
 

 

 

 

日本海・九州西広域漁業調整委員会 

第２７回日本海西部会 

議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１１月１３日（火） 

水産庁境港漁業調整事務所 



－1－ 

１．開催日時  

平成３０年１１月１３日（火）１３：２９～１４：３９ 

 

２．開催場所  

   ベルサール神保町３階会議室（東京都千代田区西神田３－２－１）  

 

３．出席委員  

【部会長】  

学識経験者        田中 栄次  

 

【都道府県海区互選委員】  

石川海区     志幸 松栄  

福井海区     小林 利幸  

京都海区     岡田 政義  

但馬海区          眞野  豊  

鳥取海区     板倉 高司 

島根海区     中東 達夫  

 

【農林水産大臣選任委員】  

漁業者代表        岩田 祐二  

漁業者代表        金子 岩久  

漁業者代表        小林東洋志  

 

４．議題  

（１）部会長等の互選について  

（２）広域魚種の資源管理について  

①日本海西部アカガレイ  

②日本海西部ズワイガニ  

（３）その他 
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５．議事内容  

開 会 

 

○事務局（山本） 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから日本海・九州西広域漁業調整委員

会第27回日本海西部会を開催いたします。 

 委員の皆様を初め、来賓の方々におかれましては、お忙しい中ご出席をいただきま

して、ありがとうございます。 

 申し遅れましたが、私、事務局の境港漁業調整事務所で資源管理を担当しておりま

す山本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の日本海西部会は、大臣選任委員交代後の初めての開催となりますので、この

後の議題におきまして部会長及び部会長職務代理者を互選していただくことになって

おります。部会長が選任されるまでの間、議事進行を務めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 本日は大臣選任委員の濵田憲志委員、波積真理委員、合瀬宏毅委員が、事情やむを

得ずご欠席されておりますが、委員定数13名のうち定足数を超える10名の委員のご出

席を賜っておりますので、日本海西部会事務規程第５条に基づき、本部会は成立して

いることをご報告いたします。 

 続きまして、委員の交代についてご報告いたします。大臣選任委員の皆様におかれ

ましては本年３月に新たに選任され、今回の部会にご出席いただいております。それ

では、就任されました委員のご紹介をさせていただきますので、一言ご挨拶を頂戴し

たいと思います。 

 漁業者代表の岩田祐二委員です。 

○岩田委員 

 岩田でございます。よろしくお願いします。 

○事務局（山本） 

 同じく金子岩久委員です。 

○金子委員 

 金子でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局（山本） 
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 同じく小林東洋志委員です。 

○小林委員 

 よろしくお願いします。 

○事務局（山本） 

 次に学識経験者の田中栄次委員です。田中委員におかれましては、本委員会の会長

を務めていただいております。 

○田中委員 

 田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（山本） 

 続きまして、本日ご出席をいただいている研究者の方をご紹介させていただきます。 

国立研究開発法人水産研究・教育機構日本海区水産研究所から森資源管理部長でござ

います。 

○森資源管理部長 

 森です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（山本） 

 次に水産庁の出席者をご紹介させていただきます。 

 水産庁管理課、岩本資源管理推進室長でございます。 

○岩本室長 

 よろしくお願いします。 

○事務局（山本） 

 同じく管理課、竹川課長補佐でございます。 

○竹川課長補佐 

 竹川です。よろしくお願いします。 

○事務局（山本） 

 それから事務局の境港漁業調整事務所、鹿田所長でございます。 

○鹿田所長 

 鹿田です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（山本） 

 続きまして、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。ホチ

キスどめの資料が２つございますが、まず議事次第の方をご覧ください。議事次第、
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次に委員名簿、次に配席図、最後に出席者名簿の順となっております。よろしいでし

ょうか。 

 それでは次に本日の説明資料といたしまして、資料右上に資料番号を付けておりま

すが、１ページの資料１、次に５ページ目の資料２－１、次に７ページ目の資料２－

２、次に11ページ目の資料２－３、最後に23ページ目の資料２－４でございます。 

 以上でございますが、不足等ございましたら、事務局までお知らせください。よろ

しいでしょうか。議事の途中でも落丁などありましたら、その都度、お手数ですが、

事務局のほうにお申し付けください。 

 それでは議事に入らせていただきます。 

 議題１、部会長等の互選についてでございます。資料１の日本海西部会事務規程を

ご覧ください。第３条のところでございますが、部会長及び部会長職務代理者の選任

につきましては、日本海西部会事務規程第３条に基づき、委員の皆様の中で互選をし

ていただくということになっております。どなたか、ご推薦等のご意見はございませ

んでしょうか。 

 志幸委員、どうぞ。 

○志幸委員 

 部会長には本委員会への会長でもある田中委員にお願いしたいと思います。また、

部会長職務代理者には、昨年まで部会長職務代理者を務めていただいておりました中

東委員に引き続きお願いしたいと思います。 

○事務局（山本） 

 ありがとうございました。 

 ただいま石川県の志幸委員から部会長には田中委員、また、部会長職務代理者には

島根県の中東委員とのご推薦のご発言がありました。 

 委員の皆様、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

○事務局（山本） 

 ありがとうございます。 

 ただいま、異議なしの声をいただきましたので、議題１につきましては、部会長に

は田中委員が、部会長職務代理者には中東委員が選任されました。 

 それでは以後の議事につきましては、田中部会長にお願いしたいと思います。 
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 田中部会長におかれましては部会長席にお移りいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○田中部会長 

 ただいま部会長にご推薦いただきました田中でございます。部会長就任に当たり、

一言ご挨拶申し上げます。 

 本年は水産改革の元年ということで、これからいろいろと審議が始まろうとしてお

ります。その中で資源管理の推進というのもございます。これは本格的に進めるとい

うことになれば、いわゆる漁業調整の本丸に切り込むことにもなります。そういうこ

ともございますので、この委員会の重要性がますます増すのではないかと考えている

ところでございます。従いまして、本日の委員会におきましても忌憚のないご意見を

賜りたく、どうぞよろしくご協力のほどお願い申し上げます。 

 それでは、部会長職務代理に就任いただきました中東委員にも一言ご挨拶をよろし

くお願いいたします。 

○中東委員 

 島根海区の中東でございます。皆様方には改めてよろしくお願い申し上げます。 

○田中部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは議事を進行いたします。議題に入る前に、後日まとめられます本日の部会

