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１．開催日時：平成２８年１１月１６日（水）１２：５８～１５：３１   

 

２．場  所：コープビル 第３会議室 

       （東京都千代田区内神田１丁目１－１２） 

 

３．出席委員 

 【会 長】 

   学識経験者     橋本 明彦  

 

 【都道府県互選委員】 

北海道       濱野 勝男 

青森県       角田 順一 

山形県       加藤  栄 

新潟県       本間  勉 

富山県       大西 武彦 

石川県       志幸 松栄 

福井県       齊藤 洋一 

京都府       岡田 政義 

兵庫県       眞野  豊 

鳥取県       板倉 高司 

島根県       中東 達夫 

山口県       上野 知昭 

福岡県       本田 清一郎 

佐賀県       杠  学 

長崎県       大久保 照享 

熊本県       福田  靖 

鹿児島       甲山 博明 

沖縄県       金城 明律 
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【農林水産大臣選任委員】 

漁業者代表     森脇  寛 

漁業者代表     金子 岩久 

漁業者代表     伊藤 保夫 

漁業者代表     川越 一男 

漁業者代表     濱村 尚登 

学識経験者     清野 聡子  

 

４．議 題 

  （１）広域資源管理の取組状況について 

    １ 部会における取組 

    ２ 太平洋クロマグロ 

    ３ トラフグ 

    ４ 日本海沖合におけるベニズワイガニ 

    ５ 日本海西部・九州西海域マアジ、マサバ、マイワシ 

  （２）太平洋クロマグロに関する委員会指示について 

  （３）マダラの資源管理の検討について 

  （４）平成29年度資源管理関係予算について 

  （５）その他 
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５．議事概要 

開 会 

 

○事務局（竹越） お待たせいたしました。若干時間が早いですが、皆さんお揃いですの

で、ただいまから第28回日本海・九州西広域漁業調整委員会を開催いたします。 

 私、事務局をおあずかりいたしております水産庁管理課の竹越でございます。よろしく

お願いいたします。 

 本日は、海区互選委員のうち秋田県の大竹委員、大臣選任のうち濵田委員、藤田委員、

安成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29名のうち定足数である過

半数を満たす25名の委員のご出席を賜っておりますので、漁業法第114条で準用いたしま

す同法第101条の規定に基づき、本委員会は成立していることをご報告いたします。 

 それでは橋本会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○橋本会長 本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましてはご出席を賜りまして、まこ

とにありがとうございます。 

 本日は水産庁から浅川資源管理部長、廣野指導監督室長、斎藤沿岸遊漁室長、加藤資源

管理推進室長、また、国立研究開発法人水産研究・教育機構から北海道区水産研究所の伊

藤資源管理部長、日本海区水産研究所の上原資源管理部長、同じく日本海区水研の養松グ

ループ長、瀬戸内海区水産研究所の小畑資源生産部長、西海区水産研究所の永澤資源海洋

部長を初め多数の方に出席をいただいております。 

 議事に入ります前に、水産庁の浅川資源管理部長からご挨拶をいただきたいと思います。 

○浅川部長 ただいま御紹介にあずかりました資源管理部長の浅川でございます。 

 本日の日本海・九州西広域漁業調整委員会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上

げておきたいと思います。 

 まず、委員の皆様方におかれましては、ご多忙の中ご出席いただきまして、まことにあ

りがとうございました。また、昨日から日本海北部会、西部会、また今日の午前中も九州

西部会ということで闊達な議論があったと、今、聞きました。また、引き続き部会からご

出席の委員の皆様方におかれては、今日の午後もということで長丁場になりますけれども、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 また、今年ですけれども、海区漁業調整委員会の委員の改選がありまして、この委員の

委員交代もされております。新たな委員の皆様においては、ご多忙の中この委員へのご就

任をいただきましてまことにありがとうございます。この委員会は、我が国周辺水域にお

ける水産資源の管理を的確に行うために、広域業種の資源管理に係る漁業調整を行うこと

を主な目的として設置されておりますので、委員の皆様方にはぜひこれまでのさまざまな

現場でのご経験や知見といったものをもとに、私どもにさまざまなご意見をいただきまし

て、私どもはそのいただいたご意見を政策に生かしていきたいと考えております。 

 さて、本日の議題ですけれども、太平洋クロマグロ、トラフグ、日本海のベニズワイ、

日本海西部・九州西海域のマアジ、マサバ、マイワシ、またマダラといった管理の状況や

検討状況について私どもからご説明させていただき、いろいろご意見を頂戴したいと考え
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ております。 

