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日本海・九州西広域漁業調整委員会 第31回 九州西部会 

 

 

                     日時：平成３０年１１月１３日（火） 

                        １５：００～１６：２２ 

                     場所：ベルサール神保町３階会議室 

 

 

議事次第 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

  （１）部会長の互選について 

  （２）広域魚種の資源管理について 

    ① 九州・山口北西海域トラフグ 

    ② 有明海ガザミ 

    ③ 南西諸島海域マチ類 

  （３）その他 

 

３．閉 会 
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午後３時００分 開会 

○事務局（松本） 

 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

31回九州西部会を開催いたします。 

 私、九州西部会の事務局をお預かりしております九州漁業調整事務所の松本と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、着座して進めさせていただきます。 

 本日は、大臣選任委員であります漁業者代表の濵田憲志委員、同じく大臣選任委員で学

識経験者の波積真理委員、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、九州

西部会の委員定数である14名のうち、定足数である過半数を超える11名の委員のご出席を

賜っておりますので、日本海・九州西広域漁業調整委員会九州西部会事務規定第５条に基

づき、本日の部会は成立していることをご報告申し上げます。 

 議事に入る前に、最初に委員の交代についてご報告いたします。 

 本部会の委員は、各県の海区互選委員と農林水産大臣選任委員により構成されておりま

すが、このうち農林水産大臣委員の任期満了に伴い、再任の委員２名を含め、新たに７名

の委員が選任されました。ここで皆さんをご紹介させていただきたいと思います。 

 まずは、漁業者代表の岩田委員です。 

○岩田委員  

岩田でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（松本） 

 それから金子委員です。 

○金子委員  

金子です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（松本） 

 続きまして、学識経験委員から田中委員です。 

○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（松本） 

 それから、先ほどご説明しましたが、本日欠席ではございますが、波積委員と合瀬委員

となります。 
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 また、本日は水産庁から岩本管理資源管理推進室長、申し訳ありません、漁業者代表の

委員のご紹介を１人失念しておりました。漁業者代表の宮本委員です。 

○宮本委員  

宮本です。よろしくお願いします。 

○事務局（松本） 

 失礼いたしました。 

 では、すみません。続けさせていただきます。 

 水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所から石田主幹研究員、西海区水産研究所から

吉村資源生産部長、下瀬主任研究員ほか多数の方が出席されております。 

 また、本部から事務局ですが、４月の人事異動により当事務所の廣山所長から佐々木所

長にかわりましたのでお知らせいたします。 

 それから、本部会の部会長はこれまで橋本委員にお引き受けいただいておりましたけれ

ども、今般の任期満了に伴いご退任となっております。このため、当面本部会の議事進行

は、部会長の互選が行われるまで、部会長職務代理者である本田委員に進めていただきた

いと思います。 

 それでは、本田委員、よろしくお願いします。 

○本田部会長職務代理者 

 皆さん、こんにちは。日本海・九州西広域漁業調整委員会九州西部会の部会長職務代理

者の本田でございます。不慣れでございますが、会長が互選されるまでの間、スムーズな

進行にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 座って進行させていただきます。 

 それでは、議題に入ります前に、配付資料の確認を事務局からお願いします。 

○事務局（松本） 

 それでは、議事に入ります前に、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。 

 まず、本日の部会の議事次第、委員名簿、出席者名簿、配席図が１枚ずつで計４枚。そ

して、ホチキスどめの資料で、本日の部会でご説明させていただく資料といたしまして、

トラフグに係る資料が資料の１－１、右上資料の１ページから、そして、13ページの資料

１－２、続きまして、19ページ、資料１－３。続きましては、ガザミに係る資料といたし

まして、23ページ、資料２－１、31ページの資料２－２。それから、マチに係る資料が35
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ページ、資料、右上３－１、39ページ、資料３－２でございます。 

 配付している資料につきましては以上となりますが、不足等ございましたら事務局のほ

うまでお申しつけいただければと思います。 

 委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 説明の途中でも、もし資料に不足等、また落丁等ございましたら、その都度、お手数で

ございますが、事務局にお申しつけいただければと思います。 

○本田部会長職務代理者  

それでは、議題に移ります。 

 議題１の部会長の互選についてでございますが、部会長の選任につきましては、九州西

部会事務局規定第３条に基づき、委員の皆様の中で互選をしていただきたいと思いますが、

どなたかご推薦のご意見はございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

○中島委員  

すみません。山口県の中島です。 

 本部会は、複数県にまたがる広域資源の管理に関する協議を行うという場でありまして、

各県沿岸、それから漁業者代表の皆さん、それぞれ主張がありましょうし、また異なると

思います。 

 そういうことから、これまでもそうでしたが、中立的な立場の学識経験者の方にお願い

してはと、そのように考えております。 

 具体的には、東京海洋大学の田中委員さんにお願いしたいと、私は思います。 

○本田部会長職務代理者  

ありがとうございます。 

 そのほか、ご意見がありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

○本田部会長職務代理者  

よろしいでしょうか。 

 それでは、ないようですので、ただいま中島委員から会長に田中委員というご推薦がご

ざいました。 

 よろしければ、お諮りさせていただきます。 

 皆さんいかがでしょうか。先ほど、異議なしとありましたけれども。いいですか。 
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（「異議なし」の声） 

○本田部会長職務代理者  

ありがとうございます。 

 異議なしということでございますので、会長には田中委員にお願いすることとしたいと

思います。田中委員、会長席のほうにお願いします。 

 それでは、これをもちまして職務代理としての議事進行を終了したいと思います。 

 短い時間でしたが、スムーズなご進行にご協力いただき、ありがとうございました。 

○田中部会長  

ただいまご推薦いただきました東京海洋大学の田中でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 本年は、先ほども申し上げたんですが、水産改革の元年ということで、資源管理の話が

まずトップに出てまいります。これを本格的に進めるということになりますと、さまざま

な漁業調整の本丸に切り込むことにもなろうかというふうに思います。そういう点におき

まして、本会は重要な会議というふうになろうかと思いますので、皆様の忌憚のないご意

見を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

 それでは、早速でございますが、議事を進めさせていただきます。 

 まず、後日まとめられます本部会の議事録の署名人を選出しておく必要がございます。

当部会の事務規定第11条により、まことに僭越ではございますが、部会長の私のほうから

指名させていただきたいと思います。 

 本日の部会の署名人としては、海区互選委員から髙平委員、農林水産大臣選任委員から

宮本委員のお二方を、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

の方、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議題の２、広域資源管理について入ります。 

 本議題では、部会に関係します広域資源管理を実施している日本海、東シナ海、瀬戸内

海におけるトラフグ、有明海におけるガザミ資源の動向、南西諸島海域におけるマチ類を

国立研究開発法人水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所及び西海区水産研究所の担当

者からご説明をいただきまして、また、事務局からは九州・山口北西海域トラフグ広域資

源管理指針、有明海ガザミ広域資源管理方針、南西諸島海域マチ類広域資源管理方針の取

り組み状況につきまして、ご説明、ご報告いただくことにしております。 
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 議事次第の魚種ごとに進めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 初めに、九州・山口北西海域におけるトラフグについて、国立研究開発法人水産研究・