の議事録署名人を選出しておく必要がございます。これにつきましては、日本海西部

会事務規程第11条により、部会長の私のほうから指名させていただくことになってお

りますので、誠に僣越ながら指名させていただきます。 

 府県海区互選委員の中から石川県の志幸委員、大臣選任委員から小林委員、以上の

お二方に、本日の部会に係る議事録署名人をお願いしたいと思います。お二人の委員

の方、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは議題２、広域魚種の資源管理についてに入りたいと思います。 

 まず①の日本海西部アカガレイ、次に②の日本海西部ズワイガニ、この２魚種の資

源状況についてご説明いただいて、その後に広域資源管理の取組状況をまとめて説明

いただくという手順で進めたいと思います。 

 それでは日本海区水産研究所資源管理部の森部長から、日本海西部アカガレイの資

源状況について、まずご説明よろしくお願いいたします。 
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○森資源管理部長 

 日本海区水産研究所の森です。資料につきましては５ページ目の資料２－１、アカ

ガレイから、着席したままご説明させていただきたいと思います。 

 本評価報告書、本年の会議で採択されたものでして、まずアカガレイについてです

が、生物学的特性といたしましては、寿命が20歳と非常に長くなっております。成熟

開始年齢―要は産卵に至る過程ですけれども、メスとオスでサイズが異なりまして、

一般的にメスのほうが大きくなる生物でございますが、概ね30センチ程度になります

と、100％のメスが再生産―要は産卵に参加いたします。オスの場合は大体22セン

チぐらいというふうに考えられております。 

 産卵期につきましては、２月から４月、産卵場につきましては、日本海の広い海域

になりますけれども、若狭湾、隠岐諸島周辺とか粟島北方ということで、比較的産卵

場も広く分布しております。 

 このアカガレイに対しての漁業の特徴になりますけれども、日本海の底びきの非常

に重要な資源ということで、本資源の９割以上が沖合底びき網漁業と小型底びき網漁

業で漁獲されております。ほかには、わずかに刺し網等でも漁獲されております。沖

合底びき網漁業のうち、特に１そうびきが全漁獲量の大体４割から６割を占めるとい

うのが漁業の特徴となっております。 

 次に、漁獲の動向でございます。５ページ目の左下にありますのが、1991年以降の

県別の漁獲量について示しております。実は県別の統計ができたのが1990年代以降と

いうことになっておりますので、長期的なデータはちょっとここでは提示できており

ません。 

 近年、90年代以降の漁獲動向を見ますと、漁獲量は左下の図にありますように、増

加傾向であります。2007年から2010年にかけて5,500トンあたりで推移しております。

2011年、近年では最多の6,158トンになっております。それ以降は少しずつ減少して

きておりまして、2017年、昨年でございますけれども、4,453トンになっております。

このうち、沖合底びき網、１そうびきですけれども、これは2,704トンということで、

大体、やはり半分ぐらいを占めているということになります。府県別の漁獲量では、

鳥取県、兵庫県、福井県、石川県が多くなっております。 

 次のページをめくっていただきまして、この日本海における沖合底びき網漁業とい

うのは、非常に長くデータがございますので、この沖合底びき網漁業の漁獲成績報告
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書から求めた資源密度指数というものに基づいて資源状態を判断しております。また、

今後、入ってくる新規加入量というふうに言いますけれども、今後入ってくる若い魚

については、石川県、京都府、兵庫県が調査を行っておりまして、その調査結果をも

とに判断しております。 

 次に資源状態に移ります。沖底の、特に１そうびきでございますけれども、資源密

度指数、これはデータとして1972年から40年以上の長期データがございますので、こ

ちらを用いて判定しておりますが、沖底の資源密度指数は1981年をピークに減少し、

その後、1987年あたりから10を下回る非常に低い水準で推移しておりました。 

 一方、近年増加傾向に移りまして、2009年以降は17以上で比較的高い水準で推移し

ております。 

 直近ですと、2014年、高い値になっておりまして、2017年もほぼそれに近い水準に

なっております。値としては19.6という値になります。 

 その下に、今度、新規加入量、折れ線が３本ある図でございますけれども、こちら

を見ていただきますと、非常に年によって値にばらつきがございますが、近年、特に

2018年はここでいきますと、京都府で非常にいい結果が出ておりますので、２歳前後

と考えられておりますけれども、今後、数年後に加入してくる新規加入量というのは

比較的期待ができるのではないかと考えられております。 

 上の図に戻りますけれども、現在、この資源密度指数を基準にして、一番高かった

1981年が概ね30ぐらいの値になっておりますので、それを３等分いたしまして20と10

ということで、低位、中位、高位というふうに資源状態を判断いたします。現在の

2017年、先ほどもご説明いたしましたが、資源密度の指数―要は資源の大きさを示

す指数でございますけれども、19.6ということで非常に高位水準に近い値でございま

すけれども、中位と判断しております。 

 また動向というのは、直近５カ年、ここでいいますと、2013年から17年の動向であ

らわすことになりますけれども、本年につきましては、横ばいというふうに判断させ

ていただいております。 

 次に管理方策に移ります。 

 資源状態をもとに、ここで得られました資源水準及び資源量指数にあわせて漁獲を

行うことを管理目標とするということになっております。また新規加入量調査から加

入量、ここでは２歳というふうに書かせていただいておりますけれども、増加すると
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推察されておりますけれども、漁獲主体は大体６歳前後ということになっております