 特に太平洋クロマグロの資源管理でございますけれども、北の太平洋を大きく回遊する

資源ということで、メキシコや韓国といった他の外国と連携をしながら管理しながら資源

の回復は図られないということで、今回、各国が集まった会議の中で決められたルールに

従って、我が国の中も資源の管理を図っているわけですけれども、他の国と違って我が国

ではいろいろな漁法でクロマグロをとっております。特に定置網なんですけれども、漁獲

漁管理が非常に難しい漁法でありますし、また、クロマグロが来た時期をねらって漁獲し

ようとする小型の船等もいたりして、今までいろいろなやり方で資源管理を行ってきた、

そのノウハウを超えた難しい問題という中で我々も資源管理をしておりまして、どうして

も走りながら、皆さんと相談しながらやっていくという形になっている状況です。 

 ここで１年間やってきたわけですけれども、それを踏まえた方向としては、幾つかあり

ます。まず１つは、定置網問題です。 

 定置網といえども、やはり資源管理の枠の中に入っている以上「とれてしまったからし

ようがない」というわけにはいかないということで、混獲を減少したり、とり残しや放流

の技術開発といったことで資源管理をバックアップしていかなくてはいけないと思ってお

りまして、このための予算として農林水産試験研究費補助金という中で、定置網に入網し

たクロマグロ幼魚の放流技術の開発という予算を確保しましたので、このような予算を使

って技術開発をしたいと考えております。 

 また、資源管理をすることで影響を受ける漁業者への経営支援策も必要です。これも既

に漁業収入安定対策というのがありますけれども、また皆様方のさまざまなご要望をいた

だきながら、この制度の活用を検討していきたいと思っています。 

 それから、定置網で起きた問題だったんですけれども、クロマグロの来遊状況が地域に

よって偏っておりまして、ある地域では枠を突破してしまったということがあります。そ

れを考慮し、リスク分散するためにちょっと今のブロックを越えた管理をしないとなかな

か定置網の管理は難しいという反省点を踏まえまして、今年７月、第２管理期間が始まり

ましたが、定置網の全国１本の共同管理枠という制度をつくりまして、これに基づいて管

理を進めていくことにしております。 

 それから、定置網の関係で他の漁業にしわ寄せがいってしまった場合、他の漁業にどう

いった支援をするかということについては、今、日本定置漁業協会を中心に検討を重ねて

いるといった状況であることを、この場をかりてご報告させていただきたいと思います。 

 また、ＴＡＣ制度を踏まえたクロマグロの数量管理のトライアルも、この７月からの第

２管理期間から始まっておりまして、皆様方のご意見やご要望もいただきながら、将来的

にはＴＡＣ化をするということで、その準備を進めていきたいと考えております。 

 本日、大変盛りだくさんな議題がございますけれども、ご出席の皆様方におかれまして

はぜひ活発にご意見をいただきまして、我々としてもいただいたご意見を踏まえた形で資

源の回復、そして管理に努めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

まして、挨拶とさせていただきます。 

○橋本会長 浅川資源管理部長、どうもありがとうございました。 
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 ここで浅川部長は別用のため中座をさせていただきますので、ご了承いただきたいと思