教育機構瀬戸内海区水産研究所の石田主幹研究員からご説明をお願いいたします。 

○石田主幹研究員  

瀬戸内海区水産研究所の石田と申します。 

 ことし８月に瀬戸内海ブロック資源評価会議で承認された内容に基づいて説明いたしま

す。資料は１－１でございます。 

 各ページ、上下１枚目、２枚目となっております。上のほうに分布域等が書いておりま

す。参画機関も書いております。下のほうに、昨年度評価からの変更点。資源評価が今年、

昨年とどう変わったかという要点を書いておりまして、最も大きな違いは、昨年度評価に

おいては、10年後の資源量の目標が、１行目の後ろのほうに書いている960トンというの

を、これをその下にある赤字で書いた840トンに引き下げました。これ、なぜ引き下げた

かと申しますと、資源評価の数値を精査して、最新の情報を加えて資源評価した結果、

840トンが、ここに書いている2007から2016年度の平均資源量という、より正しい値であ

ると判断して、この値にしました。 

 次に書いている放流魚の混入率というのは、人工種苗に、標識を全てつけていると考え

て評価していたんですが、全てにはつけていなかったので、その分を修正したということ

でございます。大事なのは上のほうでございます。 

 １枚めくっていただいて、漁獲量と人工種苗放流尾数の推移です。 

 色の濃い青いほうが放流尾数です。これは1977年、昭和の半ばすぎから数字がございま

す。それによりますと、2011年までほぼ一貫して増加しておりまして、その2012年から少

し少なくなっております。これは質的な改善を図ったということで、尾びれの欠損をして

いない良質の種苗をつくること、あるいは大型化を目指したということで、量から質への

転換を図ったので、尾数自体は少し少なくなっております。 

 それから漁獲量ですが、黄色いので示したように、若干の増減はあるんですが低下傾向

にあると。最新年では214トンの漁獲量であると。放流尾数は最新で180万尾ですね。下が、

海域別の漁獲量推移です。日本海・東シナ海については、上のほうの赤いので示している

ように、漁獲量はほぼ横ばいになっております。下のほうの有明海は、余り多くありませ

んが、やや減少傾向と。なお、参考までに、瀬戸内海では減少傾向にあります。 

 漁獲努力量等については、次のページ、３ページから４ページに書いております。こち
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らの海域では、針数としてあらわした漁獲努力量、どれだけとりにいったかという針数は、

おおむね減少傾向であると。一方、針数あたりの漁獲尾数、ＣＰＵＥは増加基調にあると

見てとれます。その下は、瀬戸内海ですので簡単に言いますが、出漁日数や隻数は減少傾

向、ＣＰＵＥも減少傾向であると。 

 次のページの上も瀬戸内海ですが、これも瀬戸内海中央は余りたくさんとれていません

ので、これは省略させてもらいます。 

 ４ページの下に資源評価方法です。 

 これは、コホート解析と呼ばれる世界中で、データのそろっている魚種について、一般

的に行われている方法でございます。 

 要点は、漁獲量、それから体長組成と年齢査定結果から年別の、年齢別漁獲尾数。０歳

魚が何年に何尾とれたかということ集計しまして、それに基づきまして資源解析をして、

資源尾数、資源量、それから漁獲の強さを求めていくものでございます。 

 それが、2017年度までの数字ということで、トラフグの場合は、４月から翌年３月まで、

学校や会計年度と同じような年の区切りをしております。2018年漁期以降は、将来予測と

いうのもコホート解析によって可能でございます。 

 下にあるように、将来予測、ＡＢＣ等算定してまいります。 

 そのデータなんですが、次の５ページの上のほう、年齢別漁獲尾数の推移です。 

 下から０歳、１歳、２歳、３歳と、2002年からの数字がございます。これを見て、０歳

魚はおおむね減っています。2015年はちょっと多いんですが、１歳魚も減りつつあります。

一方、２歳、３歳、４歳は、余り変わらずとれているということがわかります。 

 次に、下、海域別の漁獲尾数です。０歳魚は、有明海と瀬戸内海でたくさんとれると。

１歳以降になりますと、日本海・東シナ海でとれているというふうに、海域によって狙っ

ている大きさが異なるということがわかります。 

 次、お願いいたします。６ページの上ですね。 

 系群全体の資源量は、上の赤で示したように減少傾向にあって、最新の2017年漁期では

697トン。漁獲割合は余り変わりません。30％ぐらいで、それほど変わっておりません。 

 その下、再生産関係です。再生産というのは、親からどれだけ子供が生まれるかという

ことで、横軸に親の量、縦軸に子供の量を示したものでございます。 

 親の量が各年各年を青い線で結んでおりまして、上のほう、一番下の左から２番目のと

ころが2017年、年を書き落としていますが、2017年が一番下ですね。左から２つ目です。
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その上のほうにある、左上のほうにある、ちょっと突き出たのが2002年ということで、１

年ごと続いております。 

 それから、上のほうに天然魚＋放流魚とあるんですが、青いところは天然魚だけの、天

然発生だけの０歳魚の尾数と。それで、オレンジ色、ダイダイ色は、人工種苗にかさ上げ

した分を足しております。それから、放流魚も成熟すれば天然魚となって親魚にもちろん

なっていきますので、それはもう青のほうに吸収されているというご理解をいただければ

と思います。 

 これ、縦軸と横軸の関係見ても、右上がりとか、左下がりとか、右下がりとか、余りは

っきりした傾向は見られていません。 

 次、お願いいたします。７ページの上ですね。 

 親魚量。親魚量は、上に書いているんですが、余り高い水準ではなくて、少し下がって

いる傾向にあります。 

 次は、再生産成功率ですが、前の図の原点から、各年を結ぶ傾きと考えていただければ

いいんですけれども、同じ親魚量があれば、どれだけ子供が生まれるかという、その割合

を示したものに関して2015年を除いて下がっていると。ずるずる書いたような数字まで落

ち込んでいるということでございます。 

 その下が年齢別のＦ、Ｆというのは漁獲の強さをあらわす指数となっております。Ｆが

高いほどたくさん漁獲しているということです。 

 これを見ますと、真ん中あたりにダイダイ色の線があるんですが、全体、年齢平均の漁

獲の強さというのは余り変わっておりません。０歳、１歳となる、下のほうにある青と赤

も低下傾向です。強いて言えば、紫色の３歳、４歳が若干上がり気味かなというふうには

見えます。 

 次、お願いいたします。 

 これは、漁獲係数、漁獲の強さです。それから、あと資源解析で使う２つの指数の関係

の図を示したもので、現在の漁獲が一般的な指標よりもとり過ぎか、そうでないかという

判断です。 

 一番上の黒のＦ0.1が0.337という数字、切れて申しわけありません。これは指数です。

その次の赤字のＦｃｕｒｒｅｎｔというのが現実の漁獲の強さです。そのほかの、その次

の下のＦ30％ＳＰＲとＦｍａｘも指数です。現状の強さというのは、下の２つの指数より

はわずかに少ないんですが、Ｆ0.1よりは多いということで、適正な漁獲とは言えないと
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判断しました。 