ので、本格加入にはまだ数年かかります。これら若齢魚が漁獲加入できるように、本

種を約２割保護する改良網の使用などで小型魚保護に努めるべきであるというふうに

説明させていただいております。 

 ＡＢＣは下の表にございます。管理基準というものは、Ｃの2017というのは2017年

の漁獲量を基準としてルールに従って係数がかかっております。現在、中位水準で横

ばい傾向ということで係数が決まります。結果、Limit、Targetとありますけれども、

通常、我々研究者としてはTargetのほうを安全性を見越して推奨する値になりますけ

れども、それぞれLimitの値が約4,000トン、Targetが3,200トンということになりま

す。 

 資源評価、まとめます。 

 資源水準は中位で動向は横ばい、加入量が増加すると推測されております。 

 管理方策をまとめます。 

 資源水準及び資源量指標値に合わせて漁獲を行うことを管理目標として2019年のＡ

ＢＣを算出しました。アカガレイを２割保護する機能を備えた改良網の使用促進は、

小型魚保護に有効というふうに考えられております。 

 以上がアカガレイの説明でございます。 

○田中部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば承ります。 

 私が質問してもよろしいですか。 

 実は、アカガレイ、まじまじと見るのは初めてで、２ページ目の資源量指数を見る

と、何かこれはレジームシフトの影響を受けているようにも見えたんですけれども、

何かそういう関係というのはございますでしょうか。 

○森資源管理部長 

 今のところ、まだレジームシフトとの対応というもので、その関係性というものま

で正確にはちょっとわかっていないです。 

 ただ、結果として確かに一般的に寒冷レジームと言われた時代に少ないというのは

ズワイガニと同じ傾向かと思われます。 

○田中部会長 
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 ありがとうございました。 

 他に、底びきの対象魚種ですが、実態と合っているという理解でよろしいでしょう

か。資源評価ということで、あとは網目の制限が必要だということでしたね。 

○森資源管理部長 

 小型魚保護というのは、やはり親魚を増やすのに非常に効果的で、そのあたり、改

良網については、これまで現場等の研究において小型魚逃避に有効な網というのが一

部開発されてきておりますので、そういうものを使用していただければ、より効果的

な管理につながると考えております。 

○田中部会長 

 ということだそうです。よろしいでしょうか。 

 それでは続きまして、日本海西部ズワイガニの資源状況についてのご説明をお願い

いたします。 

○森資源管理部長 

 続きまして、森から説明させていただきます。 

 資料は７ページ、２－２になります。ここでは系群名として、日本海系群のＡ海域

というふうになっております。このＡ海域は、実はズワイガニ日本海系群はＡ海域及

びＢ海域の２つに分かれて評価が行われておりまして、富山県以西についてはＡ海域

ということで評価させていただいております。 

 成熟開始年齢なんですけれども、大体、生まれてから７年から８年ほど脱皮を繰り

返して大きくなったものが漁獲対象ということになります。その漁獲対象が大体成熟

開始になっておりますので、オスですと11齢、12齢、13齢ということになりますし、

メスですと、大体11齢が最終脱皮ということになります。寿命はそういうこともあり

まして、大体10年以上というふうに言われております。 

 産卵期、産卵場なんですけれども、初回の産卵というのは大体夏から秋、２回目以

降は２月から３月というふうに若干時期がずれております。 

 この漁業の特徴でございますけれども、特にこのＡ海域、富山県以西につきまして

は、多くが底びき網漁業、沖底で漁獲されております。ほかには小型底びき網及びか

にかごで漁獲されております。 

 農林水産省令によって、漁期はオスで11月６日から翌年３月20日、メスで11月６日

から翌年１月20日と定められております。また、甲幅90ミリ未満のオスと未成体メス
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の漁獲は禁止されております。また、実は同じ日本海ということで、韓国によっても、

この資源は漁獲されております。 

 続きまして、漁獲の動向に移ります。左下に、Ａ海域の、これは歴年になりますけ

れども1960年代以前ぐらいからの漁獲量の推移と、あと近年、1965年以降になります

けれども、韓国の漁獲量について示しております。ただ、韓国については、韓国の漁

獲量ということで、今回Ａ海域に限定した海域ではなくて、いろいろな海域のものが

混ざっているというふうに考えられております。 

 漁獲量なんですけれども、大体1970年ごろにピークを迎えて、最高で1.4万トンを

超えております。それ以降、急速に急減いたしまして、1988年から1993年には過去最

低の2,000トンを下回る状況になっております。1990年代半ば以降に増加に転じて

2007年は5,000トン近くになっておりますが、また近年、再び減少傾向ということに

なっております。 

 2017年の漁獲量、ここでは漁期年ということで少し時期をずらした値になりますけ

れども、2,784トンということになっております。韓国の2017年、こちらはちょっと

統計上、歴年になりますけれども、1,869トンというふうな報告を受けております。 

 次のページに移っていただいて、資源評価の方法でございます。資源評価は、まず

資源水準を判定するものについては、先ほどと同じですが、長期のデータというもの

が整理されております沖底の漁獲成績報告書に基づいた1970年から2017年の資源密度

指数を使用しております。 

 一方、1990年から2018年５月から６月に、日本海西部海域で我々が日本海ズワイガ

ニ等底魚資源調査というものを行わせていただいておりまして、この結果に基づいた

コホート解析によって、漁獲開始時点―要は漁期の前です。漁獲対象資源―ここ

でいうとオスですと12齢以上のミズガニとカタガニ、メスでは11齢のクロコを推定し

て、これらを用いて資源動向を判定しております。そしてこの調査で得られている、

それよりも若いカニの現存尾数を用いて、それ以降の加入予測というのを行っており

ます。 

 以後、ＴＡＣ等と一緒ですけれども、漁期年のほうで値はご説明させていただきま

す。 

 資源状態です。真ん中に図が５つございます。左上から資源量、その右が親魚量

―親の数です。その下、左の真ん中が資源密度指数ということで、これが沖底のＣ
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ＰＵＥをベースにした指標になります。その右、これが加入量でして、今後入ってく