います。 

 次に、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○事務局（竹越） 配付資料の確認をいたします。 

 ３つに分かれた資料でございます。１つ目が「議事次第」と書かれた左上ホチキスにな

っているもので、中に委員名簿や本日の出席者名簿、配席図が入っています。それから少

し分厚い資料で、表紙が「漁業調整委員会の主な仕組み 資料１－１」となっているもの

でございます。１ページから始まって最後が87ページまでございます。それから最後に参

考資料で、これはクロマグロの委員会指示になりますが、縦書きのもので別刷りになって

おります。この３点セットとなっておりますので、ご確認いただきまして、途中でも構い

ませんので落丁等ございましたら事務局までご連絡いただければと思います。 

○橋本会長 続きまして、議事に入ります前に、新任委員のご紹介をさせていただきたい

と思います。 

 先ほど部長からも紹介がありましたとおり、今年は海区漁業調整委員会の委員の改選が

ございましたので、本委員会において10名の委員が交代されております。新たに就任され

ました委員の皆様について、北から順にご紹介させていただきたいと思います。 

 まず、北海道の濱野委員でございます。 

○濱野委員 濱野です。よろしくお願いします。 

○橋本会長 本日ご欠席となっておりますが、秋田県の大竹委員。 

 それから、新潟県の本間委員でございます。 

○本間委員 新潟県の本間です。不慣れでございますけれども、よろしくお願いいたしま

す。 

○橋本会長 富山県の大西委員でございます。 

○大西委員 大西です。よろしくお願いします。 

○橋本会長 続きまして、京都府の岡田委員でございます。 

○岡田委員 京都府の岡田でございます。よろしくお願いします。 

○橋本会長 続きまして、兵庫県の眞野委員でございます。 

○眞野委員 眞野です。よろしくお願いします。 

○橋本会長 次は、鳥取県の板倉委員でございます。 

○板倉委員 鳥取の板倉です。よろしくお願いします。 

○橋本会長 続きまして、島根県の中東委員でございます。 

○中東委員 島根県の中東でございます。よろしくお願いいたします。 

○橋本会長 続きまして、鹿児島県の甲山委員でございます。 

○甲山委員 甲山でございます。よろしくお願いいたします。 

○橋本会長 最後に、沖縄県の金城委員でございます。 

○金城委員 沖縄県の金城でございます。よろしくお願いいたします。 

○橋本会長 ありがとうございます。 

 それでは議事に入らせていただきますが、最初に、後日まとめられます本日の委員会の
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議事録の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本委員会の事務規

程第12条により、僣越ではございますが、会長の私からご指名させていただくことになっ

ております。 

 それでは、本日の委員会の議事録署名人として、都道府県海区互選委員からは福井県の

齋藤洋一委員、農林水産大臣選任委員からは金子岩久委員、以上のお二方に本日の委員会

に係る議事録署名人をお願いいたしますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事次第に沿いまして進めさせていただきます。 

 議題（１）広域資源管理の取組状況でございます。 

 今回、委員の異動もございましたので、改めて広域漁業調整委員会の概要も含めまして、

議題（１）の、部会における取組、そういったものも含めて事務局よりご説明申し上げま

す。 

○事務局（竹越） お手元の分厚い資料でございます。１ページ、資料１－１「漁業調整

委員会の主な仕組み」でございます。 

 右側に、海区の皆様にいつもご承知いただいている海区漁業調整委員会がございます。

知事のもとにございます。海区委を超えた場合は連合海区という形で調整をいただきまし

て、また、農林水産大臣のもとには広域漁業調整委員会、本委員会があるといった建てつ

けになってございます。 

 続いて２ページ、３ページでございます。 

 広域漁業調整委員会は３つございまして、太平洋、それから瀬戸内海、本委員会である

日本海・九州西となってございます。瀬戸内海以外の委員会にはそれぞれ部会を設けてお

りまして、部会ごとにご検討いただきながら本委員会のほうでも揉んでいる、そのような

状況でございます。 

 広域漁業調整委員会は、部長からございましたとおり我が国周辺における水産資源の管

理を的確に行うために、広域魚種の資源管理に係る漁業調整を行うことを主な目的として

設置されたものとなってございます。 

 簡単ではございますが、広域漁業調整委員会の概要でございます。 

 それから、昨日から本日にかけまして開催された部会の検討概要についてご報告させて

いただきますと、昨日の２時からは日本海北部会、３時半から日本海西部会を開きまして、

本日午前中、10時半からは九州西部会を開いたところでございます。それぞれ部会ごとに

対象魚種がございますが、マガレイやハタハタ、スケトウダラ、アカガレイやズワイガニ、

トラフグやマチ類やガザミ、こういった資源状況につきまして水産研究・教育機構から資

源状況の解説をいただいて、私ども事務局からそれぞれの資源管理の取組状況、それから

今後の対応方向についてご説明をさせていただいたところでございます。 

 いずれにいたしましても、全体的には例年どおりの資源管理がなされておりまして、今

後も引き続き取り組んでまいりたいと思ってございます。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

○橋本会長 ただいま事務局から広域漁業調整委員会の概要、及び当日本海・九州西広域

漁業調整委員会の各部会の検討状況について概要の説明がございました。 



－7－ 

 ただいまの説明について、何かご質問等ございますでしょうか。 

（「ありません」の声） 

○橋本会長 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 議題（１）の２、太平洋クロマグロについて、現在の資源状況、今後の資源管理の方向