 資源水準の評価に移ります。下です。 

 資源量が、指数が、データが長期のものはありませんが、下関の唐戸魚市場の取扱量が、

それにかわるものとして使えると考えております。内海の資源、漁獲量ですね。外海はこ

の右の図で示したように、黄海の方までとっている値、我が国からかなり離れたところま

でとっているので使わないということで、内海の値を使います。青い、青と赤を除いた黄

色ですね。 

 次のページの上に、その黄色の部分だけを抜き出しました。 

 ２カ年、非常に極端に多い年があるので、それを除いて最多と最少を３分割して、高・

中・低位に分けまして、現状は低位ということです。そして、傾向も減少ということに判

断しております。 

 その下が放流の貢献ですね。０歳魚の資源尾数と、それに占める放流の割合です。最新

では24％を占めている。過去では30％を超えていたということで、栽培対象魚種の中でも

かなり高い混入率、放流魚の割合があるということです。 

 次に添加効率ですね。添加効率というのは、人工種苗を放流して、どのぐらいの割合が

漁獲サイズまで生き残るかという割合を示したもので、直近で0.03。つまり、100尾放流

して３尾が漁獲サイズまで生き残るということを示しております。これも上がり下がりが

ありますが、改善しているようには見えません。 

 その下が、10年後の資源量ですね。漁獲尾数、漁獲の強さと放流尾数をどう動かせばど

うなるかということで、白丸が現状の漁獲の強さを続けて、現状の放流を続けた場合の資

源量です。緑色に書いているように、500トン強の資源量が達成されているんですが、こ

の放流を増やすと、その真上の矢印になるんですが、白丸を上に動かしても余り資源量は

変わりません。左に動かすと、漁獲を抑えれば資源は急激に増えるということで、現状で

は資源量の増加に放流は余り効いていないということを示しております。 

 次は、ＡＢＣです。 

 ＡＢＣは、詳細な説明はしませんけれども、上限としては161トンで、できれば134トン

に抑えるべきだという数字を出しております。これは、最初に示した10年後に840トンを

達成する数値となります。 

 下にＡＢＣの再評価というのがありますが、これは、去年のＡＢＣは、基準を引き下げ

たせいで、去年のＡＢＣは少し上方修正されたということを説明しております。 
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 最後、12ページ、まとめです。大事なほうから書いております。 

 一番上ですね。産卵・成育場をきちんと保護するということが大事であると。 

 次は、やはり未成魚の漁獲抑制と放流の高度化も、かなりいいところまできているんで

すけれども、さらにそれを進めるということですね。 

 それから、３つ目。もしできればということですけれども、親魚についても、できれば

漁獲抑制をすればこしたことはないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○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、ご質問等ございますれば承ります。 

 中島委員、どうぞ。 

○中島委員  

すみません。７ページですけれども、再生産成功率。この再生産成功率、すみません、

素人なもので大変恥ずかしいんですけれども、簡単に言うと、どういうふうに計算するの

か。それと、下がってきている原因。これについて、何か知見があればお願いしたいと思

います。 

○石田主幹研究員  

まず計算は、前のページ、６ページの下にある０歳魚資源尾数をその年の親魚量で割

ったものです。親魚量当たりの０歳魚資源尾数、これが再生産成功率になります。 

 それから、低下している原因というのは、今、必死で我々調査、研究しているんですけ

れども、ああ、これだという決め手がありません。申しわけございません。これからも努

力いたしますので。 

○中島委員  

それと、もう一点よろしいですか。 

○田中部会長  

はい、どうぞ。中島委員。 

○中島委員  

すみません。ちょっと何ページだったかあれですけれども、種苗放流。この数年間尾

ビレ欠損のない稚魚、それから大型化ということで効果を期待しているというところなん

ですけれども、どれでしたかね。余り増えていないですよね、添加効率の推移を見ますと。
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10ページですか。その辺について、何か知見があれば。 

○石田主幹研究員  

これも、ちょっと７ページの下のＦというのは漁獲の強さですけれども、これ見ても

余り極端に漁獲があったということの証拠もありませんし、種苗が悪くなったということ

は全然ないと思うんですけれども、添加効率、もっと上がってもいいなと思っているんで

すが。結論としては、これもわからないです。申しわけありません。 

○田中部会長  

よろしいでしょうか。 

○中島委員  

はい。 

○田中部会長  

多分、ＲＰＳとか、再生産成功率というのはわかりにくい言葉かもしれませんが、簡

単に言うと、親１キロから子供が何匹生まれるかということですね。親が１キロ当たり５

匹生まれるのか、10匹生まれるのかで、その後の資源量は大きく変わるわけなんですが、

その再生産成功率が下がるということは、生まれてくる子供の数が少なくなっちゃうと。

同じ親の数でも。そういう概念だと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 こういう基本的な言葉を、漁業者の方はなかなかぱっと理解できない場合も、たまにし

か聞きませんから。なるべく丁寧な説明をお願いしたいというふうに思いますが。 

○石田主幹研究員  

申しわけありません。注意します。 

○田中部会長  

ほかに。添加効率も同じように。 

○石田主幹研究員  

添加効率ですね。放流魚のうち、どのぐらいのものが漁獲サイズまで生き残るかとい

う割合で、10ページの上の図で0.03が新しい値ですが、これですと３％ですね。100尾放

流したうちの３尾が漁獲サイズまで生き残って、あと97尾は途中で死んでしまうと。そう

いうことをあらわす指数です。数値です。 

○田中部会長  

ご理解いただけましたでしょうか。 
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 ということで、今は資源量が右肩下がり、若干ですけどね。小型魚の保護が重要とのこ

とですけれども、これがまたなかなか難しい話ですよね。小型魚を保護する人と、もうか

る人が一致していないという。そこがなかなか悩ましいところではありますよね。 

 先ほど、こういう資源管理を本気でやろうとすると、そこに切り込まないとなかなか難

しいと申し上げたのは、そういうことですね。 

 よろしいでしょうか、本件につきまして。トラフグの資源の評価について。 

 ほかになければ、じゃ、この件はここで閉じさせていただきまして、それでは、九州・

日本海北西海域トラフグ広域資源管理の取り組み状況について、事務局のほうからご説明

お願いいたします。 

○事務局（松本） 

 九州漁業調整事務所で資源管理を担当しております松本でございます。よろしくお願い

します。 

 それでは、座ったままで失礼いたしますが、説明させていただきたいと思います。 

 まず、資料、右上１－２の13ページをごらんいただきたいと思います。 

 九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理方針に基づく平成30年度の取り組み状況でご

ざいます。 

 まず、一番上の１、広域資源管理方針の実施措置につきましては、左の欄に措置の項目

を、右の欄に項目ごとの実施状況を記載しております。 

 まず、（１）の漁獲努力量の削減措置ですが、①休漁期間の設定として、対象海域を設

定いたしまして、漁法別及び期間別の休漁を実施しております。 

 Ａ海域からＥ海域につきましては、同じ資料の18ページの図を、一番最後でございます

が、参照していただければと思います。これには、Ａ海域からＥ海域までの対象海域の休

漁期間が図で示してございます。 

 最初の13ページに戻っていただきまして、次は、②全長制限といたしまして、小型魚保

護のため、全長30センチ以下の小型魚を再放流しておるところでございます。 

 続きまして、③承認・届け出制といたしましては、総トン数５トン以上のトラフグはえ

縄漁船は県ごとに承認隻数の上限を設定いたしまして、広域漁業調整委員会の承認、また

５トン未満のトラフグはえ縄漁船につきましては、広域漁業調整委員会への届け出を実施

しております。 

 14ページの、次のページですが、参考１に、これは10月現在でございますが、トラフグ
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はえ縄漁業の承認及び届け出隻数をまとめております。これで、承認隻数が161隻、届け