る若いカニの量を示しております。左下が漁獲係数のＦということで、これが漁獲の

強さというふうに考えていただければよろしいかと思います。 

 まず資源量なんですけれども、調査が行われているのが1999年以降ですので、1999

年以降のお話になりますが、まず2003年から2007年には増加しておりまして、以後は

減少傾向になりましたが、2016年にまた増加傾向に転じ、2018年は2.17万トンに増加

しております。 

 一方、右側にあります親魚量なんですけれども、これはメスの漁期後の値になりま

すけれども、資源量と同様に変動して、2018年には4,200トンになっております。 

 資源密度指数、これが資源水準を判定するものになりますけれども、1970年、非常

に漁獲が多かったときではありますけれども、このときに最高値、1991年に最低値と

なって、その後2006年まで上昇しておりますけれども、その後はやや低下した形で横

ばいになっております。ただ、2017年については少し増加して、55キロ／網ですので、

近年は概ね横ばいという形になっております。 

 加入量、ここが非常に問題になるんですけれども、この加入量ですけれども、2018

年までは比較的良好なんですけれども、現在、調査等で確認されております若齢個体

というのが非常に少ないこともございまして、2019年以降は減少すると予測されてお

ります。 

 ここに書いておりますBlimitというのは、これを下回ると良好な加入が期待できな

くなる親魚の閾値というふうに思っていただければよろしいんですけれども、現在、

1999年以降で資源量が回復したという経験的なものに基づきまして、2002年の1,500

トンというのが基準になっております。 

 2018年の親魚量というのは、2002年の値よりも上にありますので、現状では比較的

良好な親魚を確保されているというふうに判断されます。 

 資源水準については、真ん中の左側の図になりますけれども、過去の高いところと

低いところを三等分いたしまして、判定しております。近年は、中位と書いてあると

ころにプロットがございますので、中位水準ということに判定されております。 

 動向は、直近５年間、この魚種ですと2014年から2018年になりますけれども、この

直近だけを見ますと増加というふうに判定しております。 

 管理方策に移ります。 
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 資源水準は中位、動向は増加でございますけれども、2019年以降は、加入の減少が

予測されております。そのため、悪い加入を考慮した場合でも従来と同様に親魚量を

維持することを管理目標として、漁獲シナリオとして、まず現状の親魚量の維持―

これは2018年、直近の親魚量を維持する、もう一つは近年の平均親魚量の維持という

２つのシナリオをつくっております。この近年の親魚量なんですけれども、近年に資

源が回復したことがある少ない親魚量というふうに仮定しておりまして、大体2015年

ごろの水準というふうになっております。この水準というのは、これまでの資源評価

の中でも継続的に使われてきた合意形成型の目標のようなものになっております。 

 結果です。Fcurrent―要は現状の漁獲圧です。これは今の実際の漁業の漁獲圧の

平均なんですけれども、このFcurrentですと、先ほど示しました近年の平均親魚量の

維持というものができませんので、算定漁獲量―要は通常はＡＢＣ、生物学的許容

漁獲量というふうになるんですけれども、このFcurrent、現状の漁獲圧というものに

ついては、ＡＢＣとはみなせないということで、算定漁獲量として算出しております。 

 次に、値が次の表になって若干上が切れておりますが、９ページ目にそれぞれの値

がございます。ここで、左からシナリオの名前、そして、target、limitと書いてあ

って、その右の値が実際の数値、漁獲量になります。 

 これで見ますと、ＡＢＣはこの二重線の上、近年の平均親魚量の維持（Fsus２）と

書いてある、そこのLimitが一番大きい値になりまして、これでいくと2,800トン。現

在、2018年の親魚量を維持しようとすると、その１つ上の上になりますけれども、

800トンというのがＡＢＣとして算出されます。 

 ただ、一方で、現在の漁獲圧―要はFcurrentと書きますけれども、これで維持す

ると、実は今、資源量、2019年もそれなりの資源がありますので、大体3,400トンは

獲れるということが想定されております。 

 資源評価をまとめます。 

 資源水準は中位、動向は増加傾向です。Blimitにつきましては、先ほどもご説明し

ましたように、1999年以降に資源量が回復したことがある最も少ない2002年の親魚量

ということで1,500トンとしております。2018年の資源量は2.17万トン、親魚量は

4,200トンということで、親魚量はこのBlimitを上回っております。加入量は、2018

年までは比較的良好ですか2019年以降は減少すると予測されております。 

 管理方策をまとめますと、悪い加入―先ほどもご説明いたしましたが、この悪い
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加入を考慮した場合でも従来と重要に親魚量を維持することを管理目標としておりま

す。現状の親魚量、及び近年の平均親魚量の維持を目指す漁獲シナリオに基づいて、

2019年漁期ＡＢＣを算定しております。 

 現状の漁獲圧―要は先ほどご説明したFcurrentになりますけれども、これですと、

近年の平均親魚量の維持が困難となっております。 

 漁獲対象外―要は小型個体です。小型個体の混獲死亡の低減というのが重要とい

うのは従前から説明されているということです。 

 まず期待される管理効果でございます。こちらは、将来予測に基づいて漁獲シナリ

オで漁獲した場合、どのように資源が推移するかというのを示しております。 

 次の10ページをめくっていただいて、ここに図を見ながらご説明いたしますが、ま

ず左上が資源量、その右が親魚量、その左下が漁獲量の推移になります。ここで2018

年以降が予測になりますけれども、これから加入してくる量というのは、もう既に生

まれて数年たったものでございますので、ここは極端なことを言うと、小型魚―要

は現状で漁獲対象になっていないものを獲らない限りは、概ねそれほどシナリオによ

って差は出てきません。 

 ただ、親魚量のほうをご覧いただきますと、シナリオによって、これから先、将来

の親魚量というのは推移が変わります。ただ、いずれにいたしましても2021年までと

いうのは、資源量も親魚量も減少傾向になって、それ以降は少し増加するというふう

に予測しております。 

 一方、漁獲量なんですけれども、漁獲量につきましては、やはりかける漁獲圧に応

じて、かなり大きく異なりまして、一番低いシナリオですと1,000トンを切る値にな

りますし、その上のシナリオでも将来的には加入が減っていきますので、2021年にか

けて漁獲量は下がっていくということが予測されております。 

 その下に将来予測シミュレーションとございます。実際には、加入量というのは

我々の予測よりもいろいろとずれることがありますので、それについての影響を見て

おります。下、また３つグラフがございまして、左上がそれぞれシナリオごとの親の

量の推移を示しております。濃い青い線というのが現在、大体このあたりを平均でい

くのではないかと考えられている推移でして、その上の薄い緑の線と下の緑の線の間

に実際の予測値が来るというふうに考えております。 

 ただ、いずれにしても、どのシナリオをとっても2021年までは減ると。それ以降増
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えるというのは変わりませんが、どこまで減るか、振れていてもどの程度でおさまる

