

平成 24年度日本海ブロック水産業関係研究開発推進会議報告書 

 

会議責任者  日本海区水産研究所長 

 

１ 開催日時および場所  平成 24年 12月 13日（木）13：30～17：30 

             12月 14日（金） 9：00～10：30  

コープシティ花園４Ｆガレッソホール（新潟市） 

     

２ 出席者所属機関および人数：24機関 36名 

 

３ 結果の概要 

議  題 結  果  の  概  要 

開会 日本海区水産研究所業務推進部長が開会を宣言した。 

挨拶 

 

日本海区水産研究所長より、以下の内容を含む主催者挨拶があった。 

年末の多忙な中の参集に謝意。本会議は日本海ブロックにおける研究開発

の方向性と効率的な推進について協議し、方針を決定する場である。研究開

発ニーズ等への対応案をご了解いただき、一部を再検討の上、今後、取り組

む具体的な方針を決定していただきたい。昨年度から北海道もメンバーに加

わり、より活発な論議を期待。 

水産庁増殖推進部研究指導課長補佐より、以下の内容を含む来賓挨拶があ

った。 

東日本大震災に関する復旧・復興への対応について、水研センター等と連

携して対処している。また新たな第 3次水産基本計画の推進のため、ニーズ

の把握と予算の反映を行い、ブロック各道府県と水研センターとで連携協力

関係を維持発展していただきたい。 

I．報告事項 

２）情勢報告 

 

（１）水産庁 水産庁より、東日本大震災の復旧・復興を図るための方針に基づく取組、

平成 25年度概算要求のポイント、第 3次水産基本計画、特に東日本大震災

に関わる補正予算、資源管理・育てる漁業による水産資源のフル活用、安心・

安全な水産物の供給・食育の推進による消費拡大、安全で活力ある漁村づく

りの 4本柱、調査研究の充実として海洋モニタリングの実施、赤潮の動向や

大型クラゲ対策、ウナギ緊急対策、資源管理・漁業所得補償、省エネ・省コ

スト、地域振興などに関して説明があった。また農林水産技術会議関係とし

て、25年度から開始される新たな競争的資金について説明があった。  

（２）水産総合研究セン

ター 

 