出隻数が60隻で、合計221隻となっております。 

 なお、この13ページの漁獲努力量削減措置の①から③の取り組みにつきましては、その

実効性を担保するために日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第52号及び第53号を発出

しております。 

 次に、（２）の資源の積極的培養措置といたしまして、関係県によりトラフグの種苗放

流を実施しております。 

 15ページになりますが、参考２でございます。平成30年度の種苗放流状況を記載してお

ります。関係県の合計で約139万尾の種苗放流を実施しております。なお、種苗放流につ

きましては、関係漁業者、関係県の方々に大変なご努力をいただきまして、適地への放流、

適正サイズでの放流、健全な種苗での放流を目指しておりまして、種苗放流の効率化に取

り組んでいるところでございます。 

 戻っていただきまして、（３）漁場環境の保全措置の取り組みといたしまして、佐賀県

さんにおかれましては、生育場の環境改善といたしまして、海底耕うん・清掃を実施して

おります。また、山口県、福岡県、長崎県、佐賀県の４県におかれましては、投棄漁具等

を回収する海底清掃を実施しております。 

 その他の取り組みといたしまして、①のトラフグ親魚の標識放流ですが、山口県では、

平成19年度から定置網に入ったメスの産卵親魚を買い上げ、標識再放流を実施しておりま

して、これまでに664尾、平成30年度は57尾を放流し、これまで、その43尾が再捕されて

おるところでございます。 

 その下の②平成29年度漁期の漁模様といたしましては、これは、次の14ページの上に当

たりますけれども、瀬戸内海区水産研究所作成のトラフグの外海産漁獲量を載せておりま

す。平成29年度につきましては、漁獲量が約120トンとなっておりまして、対前年比129％

となっておるところでございます。 

 ちょっとページ、先に進みますが、17ページにつきましては、今年度、横表でございま

すが、現時点までの広域資源管理検討会議及び漁業者協議会等の開催実績を整理しており

ます。 

 その前のページの16ページ、そして18ページにつきましては、先ほど少し触れましたけ

れども、漁獲努力量の削減措置でご説明いたしました対象海域を表と図で示したものとな

っております。 
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 そして、また会議開催についてですが、昨年まで４回ほど関係20府県の関係が一堂に会

し、トラフグ資源管理検討会議が開催され、トラフグ資源の回復に向けた管理目標の確認

や現在の取り組みの徹底と、さらなる強化に向け検討しているところでありますが、トラ

フグ資源状況は、残念ながら依然として厳しいという状況でございますので、既にご存じ

の方もおられると思いますが、本年も今月の11月27日に福岡県福岡市で第５回のトラフグ

資源管理検討会が開催されることとなっております。 

 引き続き水産本庁、関係漁業調整事務所、関係県と連携、協力しながら、トラフグはえ

縄漁業初め関係漁業者等と資源の回復に向けた取り組みを、これからも検討していくこと

としております。 

 続きまして、右上１の、資料１－３となっております平成29年度漁期のトラフグはえ縄

漁業の操業実績報告を取りまとめたものに関しまして、ご説明させていただきたいと思い

ます。 

 この操業実績の報告につきましては、資源状況を把握するため、広域漁業調整委員会指

示により報告書の提出を義務づけているものでございます。 

 この19ページにつきましては、承認、届け出隻数と実際に操業に出た漁船の隻数を県別、

トン数別に集計したものとなっております。 

 平成29年度漁期の承認、届け出隻数が合計223隻、操業実績数が合計121隻となっており

ます。 

 次の、ちょっと字が小さくて申しわけございませんが、20ページですが、これは県別、

漁獲サイズ別、トン数階層別の漁獲尾数を表にしたものでございます。全体の合計では、

６万479尾となっております。 

 その次の横の21ページにつきましては、今のこの20ページの数値を県別、月別にあらわ

した表となっております。 

 続きまして、22ページになりますけれども、これは平成20年度からの漁獲尾数を月別に

対比したものを棒グラフで示しております。 

 関係県の漁業者の皆様におかれましては、非常にご苦労をいただきまして、委員会指示

に基づく漁獲成績報告書を提出していただいております。今後とも、よろしくお願いいた

します。 

 最後に、委員会指示に関してです。先ほど、13ページ、資料１－２の説明時に少し触れ

ましたが、委員会指示につきましては、これまでと同様に２本予定しておるところでござ
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います。 