かというのはシナリオによって異なるというふうになっております。 

 この上の２つ、Fsus２、Fsus１というのは、今回ＡＢＣとして提示させていただい

ているシナリオなんですけれども、このシナリオですと、下の緑の薄い線が、その下

の赤い線、これがBlimitになりますけれども、それを下回るということはもうほとん

どないというふうに考えられますけれども、その下のFcurrent、これは現行の漁獲圧

で漁獲した場合になりますけれども、2021年あたりに非常に加入が悪いというふうに

なりますと、Blimitを切る可能性が出てくるというのが示されております。 

 最後に、このような資源変動と海洋環境についての関係でございますけれども、本

系群の長期的な資源変動につきましては、日本海の寒冷期には資源が減少して低水準

になり、温暖期には増加傾向になるというのが経験的にわかっております。 

 また、難しいんですけれども、海洋数値輸送モデル―要は海の流れをコンピュー

ター上で再現して、どのように生まれた子どもが流されていくかというのを計算した

結果なんですけれども、このズワイガニの卵が生まれて幼生になって表面に浮くんで

すけれども、この幼生が流されていって、どこに流されて、どこにとどまるか、この

あたりが非常に加入に大きな影響を及ぼしているということがわかってきております。 

 今回も減ってきている要因というのは、恐らく漁獲の影響というよりも、このよう

な海洋環境の影響によって、これから少なくとも数年は加入が下がるという結果にな

っていると考えております。 

 以上で説明を終わります。 

○田中部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等がございましたら承ります。 

 中東委員。 

○中東委員 

 先週ぐらいの新聞でもいろいろ出ていたと思うんですけれども、近年の若齢のカニ

の加入量が非常に減っていて、数年後の漁獲が非常に心配だというようなことが書い

てあったんですけれども、この調査結果を見ますと、2019年以降は減少すると予測さ

れると書いてありますけれども、実際、加入量の減少というか、稚ガニの不足といっ

た、こういった実際の理由といいますか、原因というのは、よくわからないようなこ
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とが書いてあったんですけれども、その辺もしわかる範囲でありましたら、教えてい

ただければと思うんですが。 

○田中部会長 

 森部長、お願いします。 

○森資源管理部長 

 全ての要因が明らかになっているわけではございません。過去に研究した事例でい

きますと、まず卵が生まれて、その後、ゾエア、メガロパという幼生として海の表面

を流れていくんですが、その流れていくときに、将来、子どもとして着底―要はま

た底に落ちて稚ガニになるんですけれども、非常にいい海域にとどまることができる

場合は生き残りがいいと。逆に、そういう海域以外に運ばれたときというのは、どう

も子どもの死亡率が上がるのではないかというのが解析で出た事例がございます。 

 ただ、実際、それ以降も加入まで、着底してから七、八年かかるので、その間の死

亡というものも結構影響はしているというふうに考えられるんですが、その部分につ

いてはまだ情報がなくてよくわからないと。 

 ただ、いずれにしても大きく減少するときの要因の一つとして海洋環境、特に対馬

暖流を中心とする海の表面の流れというのが大きく影響している可能性は示唆されて

おります。 

○中東委員 

 ありがとうございました。 

 そうすると、加入の減少というのは資源管理をやられている方に問題があるとか、

漁獲の問題ではなくて、基本的に自然環境の変動でこういう結果になっているという

ような捉え方でいいんですか。 

○森資源管理部長 

 現在、親魚量というのは非常にいい水準でございますので、現時点では、漁業とい

うよりは環境の影響が大きいと思います。 

 ただし、やはり必要、一定数よりも親魚が減ってしまうと、やはりもとがなければ

育ちませんので、だから、今の現在の状況であれば環境というのが大きい影響かと思

いますけれども、かといって、このままどんどん親魚を減らしても大丈夫という話で

はないという、そこはご理解いただければと思います。 

○田中部会長 
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 よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 初めて出られる方もいらっしゃると思うんですけれども、いろいろ専門用語があっ

て、FsusとかFcurrent、これらはご理解いただけましたでしょうか。簡単にわかりや

すくいうと、Fsusが何で、Fcurrentが何でというご説明いただけますか。 

○森資源管理部長 

 先ほども口頭で説明するときにご説明しておりましたけれども、Fsusというのは、

基本的にはある一定水準で資源を維持するというものの略になります。今回使ってい

るのは、2018年の親魚量、もしくは大体2015年あたりになりますけれども、近年の平

均の親魚量、を長期的に維持するというのがFsusの意味になります。 

 Fcurrentというのは、要は現状の漁獲圧です。当然、現在、漁獲はＴＡＣ管理され

ておりますので、漁業者さんが全力で操業した場合というのはもっと獲れるんですけ

れども、要は近年の管理が行われている中で、同じような獲り方をしたときの漁獲の

強さというのがFcurrentになります。そうなると、現状と同じぐらいの強さだと、大

体何トン獲れるというのと、要はもっと下げた場合というのは、当然現状よりもかな

り、例えば単純にいうと網数を減らす、操業回数を減らすという形になりますが、そ

ういうふうな意味合いになるかと思います。 

○田中部会長 

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 感じでいうと、資源が減少傾向にあるときには、Fsus、今の資源を維持するとする

と、控えるということになるんです。資源が減少傾向にあるとき、今の漁獲圧を続け

ていたらそのまま減り続けてしまうので、そこを抑えれば今の状態が維持できるとい

うようなコンセプト、概念。これに対して、今のままの圧力で獲るのがFcurrent。 

 そのうちどれがいいかという議論を今行っていて、今の水準の維持を目標にしてい

ると、そういう基準で出したということでございます。 

 ご理解いただけましたでしょうか。 

 他によろしいでしょうか。 

 水産政策審議会の方では、もっと早く下げるんなら下げてくれという意見も出てい

たんですけれども、ここではそういう意見はないということでよろしいですか。 

 ありがとうございました。 
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 それでは、引き続きまして、日本海西部の次のアカガレイ及びズワイガニの広域資