水研センター和田理事より、以下の内容を含む挨拶があった。道府県には

日水研を始めとする水研センターの業務に対する協力に感謝。センターとし

て、全国にある研究所の総力を挙げて東日本大震災で被災した地域の水産業

の復旧・復興に取り組む所存。予算削減、人員の減少など厳しい状況ではあ



るが、第 3期中期計画に基づき研究開発を着実に進める。今後もブロック道

府県と連携を強化していきたく、協力をお願いしたい。 

水研センター本部より、下記の情勢報告があった。 

・水産大学校との統合による新法人の設立について、体制とスケジュールに

ついて説明があった。 

・センターは昨年度より第 3期中期計画に基づき、5つの研究課題に重点化

して研究開発を進めている。各研究課題の進捗状況について説明があった。 

・大学との包括連携協定の締結や、国際的な連携協力なども強化している。 

・東日本大震災への対応として、さけます復興支援、漁業の早期再開のため

の技術開発、放射性物質の分析や生物への蓄積などの調査、その他の現場ニ

ーズに即応した対応、補正予算による各種調査・事業などを行っている。 

・道府県のかかえる問題を挙げ、漁海況モニタリングについて場長会で提案

していただきたい。 

日水研より、資源評価精度向上、放置漁具の実態調査、急潮予測システム

の開発、JADE2開発、ヒラメ調査研究の方向性、アカアマダイの生物学的特

性把握、調査漁具の開発などの重点課題、東北復興支援への取り組みに関す

る報告、マイワシ資源調査研究体制の再構築、白濁ズワイガニ調査、大型ク

ラゲ調査、研究報告等の pdf化など地域・産業との連携状況、国際的な動き

への対応、広報活動、組織運営状況などが報告された。 

（３）ブロック内各道府

県試験研究機関 

ブロック内各道府県の試験研究機関より、地域水産業の情勢、組織・定員・

予算・調査船等の情勢、今年度および来年度以降の研究開発課題・事業等の

トピックスなどについて、以下の説明があった。 

・北海道立総合研究機構水産研究本部函館水産試験場より、スルメイカ、ニ

シン、ホッケ、イカナゴ漁獲量低迷、スケトウダラは 12年級群が卓越年級

群であること、サケの来遊状況はやや悪化、海面水温の記録的高水温により

南方系の魚類が出現するなどの影響、さけます内水試支場の廃止、北辰丸の

25年代船建造着工にむけた基本設計、25年 4月に職員を 1名採用予定であ

ること、運営費交付金 1％以上の削減など厳しい予算状況、今年度は大学等

との共同研究を強化していること、目的積立金による研究用備品整備、25

年度からコンブとイワガキ養殖の新規研究を開始することなどが報告され

た。 

・青森県産業技術センター水産総合研究所より、平成 24年前半の漁獲量、

生産額は、日本海北区は平年並みであったこと、太平洋北区ではホタテガイ

が不漁だった前年より大幅増であったこと、太平洋北区のサケの漁獲量は 11

月中旬時点で前年比大幅減であること、24年の高水温によるホタテガイのへ

い死は30％程度で治まっていること、3隻の試験船の老朽化と今後のあり方、

開運丸代船建造を検討していること、運営費交付金の削減で厳しい状況であ

ること、今年度からハタハタなどの 6つの新規事業を行っていること、来年

度以降もホタテガイ貝毒分析・予測などの新規課題に取り組むことなどが報

告された。 



・秋田県水産振興センターより、イカ釣りが資源量増加と冷水域の影響で特

異的な漁獲増だったこと、秋サケの漁獲量は 10月下旬に持ち直したこと、

全県漁獲量は前年を上回り、スルメイカ、ベニズワイガニ、ヤリイカ、クロ

マグロは大きく増加、マダラ、マアジ、ヒラメは大きく減少だったこと、24

年 4月に現組織名称に戻ったこと、定員については厳しい状況で、これまで

の 3部体制を 2部体制に再編したこと、新調査船千秋丸を竣工し、１隻体制

となったこと、ワカメ増産支援、有害サメ対策、イワガキ漁場再生、トラフ

グ資源対策などの事業を行っていること、来年度も東北支援としてアユ、ヒ

ラメの種苗生産を行うこと、底びき網によるハタハタの漁獲量で 10月にま

とまった漁獲をする船が出ていることなどが報告された。 

・山形県水産試験場より、１-10月の漁模様は底びき網の漁獲量は前年比67％

だが、全体の生産額はほぼ前年並みであること、特にイカ釣りは冷水域の影