 １つが、県別の承認隻数の上限や漁獲成績報告書の提出等について規定したもの。もう

一つが、小型魚再放流30センチと、操業期間の制限等を定めた委員会指示を予定しており

ます。 

 今後、特段の問題等がなければ、関係者で最終的に合意したものにより、春に開催予定

の広域漁業調整委員会の本委員会でご報告し、方針に基づく委員会指示をお諮りいただく

ことで進めていきたいと考えておるところでございます。 

 トラフグの資源管理の取り組みに関する説明については、以上となります。 

○田中部会長  

ありがとうございました。 

 ただいま事務局のほうから、平成30年度の取り組み状況と平成29年度漁期の操業実績、

また広域漁業調整委員会指示についてもご説明がありましたが、ただいまのご説明につき

まして、ご質問等があれば承ります。 

 中島委員、どうぞ。 

○中島委員 

 すみません。時間とります。 

 資源管理検討会と水産庁さんにはいろいろお骨折りいただいて、大変感謝申し上げてい

るところです。 

 今般、水産政策の改革の中で、これ、あと議題に入るんですかね。その他のところで。 

○田中部会長  

特に今、予定はしておりませんので、この場でよろしければ。 

○中島委員  

水産政策の改革と栽培漁業につきましても、今後、効果の検証を行っていくと、そう

いうふうなことがうたわれております。そういう中で、どのようなことをやろうとされて

いるのか。特に、このトラフグについては、ここまで資源が低下しておりまして、資源の

添加というものは必要になってくるんだろうと、私も思っております。また、その辺の考

え方について、もし何かありましたら、ちょっとご報告いただければと思いますけれども。 

○田中部会長  

水産庁のほうでお答えできれば。それとも、あすの本会議に。あすの本会議で、まと

めて質問ということで承ります。 
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○岩本室長 

 ご質問、ありがとうございます。 

 あすの午後に水産改革全般につきまして、水産庁がご説明させていただきますので、そ

の折にでも、またいただければと思います。 

○中島委員 

 わかりました。 

○田中部会長 

 では、質問を承ったということで、ご記憶いただきたいというふうに思います。 

 ほかに、よろしいでしょうか。 

 それでは、委員会指示のご審議が、次回の春の委員会のほうであるということをご承知

おきください。 

 ありがとうございました。 

 ほか、ございませんでしょうか。 

 じゃ、特になければ、次の議題でよろしいでしょうか。次回にご審議いただくというこ

とをご了承いただいたということで、よろしいですね。 

 ありがとうございます。 

 では、３月でしたっけ。恐らく３月にあるそうです。その節は、よろしくお願いいたし

ます。 

 ありがとうございました。 

 ３月に本委員会でご審議いただくということで、続きまして、それでは、次の魚種は、

有明海のガザミにつきまして、国立研究開発法人水産研究・教育機構西海区水産研究所の

吉村資源生産部長からご説明をよろしくお願いいたします。 

○吉村部長  

吉村でございます。よろしくお願いいたします。 

 座って説明させていただきます。 

 平成29年度の有明海ガザミにつきまして、有明海の４県が行っていらっしゃいます資源

動向調査の結果について、まとめて報告させていただきます。 

 まず、漁業の概要ですが、これは従来と変わりませんで、有明海の湾奥部あたりでは、

かご、あるいは固定式刺網が中心に漁業が行われておりますけれども、熊本県側に行きま

すと、かごからすくい網に転じます。長崎県沿岸に行きますと、これにさらに小型底曳網
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が加わりまして、漁業種類が多様になっております。 

 漁獲動向につきましては、後ほどグラフを見ていただきながらご説明したいと思います

ので、ちょっと飛ばしまして、次に生物学的特性、２ページです。 

 これにつきまして、従来から特に大きく変わったという特性は余り見られないんですけ

れども、１点だけ成熟年齢、３ページ目の３）に書かれておりますけれども、従来有明海

では、甲幅長、幅が14センチのガザミが最も卵を抱く小さなサイズとされてきましたが、

平成27年に福岡県、それから平成28年、29年に熊本県で13センチという小型のものが卵を

抱いていることが確認されております。サイズから判断いたしますと、１年未満で成熟す

る可能性が示唆されております。 

 性比、分布海域等につきましては、従来どおりでございますので、説明は省略させてい

ただきたいと思います。 

 ８）番の軟甲ガザミの出現です。これは脱皮直後で、まだ体が柔らかいガザミのことを

軟甲ガザミと呼んでおりますけれども、福岡県の場合は、出現ピークは７月に見られて、

漁獲物中のほぼ半分を占めたということでございます。佐賀県では、やはりピークは夏の

８月で、こちらでは３割ほどが軟甲ガザミであったということです。 

 次のページに移りまして、４番、資源状態をご説明いたします。 

 図の５をごらんください。これは、有明海４県におけますガザミ類漁獲量の推移、農林

統計に基づくものですが、ごらんのとおり昭和60年に1,800トンというピークを迎えた後、

ずっと長期的に減少を示しております。近年では、平成28年度が最も低い漁獲量を記録し

てしまいましたけれども、平成29年度は、それからやや回復して、28年度60トンに対して、

29年度が107トンとなっております。 

 しかしながら、長期的に見ますと、やはり資源状態、資源水準は低位で、かつ過去５年

の傾向を見ますと、ふえているとは言いがたく、減少傾向であると判断されております。 

 それでは、具体的に各県の状況を見ていきたいと思います。 

 福岡県です。図６をご覧ください。福岡県の場合は、平成28年度が13トンで過去最低と

なりましたが、翌年、29年度は1.6倍ほどになりまして、20.5トンとなっております。 

 次のページをごらんください。 

 佐賀県です。図７に漁獲量の推移が載っておりますが、佐賀県の場合は、平成27年度が

過去最低でしたが、平成28年度29トンに対して、平成29年度は37.4トンということで、

1.3倍ほどの漁獲量になっております。 
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 続きまして、長崎県です。図の８をご覧ください。長崎県も平成28年度が過去最低で、

10トンほどとなっておりましたが、29年度は約2.7倍である29トンを記録したということ

でございます。 

 続きまして、熊本県です。図９をご覧ください。熊本県もやはり平成28年度が過去最低

で、８トンという少ない量だったのですが、平成29年度は2.6倍になりまして、20トンに

達したということでございました。 

 ただ、最初に申しましたとおり、全体的には依然として低位であり、いずれの県も減少

傾向を示していると判断していらっしゃいます。 

 最後になりますが、資源回復に関するコメントです。 

 有明海のガザミにつきましては、広域資源管理方針に基づきまして、福岡、佐賀、長崎、

熊本の４県で資源回復策として抱卵個体の保護、これは再放流、あるいは港の中に蓄えて

おいて、幼生がふ化した後に出荷するという一時蓄養も含まれておりますけれども、そう

いった卵を抱いた雌の保護、それから、有明海全体では甲幅長が12センチ以下の小型は再

放流する。それから、すくい網については、６月の初旬から中旬までの15日間禁漁期が設

定されております。 

 こういった漁獲努力量の制限のほか、種苗放流による積極的な資源培養、あるいは海底

耕うんによる海底環境の改善、保全といったことに取り組まれております。 

 いずれの県につきましても、これらの措置をさらに徹底、あるいは強化していく必要性

を訴えていらっしゃいます。と同時に、これまで不明な点が多かったガザミの成長や移動、

産卵などに関しては、共同調査が行われた結果、生物学的知見が蓄積しつつあるというこ

とで、引き続きこれらの調査も継続、あるいは拡充を図っていきたいということをおっし

ゃっておられます。 

 全体的には、現在の資源管理方針の徹底ということで一致しておりますが、福岡県の場

合は、さらに、近年漁期初め、４月から７月の漁獲量があまりよろしくないということで、

そこの漁獲量に響いているのは、その前年の秋にとられる軟甲ガザミが影響しているだろ

うということで、この再放流をさらに徹底させていることが必要と考えておられます。 

 佐賀県については、全体的に強化を必要とされています。 

 長崎県につきましては、４県で連携して放流効果の解明が進められていますけれども、

それらの成果を取り込んで、より効果的な放流事業の実現を目指すべき、それから、資源

動向の把握精度を上げて資源回復に向けた取り組み強化に努める必要があるとされていま
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す。 

 熊本県の場合は、種苗放流ですとか、漁獲サイズ、漁獲個体の制限、いろんなことをさ

れている訳ですけれども、今後、それら個別の効果というものを定量的に評価して、何ら

かの手法に選択して、集中させることが必要であろうと考えていらっしゃいます。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 

○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、ご質問等ございますれば承ります。 

 特に、よろしいですか。 

○福田委員 

 １つだけ。諫早湾の埋め立ては、これはいつぐらいだったんですかね。それと、このグ

ラフのところと、これが一致することはないですか。 

○田中部会長  

吉村部長なのでは。 

○吉村部長  

ちょっと記憶が曖昧で申しわけないんですが、平成10年ちょっとですかね。ガザミに

関しては、かなり漁獲量が下がった後だと思います。 

○福田委員  

下がった後ね。といいますのは、結局、底質が、今有明海のほうは、流れが諫早湾の

埋め立てかどうかはわかりませんけれども、流れがぐっと落ちているわけですね。そうす

ると、流れが落ちると、有機物が分解せずに下にあると。そうすると、貧酸素水塊が、流

れが、大きい塊が動くということを繰り返しているわけですね。だから、その辺が少しわ

かると、また大分違うかなと思うんですけれども。 

 私からは以上です。 

○田中部会長  

ありがとうございました。 

 これにつきまして、コメント等ございますか。 

○吉村部長  

ガザミの場合は、特に稚ガニのときに福岡とか、佐賀の非常に浅い海域に分布するこ

とがわかっておりまして、一方で、深いようなところで発生している場合の貧酸素水塊に
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ついては、親ガニだと逃げられるのではないかという意見も聞いたことがございます。 