源管理の取組状況について、これは事務局から２種まとめてご説明をお願いいたしま

す。 

○事務局（山本） 

 それでは資源の現状や資源管理の方向性を踏まえて、現在、関係６府県でどのよう

な取組が行われているかについてご説明をさせていただきます。 

 お手元の資料、11ページの資料２－３、日本海西部アカガレイ・ズワイガニの広域

資源管理について、こちらをご覧ください。 

 まず、１の資源の現状でございますが、こちらは先ほどの森資源管理部長様から詳

しいご説明を頂いておりますので省略させていただきます。 

 ２の関係漁業種類です。石川県から島根県までの６府県におきまして、大臣管理漁

業では沖合底びき網漁業、あとかにかごを使用して行うズワイガニ漁業の２種類がご

ざいます。また、知事管理漁業では兵庫と鳥取を除く４府県で、小型底びき網漁業が

ございます。 

 ３の資源管理の方向性でございます。国の資源管理指針に基づいて、資源の回復又

は維持による安定的な漁獲量の維持のため、アカガレイは漁獲努力可能量、ＴＡＥと

言いますが、ズワイガニは漁獲可能量の設定、こちらはＴＡＣでございますが、それ

に制限又は条件などの公的管理に加えまして、休漁、県別漁獲量上限の設定、漁獲物

の規制、保護区の設定、操業区域の制限などの自主的管理に取り組まれているところ

でございます。 

 12ページをご覧ください。４の関係者による連携を図るための体制でございます。 

 資源管理の推進に必要な事項を検討する場として、関係６府県、漁業者団体、試験

研究機関、国で構成する日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資源管理検討協議会

を設けております。 

 フロー図をご覧ください。右側の緑色枠内の資源管理指針・計画体制ですが、国や

関係府県が策定した資源管理指針に基づき、関係漁業者が資源管理計画を作成してお

ります。また、計画の履行確認などは資源管理協議会が行う体制になっております。 

 次に左側の青色枠内の日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資源管理検討協議会

ですが、関係者間で資源や漁獲の状況を確認し、資源管理措置の実施状況などの情報

を共有して、広域資源管理に必要な管理方策などの検討を行っております。また、こ
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の日本海西部会に広域資源管理の取組状況などを報告し、助言をいただきながら、広

域的な資源管理の取組を推進しているところでございます。 

 ５の日本海西部アカガレイ・ズワイガニ広域資源管理の取組状況でございます。

（１）の会議の開催状況ですが、広域資源管理に係る会議としまして、先ほどの日本

海西部あかがれい・ずわいがに広域資源管理検討協議会を10月４日に開催しておりま

す。また、関係会議としましては、全国底曳網漁業連合会主催の平成30年度日本海ズ

ワイガニ特別委員会が10月３日に開催されております。この会議で、石川県以西の日

本海のズワイガニの資源保護の取組などに関する日本海ズワイガニ採捕に関する協定

が締結されております。 

 次に13ページをご覧ください。（２）の資源管理措置の概要でございます。アの公

的管理措置でございますが、こちら16ページまでありまして、時間の関係もございま

すので、簡単にご説明させていただきます。 

 国が法令等により、また、関係府県が漁業調整規則などにより、沖底、かにかご、

小底に対する公的管理措置としまして、１つ目ですが、隻数やトン数、操業期間など

の制限により、漁獲圧力を入り口のところで規制するもの。２つ目は、小型個体など

の漁獲物の制限や禁漁期間などの漁期の規制、また、網目など使用する漁具を制限す

るなどして、漁獲の効率性を制限するもの。３つ目はＴＡＣなどの設定により漁獲量

を制限し、漁獲圧力を出口で規制するもの。この３つがございます。 

 次に16ページをご覧ください。イの自主的管理措置の取組状況です。こちらは資源

管理指針に基づき策定された資源管理計画により取り組まれている自主的管理措置で

ございます。 

 自主的管理措置には、資源管理計画の取組のほかにもズワイガニについては、保護

区の設定、甲幅制限、操業区域の制限など、業種内や業種間の協定などにより、操業

の実態に合った自主的な規制にも取り組まれているところです。 

 自主的管理措置の内容につきましては、次の資料２－４で説明させていただくこと

としまして、こちらでは省略させていただきたいと思います。 

 以上で資料２－３の説明を終わらせていただきます。 

 引き続きまして、資料23ページの資料２－４、底びき網漁業におけるアカガレイ・

ズワイガニの資源管理についてをご覧ください。 

 １の資源管理措置の概略です。こちらでは、アカガレイとズワイガニで取り組まれ
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ている漁獲可能量や許可隻数などの公的管理措置と、休漁や採捕制限などの自主的管

理措置の組み合わせによる資源管理についてご説明させていただきます。 

 まず、左側の公的管理措置です。特徴ですが、漁業種類、資源に共通する基本的な

措置で、比較的長期の継続的な措置であり、また、法的な遵守義務を伴う措置という

ことでございます。 

 管理措置の内容です。数量規制は、ズワイガニについては、漁獲可能量（ＴＡＣ）

の設定により漁獲量を制限し、また、アカガレイについては、設定した漁獲努力可能

量（ＴＡＥ）の範囲内に漁獲努力量を収めるというものでございます。 

 許可隻数は、許可隻数を制限するというもので、いずれも資源に対する漁獲圧力を

制限するというものでございます。 

 次に操業期間です。ズワイガニの漁期ですが、オスガニは11月６日から翌年３月20

日まで、メスガニは11月６日から翌年１月20日までとされております。また、沖底、

小底の操業期間は、福井県の鋸埼を境に、鋸埼以東では翌年６月30日まで、鋸埼以西

では９月１日から翌年５月31までとされております。 

 次に甲幅・採捕制限です。オスガニは甲羅の幅が９センチ未満のものの採捕が禁止

され、また、メスガニは腹節内側に卵を有しないものの採捕が禁止とされております。 

 最後に漁具の制限ですが、関係府県の沖底では、網口開口板の使用が禁止とされて

おります。 

 左下の黄色の枠内をご覧ください。カタガニ、ミズガニなどの語句の説明を付して

おります。カタガニもミズガニもオスガニでございますが、カタガニは最終脱皮後１

年以上経過した殻の固い商品価値の高いカニで、ミズガニは９月ごろの最終脱皮をし

た後、１年を経過していない殻のやわらかいカニのことをいいます。 

 また、次からメスガニですが、アカコは産卵してお腹に抱いた卵が鮮やかなオレン

ジ色、この状態のものをアカコといいますが、孵化に近づき卵がオレンジ色から茶黒

色に変化したものをクロコといいます。マンジュウガニは最終脱皮に至っていない未

成体のメスガニのことでございます。 

 次に右側の自主的管理措置でございます。 

 特徴としましては、資源や漁業、地域の実態に即した措置で、必要に応じて柔軟に

導入する措置であり、また、漁業者の自己管理、相互監視を伴う措置ということでご

ざいます。 
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 管理措置の内容です。上の段の日本海西部地域共通の取組と、下の段の府県単位の