性について、事務局よりご説明申し上げます。 

○事務局（竹越） 資料は下のページ数で言うと６ページ、資料１－２「太平洋クロマグ

ロの資源状況と管理の方向性について」でございます。 

 全体的にマグロの状況についてご説明させていただきますと、下のページで７ページ、

右側のスライド番号でいきますと２番でございます。太平洋クロマグロの親魚の資源状況

です。何度か本委員会でも資源状況をお示しいたしております。国際科学委員会がござい

まして、そこで算出されているものでございます。 

 状況といたしましては、これまで2012年までの資源状況が明らかにされていたのですが、

今回、春の国際科学委員会で見直しが図られまして、2014年の数字が出てまいりました。

これが１万7,000トンと言われております。一番悪かったときが1984年の１万1,000トンで

ございまして、最近で一番悪かったのは2010年になっておりますので、やや上向きかなと

いう部分がございますけれども、2015年から皆様方のご協力をいただきまして、小型魚の

半減の取組をしておりますので、こういったものが次の資源評価の際に反映されてくるこ

とを願って、一生懸命、一緒に取り組んでいかせていただきたいと思っております。 

 スライド３番、ゼロ歳魚の加入状況でございますけれども、こちらはクロマグロが年間

どれくらい生まれているかがわかっております。平均しますと1,300万尾ほどなんですけ

れども、最近年は非常に発生が、加入が悪い状況となっております。ですので親魚の資源

状況、それから加入の状況、こういったものも踏まえながら、しっかりと資源管理に取り

組んでいきたいと思っております。 

 ８ページ、将来予測になります。 

 現行の半減の取組を続けていきますと、歴史的中間値と言われている今までの真ん中辺

までの資源量に戻るのはどれぐらいの達成確率かが出ております。これが「現行措置継

続」という欄ですけれども、61.5％の確率と言われております。現行の措置、この半減に

小型魚の削減を10％プラスした場合で85.3％、現行措置に大型魚の漁獲10％削減を入れた

場合で67.2％、両方やった場合で86.2％といった形で数字が出ております。半減に加えて

いろいろな取組、深掘りをすればするほどこういった達成確率は上がっていくわけであり

ますけれども、我が国・日本には漁業者の皆さんの生活がございますので、皆さん方の生

活も見据えながら、そしてクロマグロを子々孫々までどう利用していくのかという観点も

踏まえながら、アメリカ等、いわゆる環境保護団体の強い国ではこういった達成確率をど

んどん上げていくような主張があるわけですけれども、我々は水産庁国際交渉のチームに

しっかりと議論をしてもらって、また12月にＷＣＰＦＣの総会があるわけですけれども、

こういったところでもしっかりと我が国の主張をしていきたい、そのように思っておりま

す。 

 スライド４番は、国際委員会、いわゆるＷＣＰＦＣやＩＡＴＴＣといった国際委員会に



－8－ 

おける決定事項をまとめているものでございます。 

 ポイントだけ申しますと、右側、北小委員会とございます。ＷＣＰＦＣは例年８月下旬

から９月上旬に北小委員会で揉んだ後に、本会合である12月の年次会合にかけるという形

をとっております。８月の北小委員会では緊急ルールや長期管理方策について検討がなさ

れましたけれども、継続協議となってございます。 

 こういった国際情勢を踏まえまして、９ページ以降、我が国の管理の方向性でございま

す。 

 まずは第１管理期間、昨年１月から今年６月までの漁獲状況でございます。結果といた

しましては、国際約束である4,007トンは達成することができました。他方で、皆さんご

存知のとおり、日本海北部や太平洋北部では漁場の偏りによりまして警報や操業自粛要請

といったものも出ておりますので、こういった点で来遊状況、漁場形成に応じた管理を検

討していかなければならないといった状況でございました。 

 10ページです。スライド番号でいくと８番と９番になります。 

 第２管理期間の状況でございますけれども、今のところはこういった状況になっており

ます。 

 こういった情勢を踏まえまして、第２管理期間から工夫している点でございますけれど

も、先ほど部長からもございましたとおり、まずは定置網におきまして広域の共同管理と

いう新しい枠組みを設けました。それから、計画づくりを進めていこうということで、国

は基本計画、都道府県は都道府県の計画をつくっていただいて、管理を進めている状況で

ございます。 

 これを図示いたしましたのが11ページ上の「第２管理期間のくろまぐろ型の数量管理

②」という、日本の地図で真ん中に赤い四角が乗っているところでございます。この赤い

部分がまさに定置網の共同管理枠でございます。ですから、現行の６ブロックに加えまし

て定置の共同管理をした。あわせまして左側ですが、国は基本計画をつくり、これに基づ

いて都道府県も県計画をつくっていただいているところです。 

 この後は、こういった計画に基づきまして漁業者の皆さんにご協力いただきながら、地

域ごと、浜ごとの取り決め、ルール化を進めていきたいなと。ちょっと固い言葉で申しま

すと協定のような形で、そういったルール化を地域ごとに進めていってはどうかと考えて

ございます。 

 下のほうは管理期間の違いを図示したものです。管理期間、ＷＣＰＦＣ、国際機関の管

理期間とまき網の管理期間、それから沿岸の皆さんの管理期間、３種類ございます。大き

くはＷＣＰＦＣとまき網の管理期間は歴年１月始まりの12月になっておりますが、沿岸の

皆さんは漁期に合わせまして７月始まりの翌年６月終わり、こういったずれがあるという

ことで、まとめた資料でございます。 

 12ページでございます。 

 上のほうのスライドでございますが、定置網の共同管理についてまとめたものでござい

ます。 

 定置の共同管理につきましては、関係県と相談をいたしまして17の道府県にご参加いた
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だいております。カバー率でいきますと、大体７割になっております。これは、例えば長