○田中部会長  

東京湾だと深いところの貧酸素が沿岸に押し寄せて、被害をもたらすということがあ

るんですけれども、有明の場合はあまりないという理解でよろしいでしょうか。 

○吉村部長  

有明の場合は、ちょっと曖昧なんですが、たしか浅いところでも貧酸素は発生すると

いうメカニズムがあったかと思います。 

○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。 

 ほかに、ございますでしょうか。 

 私のほうから、ちょっと一つ。十数センチで成熟するということで、それ以下をとらな

いようにするというのは、卵を産ませてからとったほうが絶滅のリスクは圧倒的に下がる

ので、いいことかなと思いました。 

 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に、有明海ガザミ広域資源管理の取り組み状況について、事務局からご説

明をお願いいたします。 

○事務局（松本） 

 引き続き、九州漁業調整事務所、松本が説明いたします。よろしくお願いいたします。 

 それでは、有明海ガザミ広域資源管理の取り組み状況につきまして、ご説明いたします。 

 お手元の右上、資料２－２をごらんいただきたいと思います。 

 有明海ガザミ広域資源管理方針に基づく平成30年度の取り組み状況です。 

 31ページの１、広域資源管理方針の実施措置については、左の欄に措置の項目、右の欄

に項目ごとの実施状況を記載しております。 

 まず、（１）の漁獲努力量の削減措置ですが、①抱卵ガザミの保護といたしまして、産

卵機会の確保のため、黒デコといわれる抱卵ガザミの再放流、一時蓄養を実施しておると

ころでございます。 

 ②小型ガザミの再放流といたしまして、小型のガザミを保護するために、採捕されたガ

ザミのうち、全甲幅長12センチ以下のものを各県共通のものとして再放流しております。 
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 ③軟甲ガザミの再放流につきましては、これは今年度から始めた措置でございますが、

資源保護、そして、漁獲物の価値向上を図るため、軟甲ガザミの再放流に努めておるとこ

ろでございます。 

 ④採捕禁止期間の設定といたしまして、広域漁業調整委員会指示第54号に基づきまして、

本年の６月１日から６月15日の間、たも網その他のすくい網によるガザミの採捕を禁止し

ておりまして、抱卵ガザミの保護を実施いたしました。また、６月１日から、この15日の

間につきましては、関係県の協力をいただきながら指導等を実施しております。 

 この広域漁業調整委員会指示の内容の遵守状況につきましては、関係県にも確認したと

ころ、おおむね遵守されているとの報告を受けております。 

 次に、（２）資源の積極的培養措置といたしまして、関係県によるガザミの種苗放流を

実施いたしました。 

 次のページに参考といたしまして、平成30年度の種苗放流状況を記載しております。関

係県で合計約556万尾の種苗放流を実施いたしました。 

 種苗放流につきましては、関係県において、適正サイズ、放流場所の精度を高めるため、

大きさの違うサイズの種苗を放流したことにより、昨年度より多い放流実績となっており

ます。 

 前のページに戻っていただきまして、（３）漁場環境の保護といたしまして、福岡県に

おかれましては覆砂、また佐賀県におかれては漁場環境改善のためにモガイ殻やカキ殻の

散布耕転を実施しておるところでございます。 

 その他でございますが、まず、①各県による自主的取り組み措置でございますが、この

31ページの書いてあります基準よりも厳しい措置で、各県が取り組んでいる内容が、33ペ

ージに記載しております。 

 これは各県ごと取り組み内容を記載しておるところですけれども、引き続き資源管理の

取り組みが後退することがないよう努め、漁業経営の影響に考慮しながら、導入可能なも

のから、また随時取り組んでいくこととしております。 

 そして、②の広域資源管理方針の取り組みの周知・協力要請でございますが、これは遊

漁者等の一般に対しても採捕禁止期間の制定等、広域資源管理取り組みについて知っても

らうために、釣具店やマリーナ等へのリーフレットの配布や、釣り雑誌の掲載を行ってお

るところでございます。 

 これにつきましては、以前のこの西部会の九州西広域漁業調整委員と、これ九州西部会
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の委員の先生から、どんどんこれは周知していくようにという宿題を受けておりまして、

今年度は新たに日本釣振興会から各関係各所へリーフレットを配布していただいたり、あ

と西日本新聞に休漁期間などを掲載していただきました。また、昨年からは採捕禁止期間

につきましては、プレスリリースを実施しておるところでございます。 

 次、34ページになりますけれども、これは今年度、現時点までの広域資源管理検討会議

及び漁業者協議会等の開催実績を整理させていただいております。 

 最後に、委員会指示に関してです。 

 この最初の、この資料２－２の採捕禁止期間の設定。これ④のところでございますが、

このときも少し、先ほど触れさせていただきましたが、今後特段の問題等がなければ、関

係者で最終的に合意したものにより、春に開催予定の広調委の本委員会でご報告いたしま

して、方針に基づく委員会指示をお諮りいただくことで進めていきたいと考えておるとこ

ろでございます。 

 有明海ガザミの取り組み状況につきましては、以上となります。 

○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、ご質問等あれば承ります。 

 よろしいでしょうか、例年どおりということで。 

（「はい」の声） 

○田中部会長 

 それでは、ガザミに係る委員会指示につきましても、次の春に開催されます日本海・九

州広域漁業調整委員会の本委員会のほうで提案いたしまして、審議いただくことも、改め

てご承認いただけますでしょうか。 

（「はい」の声） 

○田中部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、次回の本委員会のほうで報告、提案させていただくということにさせていた

だきます。 

 ありがとうございました。 

 それでは、次、最後の魚ですね。南西諸島海域におけるマチ類について、国立研究開発

法人水産研究・教育機構西海区水産研究所資源海洋部の下瀬主任研究員からご説明をお願
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いいたします。 