取組例に分けております。 

 まず上段の方の取組ですが、こちらは先ほどの日本海ズワイガニ特別委員会で締結

された日本海ズワイガニ採捕に関する協定の取組の内容となっております。 

採捕期間の短縮ですが、ミズガニは１月20日から２月末日まで、または２月９日か

ら３月20日までのいずれかと、また、メスガニは公的管理措置より周期を短くして、

12月31日までとされております。 

 次に採捕制限ですが、メスガニのうちアカコ、マンジュウガニは採捕禁止とし、ま

た、メスガニ、ミズガニの採捕尾数を航海区分ごとに制限する取り決めが行われるな

ど、メスガニとミズガニについて、厳しい管理措置が講じられているところでござい

ます。 

 それでは、次に下段の方の取組です。府県ごとに各地域の実情等に応じて、日本海

西部地域共通の措置に追加して、あるいは内容を強化して取り組まれている措置でご

ざいます。 

 まず採捕期間の短縮です。メスガニの採捕期間の終期を短縮して12月29日とされて

おります。 

 次に採捕制限です。先ほどのメスガニ、ミズガニの航海区分ごとの採捕尾数制限を

さらに削減する内容ですが、これは今漁期のＴＡＣの大幅な減枠の見直しを受けての

自主規制強化の取組でございます。 

 次に甲幅制限の拡大です。公的管理措置では、オスガニは甲幅９センチ未満のもの

は採捕禁止ですが、これを10センチ未満や9.5センチ未満に、ミズガニでは10センチ

未満や10.5センチ未満を採捕禁止とし、また、メスガニでは公的管理措置には甲幅制

限はございませんが、７センチ未満を採捕禁止とする規制強化の取組が行われており

ます。 

 次に保護区の設定です。関係府県などが設置した保護礁内や保護礁周辺などで保護

区を設定し、周年又は一定期間の操業を制限するという内容の取組が行われていると

ころです。 

 次に水深帯規制です。一定の水深帯での操業を制限することで、漁獲対象外の小型

個体の混獲を回避する内容の取組です。 

 次にミズガニの操業自粛です。関係府県の漁業や地域の実情や実態に即して、採捕
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期間の更なる短縮や、採捕制限の取組が行われているところでございます。 

 次に網目規制です。アカガレイの小型魚保護のための網目拡大や漁期外のズワイガ

ニの混獲回避のための改良網の使用の取組でございます。 

 次に休漁日の設定です。漁期中に休漁日を設けて漁獲努力量を削減するための取組

です。 

 最後にアカガレイ未成魚の採捕制限です。採捕された18センチ未満や20センチ未満

の小型魚の再放流の取組でございます。 

 次に24ページの２の生物特性に応じた資源管理をご覧下さい。 

 アカガレイもズワイガニも一定の定着性があるという特性に応じて、操業区域の中

の特定の区域に保護区や禁漁区を設定し、また、成長段階で分布水深が異なるという

特性に応じて、小型個体の混獲回避のために特定海域における一定の水深帯での操業

を規制する水深帯規制に取り組んでいるところでございます。 

 次にその下の生活史と分布水深のイメージをご覧ください。まず左側のアカガレイ

です。水深200メートル前後の浅いところで産卵、孵化が行われております。小型個

体のメス未成魚とオス成魚は水深200メートルから250メートルといった浅いところに

周年分布しておりますが、大型個体のメス成魚については、産卵後水深300メートル

より深いところへ移動していくという特徴があるようでして、２月ごろになりますと、

深いところから戻ってきて浅場で産卵するということでございます。 

 次に右側のズワイガニをご覧ください。こちらはアカガレイとは逆で、オスガニの

ほうの最終脱皮したカタガニが浅場から350メートルより深いところまで分布・移動

しているようでございます。未成熟のオスガニやメスガニは比較的水深の浅い200メ

ートルから300メートルのところに分布しているということでございます。メスガニ

については、産卵後、最初の産卵は１年半ぐらい、その後の産卵は１年ぐらいお腹に

卵を抱えておりまして、２月から３月にかけて卵が孵化しますと、その後交接し、ま

たお腹に卵を抱えることになります。孵化した幼生は海中を浮遊して、その後着底し

て稚ガニとなって、成長とともに浅場へ移動するということでございます。 

 両種ともいろいろと特徴がありますが、主として、概ね200メートルから300メート

ルぐらいの水深帯において、多く分布しているということでございます。 

 次にその下の底びき網漁業の漁場と水深帯規制のイメージをご覧ください。 

 京都府沖合の例を紹介させていただきます。左側の図には京都府沖合の底びき網漁
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業の漁場ですが、沿岸側から赤色の囲みが、ニギス、ヤナギガレイ、タイ類の漁場で、

次に緑色の囲みがハタハタ、ソウハチ、ヒレグロ、アカガレイの漁場で、ここの海域

は水深帯が200メートルから250メートルということです。最後の青色の囲みがズワイ

ガニとアカガレイの漁場でして、この海域は水深帯が250メートルから350メートルと

いうことでございます。 

 次に右側の２つ並んだ図をご覧ください。こちらは、ズワイガニ漁期外の220メー

トルから350メートルの水深帯規制の例でございます。 

 まず左の方の図は、ズワイガニ漁期前です。緑色の枠内では９月１日から11月５日

まで昼夜操業禁止とされています。次に右側の図ですが、こちらはズワイガニ漁期後

です。ズワイガニ漁が終了した３月21日から５月31日までは、緑色の枠内を昼夜操業

禁止とする取組が行われておりますが、ズワイガニへの漁獲圧をハタハタなどの他魚

種に分散させるよう、白色の枠内では３月21日から４月30日まで夜間のみ操業禁止と

されております。 

 アカガレイとズワイガニが多く分布している水深帯について、ズワイガニ漁期外の

操業を規制している水深帯規制の取組について、京都府沖合の例をご紹介させていた

だきました。 

 25ページの３の保護区の設定等をご覧ください。 

 保護区は漁業者自らが設定したものと、関係府県や国による保護礁の設置によるも

のがございます。 

 効果ですが、保護礁内では網を曳けませんので、透明性、実効性の高い資源保護が

可能となること、また、増殖効果やこれら保護礁からしみ出す資源の持続的利用の確

保が期待されるということでございます。 

 中段の図をご覧ください。これは、島根県の隠岐諸島の北側、北西側、西側の３カ

所、あとそれに石川県の金沢、橋立沖の２カ所に黄色の四角がございます。平成30年

漁期新設が３カ所ございますが、これらはミズガニが多く分布しているということで、

周年や一定期間、操業自粛の取組が行われているところでございます。黒色や青色の

四角は関係府県や国による保護礁設置箇所に保護区が設定されているところでござい

ます。赤色のところは水深帯規制の設定範囲でございます。 

 次に保護区の設定にかかる経緯でございます。昭和50年代から府県による保護礁の

設置が始まっておりまして、ちょうどズワイガニの漁獲量が急減したころかと思いま
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す。 