崎県等は定置の漁獲割合が少ないということで、こちらは県独自で管理されるということ

でございましたので、17の道府県以外の県に関しましては各県で管理をする。それ以外の

ここに載っている県の皆さんには、全国１本の管理枠の中で管理していくというような状

況でございます。 

 具体的には下の４－２「定置網の共同管理について②」ですけれども、各県ごとに、先

ほどの県計画の中で定置網をどのように管理していくかを計画していただいております。

これはある県の例でございますけれども、この県の場合は時期ごとに、クロマグロの主漁

期と主漁期以外を分けまして、それぞれの時期ごとの取組を定めている。例えばクロマグ

ロが主の時期でありますと、10キログラム未満を放流したり休漁日を設けたり、突発漁獲

があった場合は網起こしの回数や網上げ休漁、こういったことを行う。そのかわり主漁期

以外の、例えばサケであったりブリであったり他のものがメインになってくる時期には休

漁等はしないで、休むときに休んで定置の経営にとって一番大事なときにはある程度操業

が可能になるように計画していく、こういった取組を進めているところでございます。 

 13ページの上と下は、それぞれ県ごと、ブロックごと、あるいは大臣管理の大中まき網

とか近海さお釣り、こういったところの管理状況をまとめた表となっております。 

 14ページになりますけれども、こういった、定置の共同管理枠を設けるといった対応は

しておりますけれども、いかんせん、恐らくクロマグロは、加入がいいときは非常に漁獲

が進むものと考えられます。そういったときに調和をとっていかなければいけない。いわ

ゆるやむを得ず操業せざるを得ない漁業と操業の調整が一定程度可能な漁業というのが現

実的にありますので、先ほど部長からは「しわ寄せがいった」という表現で、日本定置協

会で検討を重ねているというお話がありましたけれども、これがまさにこの調和の部分で

すけれども、こういった形で、どういうやり方でやっていったらいいのかを検討しながら、

第３管理期間に向けて進めてまいりたいと思っております。 

 最後になりますけれども、漁獲モニタリングの改善ということで、今回、養殖用種苗が

主だったんですけれども、漁獲実績の報告に若干ずれがあることがわかりました。これは

漁業者の皆さんからどれくらい養殖用種苗の漁獲があったかご報告いただいている一方で、

養殖業者の皆さんからもご報告をいただいております。ここに若干差がある。まき網さん

は大分前からやられているので、４％だったものが今、誤差率１％ぐらいまで落ち着いて

きておりますけれども、沿岸の皆さんはこの報告体制がまだまだこれからというところが

ございますので、15％から18％ぐらいの誤差率があるということで、この部分に関しまし

ては沿岸漁業者の皆さんのご協力を得ながら、少しでもこの差を縮めてまいりたいと考え

ております。 

 以上、クロマグロの対応方向の概要でございます。 

○橋本会長 ただいま事務局から太平洋クロマグロの資源状況の一部と、資源管理の現状

の方向性について説明いただきました。 

 ただいまの説明につきまして、何か質問等、ご意見でも結構ですが、何かございますで

しょうか。 
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○大西委員 私、富山県の氷見漁業協同組合の理事をしております。 