響で好漁だったこと、引き続きワニザメの被害があるが駆除がうまく行かな

いこと、秋サケ漁が夏から秋の高水温による来遊減で漁獲量は低調に推移し

ていること、定員と調査研究費は前年並であること、調査船最上丸のあり方

を検討中であること、クロマグロ漁場調査ではブイ投入によるリアルタイム

水温データ収集が可能となったこと、4月の爆弾低気圧の影響で堆積した泥

の調査を継続中であること、次年度以降、クロマグロ、サワラの鮮度保持な

どの調査研究を行う予定であることが報告された。 

・新潟県水産海洋研究所より、イワシ類が平年の 3倍、アジ、サバ、サワラ、

マダラは大きく低迷したこと、底魚類全体としては低迷していること、ヒラ

メ・マダイ等の魚価低迷が常態化していること、9-10月の表層水温が高めで

あったが 12月にはほぼ平年並みとなったこと、春に大河津分水から大量の

泥が流入し、西部の海域で水揚げが大幅に減少したこと、加茂湖のカキにつ

いてはシロボヤの大量発生、湖奥で秋以降へい死があったこと、組織・定員・

予算は厳しい状況であり、研究職員 6人の枠を臨時的な職員でまかなってい

ること、板曳網漁具の改良で省エネに成功し、さらに改良を計画しているこ

と、ホッコクアカエビの 2010年の卓越年級群が順調に成長していること、

アワビ類の新疾病（キセノハリオチス症）で隣県からの種苗導入が難航して

いること、佐渡真野湾では磯焼け前線が回復しているが、粟島では予想以上

に深刻なため対応策を検討中であること、次年度以降は底建網の導入を検討

していること、佐渡加茂湖のヘテロカプサが 4年連続発生で定着化している

ことなどが報告された。 

・富山県農林水産総合技術センター水産研究所より、漁獲量は定置網が約 8

割をしめ、11月末でほぼ平年並であること、ホタルイカが減少し、マイワシ

が増加したこと、重要魚種についてはモニタリング調査していること、飼育

施設等の改修工事を予定していること、5年毎に実施してきた環境調査がデ

ジタル航空写真と水中調査を組み合わせで精度向上を図り、とりまとめ完了

したこと、キジハタとアカムツの飼育試験を行っていることなどが報告され

た。 



・石川県水産総合センターより、スルメイカの漁獲量が平年並みであったこ

と、マイワシ、ゴマフグ、トビウオ、アオリイカ、アカカマスが好調、クロ

マグロ・ハタハタ不調であったこと、事業所閉鎖による人員減があったこと、

24年 4月から沿岸の流れや水温予測を携帯電話に配信する「海の天気予報」

の運用を開始したこと、「いしる」の加工残滓の成分分析の結果、有効利用

の可能性が判明したこと、トリガイ養殖技術開発試験等に取り組んでいるこ

と、カキ種苗確保対策事業で成果があったこと、次年度以降は七尾湾を対象

として、環境予測モデルの構築等を通じた二枚貝類の生産技術開発について

検討中であることなどが報告された。 

・福井県水産試験場より、10月までの漁獲量は平年よりやや少なめで、シイ

ラ、トビウオ、アカガレイ等は多め、アジ類、ブリ類、サワラ、スルメイカ

などは少なめであったこと、研究職員の削減があったこと、今年度の新規事

業として、実用技術開発事業による若狭湾の海況観測態勢の構築、ズワイガ

ニについてトロール調査等に加えサイドスキャンソナーによる海底地形等

の調査、消費者へのアジ、ブリ等の品質情報の提供、23年度のトピックスと

してアオリイカの海面生簀畜養試験で商品サイズまでの期間が判明したこ

と、サワラの回遊生態と漁獲状況を明らかにしたこと、トラフグの雌雄を分

けて飼育しても成長・生残に差がなかったこと、次年度以降は航空写真と潜

水調査により県全体の藻場状況を把握することを計画中であることなどが

報告された。 

・京都府農林水産技術センター海洋センターより、漁獲量は前年とほぼ同様

で少漁であること、特にカタクチイワシ、マアジが不漁継続していること、

マイワシは急減したがサワラはやや増加したこと、丹後トリガイ、イワガキ

は好調でトリガイの漁獲金額は 1億円を超えたこと、8月以降の水温がかな

り高めに推移したが 12月は平年並みであること、予算は厳しいこと、調査

船は平安丸 1隻体制だが、府立海洋高校の実習船を借用（維持管理を一部負

担）して沿岸調査を実施していること、今年度の主要課題は底曳網の漁具改

良、サワラの刺身利用にむけた高品質化マニュアル作成、高解像度の急潮予