 次に平成24年漁期からミズガニ保護区が設定され、隠岐諸島の北西海域の１カ所と

石川県沖の２カ所が今漁期からの取組となります。 

 最後に平成19年からのフロンティア漁場整備事業による保護育成礁です。保護育成

礁内は禁漁ですが、ズワイガニ漁期外に浜田沖を除いて、ほとんどの保護育成礁の周

辺１マイル以内の操業自粛の取組が行われているところでございます。 

 次に26ページの４の水深帯規制をご覧ください。水深帯規制の目的ですが、繰り返

しになりますが、３月21日から11月５日までのズワイガニ漁期外での操業におきまし

て、ズワイガニや小型魚が混獲されます。これを回避する目的で、これらが多く分布

する水深帯での操業を自粛するという水深帯規制に取り組んでいるところでございま

す。 

 次に水深帯規制の内容及び効果ですが、面積は１万1,507平方キロメートル。時期

ですが、下の操業スケジュールのイメージ図をご覧いただきながらお聞きいただけれ

ばと思います。ズワイガニ漁期が11月６日から３月20日までですので、カニ漁期前は

９月１日から11月５日、カニ漁期後は、鋸埼以西を例としておりますので、３月21日

から終期が５月31日までとなっておりまして、このズワイガニ漁期の前後の期間にお

いて取り組まれております。 

水深ですが、両魚種が主として生息する水深帯での操業を自粛し混獲を回避すると

いう取組ですので、海域で異なりますが、概ね220メートルから350メートルです。 

 効果ですが、大型カタガニと翌年生残していれば商品価値が上がる大型のミズガニ

の４割以上、また、小型ミズガニとメスガニの５割以上が保護されるということでご

ざいます。 

 次に他魚種操業との組み合わせによる合理的な漁獲圧の分散ですが、下のイメージ

図でカニ漁期前は水深帯規制を避ける形の水深200メートル前後でハタハタやマダラ

操業、また、350メートルより深い水深帯などでのアカガレイ操業が行われておりま

す。11月６日ズワイガニ漁解禁でございますが、メスガニは240メートル、カタガニ

は310メートル、ミズガニは280メートルぐらいの水深で曳網している場合が多いとい

うことでございます。 

 １月に入りますと、漁場形成によりますが、水深200メートル前後でのハタハタや

ホタルイカ操業に徐々にシフトして、ズワイガニに過重な漁獲圧をかけないよう、特
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に春先は水深250メートルあたりで交接が行われますので、漁獲圧を他魚種操業に分

散させるような操業が行われているところでございます。 

 最後の27ページの自主規制遵守に向けた取組事例をご覧ください。 

 こちらは昨年漁期の業界内での取組内容でございます。 

今漁期、兵庫県ではカタガニを9.5センチから10センチに引き上げる規制強化の取

組が行われておりますが、この取組は今漁期も引き続き実施されているところでござ

います。 

兵庫県と鳥取県の底曳網漁業協会で取り決めた甲幅規制、メスガニ７センチ未満、

カタガニ9.5センチ未満、ミズガニ10.5センチ未満は漁獲しないという規制内容につ

いて、ズワイガニを取り扱う卸売業者、仲買加工業者などの市場関係者に周知するこ

とで、漁業者の遵守意識も高まり、規制遵守の徹底にもつながるということから、こ

のようなポスターを作成し、両県内の市場内に掲示しております。 

 また、写真にもございますように、漁期中に両県内の市場におきまして、全国底曳

網漁業連合会による履行確認が行われているところでございます。 

 以上で、資料２－４の説明を終わります。 

長くなりましたが、資源管理の取組につきましてご説明させていただきました。 

○田中部会長 

 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等ござ

いますれば承ります。 

 よろしいですか。 

 ちょっと私のほうから一つ。今年、漁獲の枠が減ったということで、その分、小型

を獲らないで対応しようというのはいいアイデアだと思うんですけれども、それで大

体間に合ったというか、足りたかどうかというのはちょっと関心があったんですけれ

ども、どなたにお伺いすれば。 

○小林委員 

 まだこの時期に兵庫県だけやったばかりで、そのセコの定数を減らすのと10センチ、

ミズガニも定数を減らして、経過を見ながらやっていこうというところで、まだ12月

にならないと、そのときのあれはわかりません。 

 ただ、ちょっと心配しているのは、なぎ続きで、去年はしけだったから、幾らして

もＴＡＣに合わせられるかというのは、ちょっと心配しております。 
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○田中部会長 

 ありがとうございました。順調にいくことをお祈り申し上げます。小林委員、あり

がとうございました。 

 議題３、その他でございますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、特になければ、事務局のほうから次の部会の開催についてご説明をお願

いいたします。 

○事務局（山本） 

 それでは、次回の部会につきましては、来年も同じような時期に開催したいと考え

ております。 

 開催日時及び場所等につきましては、部会長初め、委員の皆様方のご都合をお聞き

しながらまたご連絡させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○田中部会長 

 ありがとうございます。 

 それでは長時間ありがとうございました。本日の日本海西部会はこれで閉会したい

と思います。 

 委員各位、ご臨席の皆様方におかれましては、議事進行のご協力、貴重なご意見あ

りがとうございました。 

 なお、議事録署名人の志幸委員、小林委員のお二方には後日、事務局から本日の議

事録が送付されますので、署名のほうをよろしくお願い申し上げます。 

 それではこれをもちまして、第27回日本海西部会を閉会させていただきます。どう

もありがとうございました。 

 

閉 会 
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以上は、審議内容と相違ないことを認め、署名押印する。 
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