 全国的なことはよくわかりませんが、私らのわかる氷見のほうだけの話になると思いま

すけれども、しかも私らの氷見漁業協同組合は定置ほとんど１本であります。大型とかま

き網とかそういうものは一切ありません。ですから今、この資源管理ということで、世界

的な問題でこういう数値とかそういう管理をするということになっておりますけれども、

ここに載せてありますとおり非常に定置網の、マグロをうまく逃がしてやるといいますか、

非常に難しい。定置というのは混獲するものですから、非常に難しい漁法でありまして、

浅川部長が言われましたけれども今回いろいろ研究しておって、いろいろな漁法を研究し

ておるんだと言われますが、なかなかそれも難しいのではないかなという感じでおります。 

 それともう一つ、今までちょっと枠がありましたけれども、全国的に漁獲の枠を均すん

だと言われますけれども、平成27年のこのデータのとおり、北のほうで、北といいますと

青森、秋田、北海道のほうばかりとれていまして。私らのところは、寒ブリを氷見寒ブリ

ということでブランド化しておりますが、平成27年は寒ブリ宣言ができませんでした。結

局、数も少ないしそれに見合うような魚体、大きさ、脂ののりがなかったものですから、

できませんでした。今年は何とかできるようにと期待しておるわけですけれども。 

 そういうことで、均等に均して漁獲を何とか調和をとるんだと言われましても、獲った

もの勝ちなのではないかということを非常に懸念しておるわけであります。 

 今までの説明の中では私の質問はそこまでですけれども、私、次のデータを先読みしま

したので、次のところに入ったらまた質問するかもしれませんが、そういう意見を申し述

べさせていただきたい。特に定置は難しいということでありまして、本当にマグロだけう

まく逃がすことができるんだろうかと。しかも30キロ以下のものを。そういうことで非常

に懸念しておるということだけ申し述べさせていただきたいと思います。 

○橋本会長 ありがとうございました。現地の情勢も含めたご意見、ご発言だったと思い

ます。 

 確かに定置網でクロマグロを管理するのは技術的に非常に難しいという話は最初からあ

ったわけですが、管理の手法としても、まず共同管理というものを新しく導入して、さら

に、部長からも紹介あったとおり、定置網として取り分けができるような技術的な何か、

例えばブリとクロマグロで若干回遊する水深が違う、それを利用して何か定置網でクロマ

グロが抜けるような方策がないかといったことも研究されているということを別のところ

で耳にいたしました。 

 そういう試行錯誤を加えながら、やはりこの管理は進めていかなければいけないと思い

ます。 

 他にご意見ございますでしょうか。 

○清野委員 詳しく教えていただいて、ありがとうございました。 

 クロマグロの状況、本当に国民的に心配されているところだと思います。 

 いつもこの委員会で申し述べますけれども、いろいろ細かい努力をされていると思いま

すので、それを魚価に反映させるというところを、もうそろそろ集中して見える化をして

いただくと、現場の苦労も少しは報われるのかなと思います。私も九州西部、幾つかマグ
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ロで生計を維持してきたような漁村に行きますと、大変不安な中におりますので、自分た