○下瀬主任研究員 

 西海区水産研究所の下瀬です。 

 平成30年度の資源評価の結果を、報告書のダイジェスト版をもとに、座って説明させて

いただきます。 

 マチ類ですが、マチ類というのは沖縄県での呼び名、方言でして、深海性のフエダイ類

を指します。それで、資源評価の対象になっているのは、こちらに書いていますアオダイ、

ハマダイ、ヒメダイ、オオヒメの４種類です。系群は、地図が真ん中あたりにあるんです

けれども、西側のほうの琉球列島の周辺、奄美諸島、沖縄諸島、先島諸島のほうの系群を

対象にしております。 

 資料に沿って進めたいんですけれども、生物学的特性についてです。 

 寿命がアオダイ、ハマダイともに50歳以上、50年以上という、かなり長く生きるという

ことがわかっていまして、ヒメダイでも38歳というのが記録されています。ただ、オオヒ

メは少し短くて、一応25歳ぐらいまで出ているようです。 

 それから、成熟開始年齢なんですが、これはちょっと最近新しい論文が出た関係上、昨

年から少し変わっています。アオダイの場合は２歳で成熟を始めて、４歳でほぼ半数が成

熟。ハマダイでは６歳で成熟を始めて、８歳ぐらいで半数が成熟。ヒメダイは１歳で既に

もう50％が成熟と。オオヒメは２歳で50％が成熟というふうになっています。 

 それから産卵期については、少しばらつきがあるんですけれども、大体３月、４月、５

月ぐらいから始まって、９、10、11月と夏の前後で産卵をしているということがわかって

います。 

 ちょっと食性と捕食者については省略します。 

 成長曲線が真ん中の図、アオダイだけですけれども出ていますが、大体最初の５年とか、

10年ぐらいで、すごく成長がよくて、その後は余り成長しません。にもかかわらず、その

後、すごく長く、アオダイだと50年以上生きるというような、ちょっと変わった特性を持

っています。 

 続いて、漁業の特徴ですが、このマチ類は鹿児島県と沖縄県で漁獲されていますが、両

県の近海、水深100メートルより深いところで操業する深海一本釣り漁業、それから底建

はえ縄漁業により漁獲されています。周年操業する一本釣りの漁業者が多いんですが、ソ

デイカ漁などと兼業している方もいらっしゃいます。１航海当たりの操業日数は、５トン
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未満の小型の船だと大体１日から３日ぐらい、それから５トン以上の船だと１週間程度操

業しているようです。 

 続いて、漁獲の動向ですが、鹿児島県鹿児島市の中央卸売市場で最も長い期間の漁獲情

報がありますので、これをもとにちょっとお話ししますけれども、次のページの下の３つ

の図を見ていただきたいんですが、これは鹿児島市中央卸売市場のマチ類、４種の漁獲量

です。これが1960年からありまして、左上がアオダイ、右上がハマダイ、左下がヒメダイ

とオオヒメになっています。 

 1990年より前は、ヒメダイとオオヒメがよく似ている魚なので、混ざって記録されてい

たので、この２種類は混合種群ということで扱っています。これいずれも1980年代から90

年代にかけて、急激に減少しているということが、ここからわかります。 

 魚種別・海域、４魚種の海域全体の漁獲統計というのは、アオダイとハマダイでは1999

年以降、それからヒメダイとオオヒメでは2008年以降に鹿児島・沖縄両県で整備されたも

のが利用可能です。 

 36ページの上のほうにある４つの図が、それに当たります。 

 まず、アオダイの漁獲量なんですが、2012年まで減少傾向が続いていましたが、以降は

大体300トン前後で推移していまして、2017年は316トンでした。それから、ハマダイでは、

2003年まで減少していたんですが、その後、増加に転じて、2017年は263トンでした。ヒ

メダイは、これはちょっと両県ではなくて、ちょっと長い期間のデータがある沖縄県だけ

の情報になってしまうんですけれども、ヒメダイでは減少が続いていて、2017年は２つの

県を合わせた値で94トン。オオヒメも少し減少傾向がありまして、2017年は２つの県で74

トンでした。 

 それから、次、続きまして、36ページの真ん中あたりにある資源評価方法ですけれども、

まず資源水準の判断には、そこの下にある図、1960年以降58年間の漁獲統計がある鹿児島

市中央卸売市場のデータを用いています。それから、ヒメダイとオオヒメは混合種群とし

て水準を判断しています。 

 それから、資源動向については、1989年からデータがあります沖縄県八重山漁協所属船

の１隻が１回の漁でとってくる漁獲量を資源量指標値として用いています。 

 これは、37ページの上にありますが、また説明をします。 

 資源状態ですけれども、資源量指標値は、37ページの上の図をごらんください。これの

折れ線になっているのが資源量指標値としています八重山漁船の１隻が１回でとってくる
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漁獲量、ＣＰＵＥになります。 

 これ見ますと、アオダイでは2011年まで横ばいで推移していたものが、その後、2013年

まで減少して、その後、わずかに増減を繰り返しています。ハマダイ、右上の赤い図です

が、ハマダイでは2003年まで減ったんですけれども、そこから増加傾向に転じています。

左下のヒメダイは2005年まで減少傾向でしたが、その後11年、2011年まで増加して、2013

年まで、今度は再び減少して、それ以降はほぼ横ばいで推移しています。最後に、右下の

オオヒメですが、オオヒメは増減を繰り返しながら、おおむね横ばいで推移しています。 

 資源水準の判断には、各種・種群の過去58年間のデータがあります36ページ下の図にな

る鹿児島市中央卸売市場の水揚げ量というのをもとにしています。過去58年間の漁獲量の

最も高かったときと、低かったときの漁獲量を３等分して、上から高位、中位、低位とい

うふうにしています。いずれの種も、近年はかなり漁獲量が少なくて、全ての種で資源水

準は低位というふうに判断しております。 

 漁獲動向なんですが、これはまた37ページの上の図の折れ線のほうに戻りますけれども、

直近５年間の推移から判断するということになっていますので、アオダイでは横ばい、ハ

マダイでは近年５年間だと増加、ヒメダイでは横ばい、オオヒメでは横ばいというふうに

判断をしております。 

 そこの資源動向と資源水準に関しては、36ページの真ん中あたりにある簡単な図でまと

めてあります。 

 最後に、37ページの真ん中あたりにある管理方策についてなんですけれども、マチ類の

管理方策につきましては、漁獲量と資源量指標値の推移をもとに、その水準と変動傾向に

合わせた漁獲を行うことを管理方策として、2019年のＡＢＣを算定しています。 

 ＡＢＣというのは、生物学的にこのぐらいまでならとっても大丈夫だという値、ＡＢＣ

ｌｉｍｉｔというのと、それに安全、ちょっととり過ぎたらまずいので、少し低目に目標

を設定しておりますＡＢＣｔａｒｇｅｔというものの２つの値が、そこの表に出ています。 

 ここの表、ちょっと一つアオダイを例に説明をさせていただきますと、このＡＢＣとい

うのは、管理基準というところに式が0.7、Ｃａｖｅ３－ｙｒの1.20というふうな式が管

理基準のところに書いてありますけれども、Ｃのアベレージ３イヤーというのが過去３年

間の平均漁獲量で、アオダイの場合は、これは過去３年間の傾向を見ますと、ちょっと増

加傾向にありますので、それが1.2、少しふえているので、1.2という値を傾きから掛けた

数字になっています。 



－26－ 

 さらに、アオダイの場合は、これは全部の種もそうなんですけれども、全ての種で、現

在資源水準は低位にありますので、低位であり、かつこの３年間の平均の漁獲量を基準に

するときには、できるだけ早く回復させるという意味も込めて、その漁獲量ＡＢＣに、さ

らに0.7を掛けなさいというルールがありますので、ここでは、0.7という数字がそこの最

初に来ているという形になります。 

 これを計算すると、アオダイのＡＢＣｌｉｍｉｔは、そこの2019年ＡＢＣと書いてある

ところのアオダイの下の段ですけれども、278トンという数字が出てきます。 

 実際には、もう少しちょっと少な目に目標を設定しようということで、これに0.8、

80％掛けたものがＡＢＣｔａｒｇｅｔとして222トンという数字が、ここに出ております。

同様に、４種類ともＡＢＣｌｉｍｉｔとｔａｒｇｅｔを計算した値が、そこに載っており

ます。 

 これ以外に、管理方策が幾つかあるんですけれども、禁漁区、保護区ですね。保護区で

すとか、小型魚の規制というのは、後でまた説明があると思いますので、ここでは省略し

たいと思います。 

 以上です。 

○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、ご質問等あれば承ります。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、私のほうから。このＡＢＣは、これは実際の近年の漁獲量よりは全部少ない