測モデルの開発、アカモクの大規模養殖技術開発、二枚貝の毒化予測技術の

開発の 5件であること、次年度以降トリガイのへい死原因究明のため新活性

指標の開発を予定していることなどが報告された。なお、へい死原因として

は餌料不足が一因である可能性が示唆された。 

・兵庫県立農林水産技術総合センター但馬水産技術センターより、23年度の

漁獲量、漁獲金額は前年比やや減、沖底の着業隻数は約半数に激減している

が１隻あたりの漁獲金額は維持されていること、カレイ類・ハタハタ・ニギ

スが堅調で、ズワイガニが低調、ケンサキイカは豊漁、ソデイカが極端な不

漁であったこと、今期はハタハタが前年を上回ったものの、ホタルイカ、ア

カガレイ、ヒレグロ、ソウハチ、クロザコエビ類は前年を下回り、ソデイカ

は豊漁だが、スルメイカは極端な不漁となったこと、今年度はソデイカの長

期予報が過去 2年とも漁獲実態と一致し予報の信頼性を高めたこと、大型ク



ラゲと小型魚の混獲防止網の開発を進めていること、アカガレイの急速凍結

技術の開発で刺身提供が広まりつつあること、アカウニ資源の利用マニュア

ルを作成したこと、ズワイガニの行動追跡調査を実施していること、昨年に

引き続き小学生に対し水産教室を実施していること、次年度以降は、生食用

ブランド化水産物の流通技術開発を予算要求中であること、調査船「たじま」

を使用してメタンハイドレート調査協力を行っていることなどが報告され

た。 

・鳥取県水産試験場より、漁獲量はマイワシ、カタクチイワシ、マダラが減

少、クロマグロは昨年より減少したが例年並であったこと、マイワシ資源の

変動要因調査の事前調査で仔魚採集調査を実施していること、中海の浅場の

水産資源回復に向け、生物分布調査と簡易構造部設置を実施したこと、潮流

観測ブイ情報を漁業者へ配信し利用頻度も高く好評だが管理が難しいこと、

開発調査センターと底びき網の改良漁具を共同開発中であること、次年度以

降は、「活白イカ」の管理方法のマニュアル化を目指す事などが報告された。 

・鳥取県栽培漁業センターより、被災したニッスイが境港で行っているギン

ザケ養殖では成長が良く 112トンが水揚げされ、来年は 900トンの出荷を計

画していること、マサバ陸上養殖技術開発では従来より早い成長結果が示さ

れたこと、未利用海藻掘りおこし調査にて、アカモク、ヒジキ、フサイワヅ

タの開発等を行っていること、次年度以降はキジハタ、フサイワヅタの陸上

養殖試験、漁港施設の海水井戸を利用した養殖試験を検討していることなど

が報告された。 

・島根県水産技術センターより、浮魚類では 10月以降西風が強く西部では

あまり操業ができない状況であったこと、底魚類では、春にアカムツ小型魚

が好漁であったこと、ケンサキイカが好調であったこと、宍道湖のシジミ漁

獲量が減少しており漁業者との情報交換を行ったこと、鮮度保持のための設

備などを改修した沖合底びき実証船の就航、調査船「島根丸」の大規模修繕

経費を予算要求していること、栽培漁業グループは業務委託による定員削減

が実施されること、今年度のトピックスとして、沖底実証船の選別作業軽減

や無結節網の使用などによる省エネなどの試験操業、シジミの資源回復に向

けた産官学の研究チームを設立し検討していくこと、ハバノリ等の小型藻類

の養殖試験は目処がたったこと、次年度以降は沖合実証船による省エネ漁具

等の試験操業、漁獲物の高鮮度化と売れる商品づくりの開発、天然アユ資源

回復手法の開発などを行う計画であることが報告された。関連し、青森県か

らシジミについて情報交換の提案があった。 

・山口県水産研究センターより、過去最高の高水温が続いた影響かマアジが

不漁であったこと、成果のプレスリリースを強化しており高水温や特異生物

などの情報提供がセンターの PRに繋がっていること、調査船の定員が 2名

減となったこと、予算が激減したこと、建造後 20年経過した調査船の代船

や大規模改修を検討中であること、今年度は山口県の 3機関共同で「山口県

日本海産魚類目録」を作成し、現在日本海全体の作成を進めていること、キ



ジハタ増産にむけ種苗生産・放流を行い、遊漁者等を含めた資源管理方策の

策定を検討していくこと、次年度以降は、ホシガレイ種苗生産の研究、浮魚

類の漁場予測技術開発研究に向けて予算要求中であることなどが報告され

た。 

３）各水研情勢報告 

 