ちの我慢が消費者に届いてむくわれるんだというような協力体制を、今こそ、やはり国民

的議論がやっと出てきて多くの人が関心を持ってくれたので、今までよりも、水産庁と漁

業者の方だけでやるのではなくということだと思います。 

 特に削減している部分について、その分、経済的にどのぐらい、ある意味、損をしてい

るのかとか、人の雇用を切ったり関連する産業に影響があるということで、水研のほうで

も経済分析されるような部局をお持ちだと思います。そういうところで、やはり資源管理

の流れに応ずることによって実質どのぐらいの損益があるのかを出していただいて、それ

を消費者とか流通等がみんなでどう負担するかの施策をぜひ今こそとっていただきたいと

思います。それをとることによって、また次の新たな合意とか展開が出てくると思います

ので、ぜひお願いしたいと思います。 

 今日いただいた資料の中でも、13ページの大臣管理の漁業で、今日委員さんが来ていら

っしゃる中でも随分と、大型のほうでも、産卵時期のマグロのことが世間的にもいろいろ

ご指摘あるかもしれません、それから自主的に思いもあったかもしれません、この生活史

の中で大事な時期の８月を丸々操業自粛されるということまでやっておられて、その間の、

関連するところまで含めての雇用とかいろいろな、機械とか船の維持管理等も含めて苦労

されている話を伺っておりますが、それがほとんど外に聞こえない状況にあるように思い

ます、水産業界以外はですね。ですから、どういう形がいいのかはまた水産庁あるいは業

界の方、あるいはこの委員会の皆様にご相談したいと思いますけれども、その痛みは本当

に分かつような提案を、ぜひ水産庁挙げてお願いできたらと思います。 

 以上意見というか、要望でございます。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

 水産庁のホームページでも数年前から「くろまぐろの部屋」という非常に特化したペー

ジができて、それを見ると相当のことが、日本の太平洋クロマグロについてがわかるよう

になってきました。そういう苦労をして取り組んでいる人たちの、結果として親魚の量で

あるとか、あるいは10月以降行われたクロマグロの稚魚の調査、そういったもので少し上

向きの情報が出てきているのは非常にいいことだと思いますが、今やっている取組が来年、

再来年とまた太平洋クロマグロの資源にとっていい情報が出てくることを期待して、清野

委員から言われた要望も含めまして、みんなで進めていけたらと思います。 

 クロマグロにつきまして、他にご意見ありますか。 

○濱野委員 先ほどの浅川部長のご挨拶と違う考えを持っています。 

 私、40年前から北海道で大型定置をやっています。そして今、数字が載っています215

トン、これは私の漁場１つでとった当時の漁獲の数字です。40年前にはそれ以上に水揚げ

がありました。しかも今、会長も言いましたけれども、手網の層を変えるとか、そんなこ

とはできるものではないんですよ、漁業の形態として。私どももいろいろと、クロマグロ

ばかりでなくして大型クラゲの駆除のために、乗網しないためにいろいろな方策も講じま

したよ。しかしながら、それも全部失敗しました。そして最終的に、要するに粉砕機を水

産庁のほうに、当時の鉢呂先生が水産庁あるいは環境省─というのは、これらは要する



－12－ 

に産業廃棄物だというようなことで、一切それらに手を着けさせなかった。そうやって網

は、大型のクラゲですから、それが何百、何千と入るようになりますとそれも今度、潮に

よって網が決裂を起こし、そうやって場所によっては網を流されるという、そういう被害

も被りました。 

 いろいろな方法でそういった対策もしましたし、また、マグロの特性というのは先生方

よく知っていると思うんですけれども、これはタモに入れてわずか２～３分で、生きてい

るようには見えるんですよ。しかしながら、２～３分でもう仮死状態になってしまう、そ

ういう難しいものなんですよ。泳いでいて初めて血流があって、そうやって酸欠を起こさ

ないで、それをタモにすくってしまったらもう絶対これは、海に返しても生きて返る魚で

はないんですよ。したがって、その辺を技術的にどうするのか。 

 私もいまだに大型定置漁をやっているんですけれども、40年間の経験の中で、まず何か

違う次元の話をされているなと。全くもって腹立たしい、そう思って聞いていました、今。