という理解でよろしいですか。 

○下瀬主任研究員 

 ちょっとそのあたり、こちらでも今後どうしたらいいのかというのがわからないんです

けれども。はい、少なくなっております。要は、ＡＢＣよりも漁獲をたくさんしていると

いう現状になっております。 

○田中部会長 

 わかりました。ありがとうございます。 

 ほかに、よろしいでしょうか。マチ類。 

 これは、割と特殊な海山周りの資源で、関係するのは、沖縄と鹿児島ですかね。 

 よろしいですか、特に。 
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 ありがとうございます。 

 ということで、特にご質問ないということですので。 

 それでは、引き続きまして、南西諸島海域マチ類広域資源管理の取り組み状況について、

事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（平岡） 

 九州漁業調整事務所資源管理担当しております平岡と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 右上の資料３－２、ページでいいますと、39ページをごらんください。 

 これについて、南西諸島マチ類広域管理方針に基づく平成30年度の取り組み状況を記載

しております。10月現在の内容となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、漁獲努力量の削減措置としまして、（１）としまして、鹿児島県のことについて

記載をしております。 

 鹿児島県につきましては、まず①保護区の設定がございまして、保護区は周年保護区３

区と期間保護区16区、計19区の保護区について設定をしております。 

 また、②ですが、小型魚の保護としまして、小型魚のハマダイの保護のために、小型魚

が漁獲された場合、漁場移動をすることを実施しております。 

 その後、③のその他の措置でございますが、鹿児島県海域に期間保護区内において、漁

獲可能な期間においてもハマダイの専獲は抑制するような措置をとっております。 

 続きまして、（２）沖縄県でございますが、同様に保護区の設定がございます。これに

つきましては、周年保護区１区と期間保護区４区、計５区を設定しております。 

 ②につきまして、小型魚の保護でございますが、沖縄県海域では、尾叉長30センチ未満

のハマダイ、20センチ未満のアオダイ、ヒメダイ及びオオヒメが釣れた場合、漁場を移動

するか、釣り針の水深ですね、釣る水深を変更するという措置をとっております。 

 また、③の公的担保措置が沖縄県はございまして、保護区を実効性を持たせるために、

沖縄県の海区漁業調整委員会の指示におきまして、公的規制を実施しております。 

 これにつきまして、41ページを開いていただきたいんですが、沖縄県の海区漁業調整委

員会指示につきましては、本年３月に更新を行っております。これにつきましては、１カ

所のソネについて、場所は変わっておりませんが、主な産卵期に保護期間がかかるような

考え方で、保護期間を変更しております。 

 また、この委員会指示ですね。沖縄県のですが。これは今年度から平成34年度の５カ年
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有効になっている指示になっております。 

 また、40ページ目でございますが、ここが先ほど鹿児島県と沖縄県の海域を示したのが

上の図に記載させておりますが、ちょっと見にくくて申しわけございませんが、そこの番

号を記載したのが下の表に対応しておりまして、それぞれ鹿児島が19に、沖縄が５つの合

計24のソネにつきまして、保護期間を設けておるようなところでございます。 

 最後に、43ページ、44ページ目でございますが、これは今年度開催しました資源管理検

討会議等、マチ類にかかわる、そういう資源管理の会議や意見交換会などをやった実績を

記載しております。 

 最後ですが、すみません、資料はございませんが、平成26年度から、このマチ類の広域

管理方針を行っておりますが、今年度いっぱいで、今やっている広域管理方針が切れます

ので、31年度以降も先ほど下瀬主任からもありましたが、低位という状況は変わっており

ませんし、各県の県の皆さん、漁業者の皆さん、管理の必要性を感じておられるようとい

うことを聞いておりますので、31年度以降も広域資源管理が必要ということで、更新を行

うために、現在、関係者間で調整を行っているところでございます。 

 以上でございますが、マチ類の取り組み状況につきましては、以上になります。 

○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、ご質問等あれば承ります。 

 特に、よろしいでしょうか。関係するのは、特に鹿児島、沖縄県ということになろうか

と思いますけれども。 

 特段変更はないということで、よろしいですね。例年と。 

○事務局（平岡） 

 そうですね。今、調整中ではございますが、今のところ、現時点で低位ではございます

が、横ばい増加傾向でありますし、魚種の特性から、年齢がもう25歳以上の魚種になって

おりますので、今のところ、今まで５年間やってきた結果が、ある程度出ているのではな

いかという声もございますので、同様の措置をやって、ソネとか、細かい話はちょっと検

討はしていきたいと思います。基本、現在の方針を更新するようなイメージで検討してお

るところでございます。 

○田中部会長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 
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 ありがとうございます。 

 それでは、引き続き検討するということで、31年度以降の南西諸島海域マチ類広域資源

管理の取り組みについて、これも春の会議で、本委員会のほうでご報告させていただきま

す。 

 ありがとうございました。 

 これで、議題の（２）は一応終わったということになりまして、それでは、議題の３、

その他についてですが、委員の皆様方から何かございますでしょうか。 

 なければ、それでは、事務局のほうから、次回の部会の開催予定について、ご説明をお

願いいたします。 

○事務局（松本） 

 次回の部会につきましては、今後、緊急の開催の予定がなければ、来年も同時期の11月

ごろに開催したいと考えているところでございます。 

 その詳細な開催日時、場所等につきましては、改めてこちら事務局より部会長及び委員

の皆様のご都合をお聞きしながら、連絡をとらせていただくことになると思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○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。 

 本日の九州西部会はこれで閉会したいと思います。 

 委員各位…… 

○吉村部長 

 申しわけありません。先ほど福田委員からご質問いただいた諫早干拓の閉め切り年です

が、今ネットで調べましたところ、1997年でございました。平成９年です。 

○田中部会長 

 迅速な対応ありがとうございました。 

 宿題にならなくてよかったですね。 

 ありがとうございました。 

 それでは、長時間ありがとうございました。 

 本日の九州西部会はこれにて閉会したいと思います。 
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 委員各位、ご臨席の皆様におかれましては、議事進行へのご協力、貴重なご意見を大変

ありがとうございました。 

 なお、議事録署名人指名させていただきました髙平委員、それから宮本委員のお二方に

は、後日事務局のほうから、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、日本海・九州西広域漁業調整委員会第31回九州西部会を

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。 

午後４時２２分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－31－ 

 

 

 

 

 

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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