添付資料に基づき、各水研および開発調査センターから最近の情勢につい

て報告があった。 

４）昨年度のフォローア

ップ 

前年度のブロック推進会議における協議事項のフォローアップ状況につ

いて、部会での検討結果を踏まえて日水研業務推進部長より以下の説明があ

った。 

(1) 研究ニーズ等への対応 

・大型哺乳類による日本海スルメイカ漁への影響については、国際水研と山

形県の担当者と情報交換を行い、ハナゴンドウが加害鯨類の一種であること

が判明したので、防除対策を情報提供した。 

・サメの生息域調査と駆除方法の検討については、アンケート調査から暖流

系のサメ被害が判明したため、防止に有効なサメショッカーを情報提供し

た。 

・海況予測システムの高度化研究については、24年度「新たな農林水産政策

を推進する実用技術開発事業」の中で対応することとした。 

・日本海の魚類相の解明については、山口県水産研究センターが道府県から

の情報提供により原案を作成し、25年度の漁業資源・海洋環境研究合同部会

へ提出することとした。 

(2) 西部日本海ブロック場所長会および北部日本海ブロック水試連絡協議会

からの要望 

・ヒラメの放流効果研究への日水研のリーダーシップについては、ヒラメの

回収率が放流直後のヒラメ種苗の餌料生物（特にアミ類）の変動に影響され

る可能性が高いことから、今後、餌料生物の発生予測技術の開発を日水研、

府県、関係団体と連携して進めることとした。 

・小型海藻類の増養殖研究については、実用化事業で不採択だったため、引

き続きメーリングリストによる府県との検討を進めることとした。 

・海域に応じた海洋拡散モデルの構築については、24年度「新たな農林水産

政策を推進する実用技術開発事業」の中で対応することとした。 

・委託事業等の履行期限については、委託元の水産庁との協議で、10日間延

ばすこととなった。 

(3)全国水産試験場長会 23年度の懸案事項 

・広域回遊種の資源評価と資源管理の高度化については、24年 1月のマイワ

シミニシンポでの意見交換を受け、4月に鳥取水試に於いて、関係府県、西

水研、日水研の担当で調査計画を策定した。水研センター交付金を中心とし

て実施されている調査結果をもとに次期の調査計画を策定予定である。 

(4)要望事項等 

・アカガレイの X細胞症については、発生状況の悪化はなく、引き続き府県



および水研の担当者間で情報交換を行っている。 

・現在開発中の高精度海況予測モデルについては、ROMSを基盤とした

FRA-ROMSを開発し、24年 5月 8日からホームページで運用開始した。 

・水産物の放射線モニタリング体制については、文科省委託に基づき、サン

プルの収集・分析を中央水研および関係機関の協力のもと実施した。 

・栄養分添加による藻場造成に関する研究、海藻の増養殖や藻場造成の情報

交換の場の確保については、24年の資源生産研究部会で意見交換し、磯焼け

および藻場造成の意見交換の場や会議の持ち方等について、さらに府県から

意見徴収することとした。 

・キジハタの基礎生態の解明については、24年度の資源生産研究部会におい

て討議した。現在、山口県、鳥取県、富山県が種苗生産に取り組んでいるが、

稚魚の生態が未解明で放流技術開発が遅れており、今後、瀬戸内海推進会議

増養殖部会キジハタ分科会と連携を図り、資源状況の把握や養殖の可能性も

検討する。 

・アワビの不明疾病とアワビの資源状況については、水産増養殖推進会議ア

ワビ研究会で不明疾病と資源状況について討議され、増養殖研究所の診断結

果からキセノハリオチス症と資源状況との関連性は明確でないこと、西水研

からは過剰漁獲の他、春季から初夏の以上高水温や磯焼け発生による餌料環

境悪化など、広域的な海洋環境変化が資源に悪影響を与えたことが考えられ

るとの説明があった。 

・その他、平成 24年度西部日本海ブロック場所長会および北部日本海ブロ

ック水試連絡協議会における各府県の要望・提案に対する日水研の対応状

況、日水研のプレスリリース、ブロック情報の取りまとめなどについて資料

の紹介があった。 

４）部会報告 ・日本海漁業資源・海洋環境合同部会（平成 24年 11月 8日開催）について、

日水研資源管理部長より報告があった。平成 23年度要望事項（大型哺乳類

による日本海スルメイカ漁への影響調査、サメの生息域調査と駆除方法の検

討、海況予測システムの高度化研究、日本海の魚類相の解明、海域に応じた

海洋拡散モデルの構築、広域回遊性種の資源評価の高度化）に係る対応状況、

平成 24年度の研究実施概要および平成 25年度の研究計画概要、研究会の活

動状況についての報告、平成 24年度研究成果情報候補課題、部会への要望

事項（日本海産魚類目録の作成）への対応、全国水産試験場長会懸案事項「漁

海況モニタリング体制の維持・強化」への対応等について説明があった。 

・日本海資源生産研究部会（平成 24年 11月 8日開催）について、日水研資

源生産部長より、「ヒラメの放流効果研究への日水研のリーダーシップ」に

ついては、ヒラメの回収率低迷と変動要因が放流直後のヒラメ種苗の餌料

（アミ類）の変動に影響されると考えられることから、今後、餌料生物の発

生予測技術の開発を推進するため、外部資金獲得を目指すこと、「小型海藻

類の増養殖研究」については、実用化事業で不採択だったこと、研究業績の

蓄積、アカモク等の全国情報収集の必要性を説明した。その他研究開発ニー



ズ「キジハタの基礎生態の解明」については、天然稚魚の生態が未解明で放

流技術開発が遅れており、他県と連携して開発を急ぐとともに、今後、瀬戸

内海ブロック水産業関係研究開発推進会議増養殖部会キジハタ分科会と連

携を図り、資源状況の把握や養殖の可能性も検討することとした。またヒラ

メ分科会、増養殖研究会、アカアマダイ分科会、平成 24年度ヒラメ・アカ

アマダイ共同研究の概要などについての報告、平成 24年度研究実施概要お

よび平成 25年度研究計画概要の説明、平成 24年度研究成果情報候補課題の

採択の報告、イワガキ稚貝付着促進（山形県）、アカムツ資源増大（富山県）、

二枚貝類の活力指標の開発（京都府）の説明があった。 

II．協議事項  

１）全国水産試験場長会 

平成 24年度地域の抱え

る懸案事項 

日水研資源生産部長より、磯焼け対策に関する情報交換について資源生産

研究部会で協議し、アンケートの結果、日本海ブロックとして情報交換の場

を既存の増養殖研究会の中に設置すること、第 1回の情報交換を平成 25年 3

月に新潟市で開催することについて説明があり、本会議での了承が得られ

た。 

２）要望事項等 日水研資源生産部長より、二枚貝類の活力指標の開発（京都府）について、

二枚貝の健康状態を把握することの重要性が説明され、増養殖研、東北大学、

島根県と連携協力して、アサリ初期稚貝の好適環境評価手法を用いての検証

し、トリガイの減耗抑制技術開発で外部資金を獲得したいとの説明があっ

た。これに関し瀬戸水研から、アサリの手法を応用できる可能性があるので、

協力したいとの意見があった。また中央水研からアコヤガイの活性指標に関

する情報提供があった。 

III．その他 

１）水産試験場報告書等

の pdf化について 

平成 23年度西部日本海ブロック場所長会および北部日本海ブロック水試

連絡協議会での決定に基づき日水研で行っている府県の刊行物pdf化の現状

と今後の予定について説明があった。 

２）資源評価調査の事務

手続きへの対応について 

資源評価調査事業の実績報告時の様式変更等に対する県からの意見につ

いて、兵庫県から趣旨説明があった。水研センター本部から、23年度の履行

検査時における指摘事項の紹介があり、不正使用防止や検査機関への対応の

ため、今後も新たな資料の提出を求められる可能性があるとの説明があっ

た。また日水研から、円滑な事務手続きに対し協力依頼があった。 

３）日本海ブロックにお

ける開発調査センターの

取り組み 

開発調査センター所長より、資源管理型漁具の改良・開発を目的とした「沖

合底びき網漁業における資源の合理的利用」の実施状況および結果概要につ

いて説明がなされた。今年度は鳥取県と共同で日本海西部のソウハチを主な

漁獲対象とする海域で調査を実施した結果、ズワイガニの混獲回避に一定の

成果を得られた。今後は多様な漁具に応用できるよう、兵庫県と共同で開発

を進めたいとの報告があった。 

山形県より、参画したい場合の手続き等について質問があり、開発センタ

ーから担当者（山下専門役）まで連絡して欲しい旨回答があった。 

 



４）東日本大震災に関す

る東北ブロックからの情

報提供 

東北水研業務推進課長より東日本大震災からの水産業の復旧・復興への取

り組みとして、今年度の水産庁および水研センター、関係県の対応体制、現

在行っている復興関連事業、石巻市における地域水産加工セミナーの開催、

サケふ化場への北水研、日水研と共同での対応などについて紹介があった。

また、各県で行っている復興対策について資料による紹介があった。水産庁

より、被害のあった宮城県や福島県などの施設、船舶の復旧については、復

興予算で対応しているとの補足があった。 

その他 山形県から、全国場長会で紹介のあった JAXAのしずくで提供される海面

水温の情報について、沖合だけでなく沿岸も見えるようにしてほしいとの要

望があり、日水研から関係者に伝えるとともに情報を収集するとの回答があ

った。 

閉会挨拶 日本海区水産研究所長より閉会の挨拶がなされた。 

熱心な情報交換、協議に感謝。①磯焼けに対する情報交換を増養殖研究会

で行う。②日本海の高温化への対応としてヒラメ、トリガイ、イワガキ、ア

カムツなどの増養殖の課題を取りまとめ、日水研が中核となって外部資金に

応募する。③日本海産魚類目録について道府県が情報を提供し、山口県が取

りまとめて作成する。以上３点の方針が決定したので、具体的に担当者で協

議し進めていきたい。 

 