部長の言うことなんか、管理のしづらい定置と言いますけれども、定置漁業というのはマ

グロだけではないんですよ。マグロをとったりあるいはブリをとったりサケをとったりサ

バをとったり、すべての漁業、魚種、これらを網羅して初めて採算性に到達するんです。

少なくとも大型漁業というのは２億以上獲らなかった採算が合わないんですよ。 

 そういうことで、今年あたりサケは全くだめでしょう、北海道は。そしてとんでもない、

夏のブリ、最初は大型ですけれども、７月、８月になったら今度、地方によっていろいろ

ヨコワだとか、あるいはイナダとか言われますけれども、２キロ、３キロ、４キロ、そう

いうものが主体になって入ってくる。だけれどもやはりそれも、値段的には安い、けれど

も数の論理で何とか採算に合っている。そういうような複合的な魚種を漁獲して初めて経

営が成り立っている、そういう状況の中にありますし、なかなか幼魚といえども……。 

 今、こういう時代に入って、確かに資源保護しなければいけないというのはわかります。

だけれども、その資源保護というのは本当に実効性のあるものかどうか、この中でよく議

論していただきたい、こういうことを申し上げて私、水産庁さんに、この方向性はちょっ

と異次元の話をされておられるなと思うんですけれども、私の今後の操業に取り入れたい

と思いますので、皆さん方の考えをひとつお聞かせ願えればと思います。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

 水産庁のほうから何か。 

○事務局（竹越） 事務局から数字だけ少し。 

 ありがとうございます。資料でいきますと22ページですけれども、こちらに太平洋クロ

マグロの漁獲状況を数字でお示ししたものがございます。今、上のほうでいきますと、小

型魚で水色で塗っている部分、これが日本の小型魚、30キロ未満の漁獲状況です。 

 今、濱野委員からございましたけれども、ちょっと40年前までのデータはないんですけ

れども、一番とれているときで、例えば1995年に２万トンとかとれているときがございま

した。これがぐっと減ってきまして、2013年にはこれが3,000トンになったり、あるいは

2014年には6,000トンになっている状況です。 

 このうち漁獲がそれぞれどんな、我が国の中でとられているかが下の棒グラフでござい
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ます。緑色が定置網で青が漁船になっております。参考までに、右側のまき網の漁獲状況

をお示ししております。 

定置の皆さんお一人お一人にしますと余り多くないというお話もよくお聞きするんですけ

れども、一番大きいときで2008年に1,700トンぐらい、定置網でも漁獲がある。船のほう

でも3,000トン、まき網でもそれなりの漁獲がある。こういった状況の中で定置網の皆さ

んにも、濱野委員おっしゃることはよく、我々も浜回りをしながら「どうやって定置で管

理するんだ」というお叱りをお受けしながらも、ただ、他方で、これから一番加入もよく

なってきて資源が戻りつつあるときは、この1,700トン定置で獲れる可能性がある、この

ときに日本の枠が4,007トンしかない現状の中で、沿岸は2,000トンという枠の中で、部長

からあったのは他の漁船にしわ寄せが恐らくいってしまうだろうと。このときのしわ寄せ

の調和のとり方を今から日本定置協会を中心に、ちょっと入っていない都道府県もあるん

ですけれども、現実的な、いわゆる放流とか技術開発ではなかなか追いつかないことは

我々肌で感じておりますので、現実的にどういう調和のとり方をしていけばいいのかを検

討していきたいと考えております。 

○斎藤室長 技術開発の話ですけれども、これも大変難しいのはよく承知しているところ

で、資料の26、27ページに今やっている結果等を載せております。今わかっている範囲で

は、クロマグロは上を泳いでブリは下を泳ぐ、クロマグロはどちらかというと網から離れ

てブリは網に沿って泳ぐというようなことで、この特性に応じて何か、例えば上層部に逃

避口を設けるですとか、あるいはブリを捕獲するために下層に金庫網を設けてブリだけと

るとか、こういったところに着目しながら何かできないかといったことを考えているとこ

ろでございます。 

 ただ、これはご指摘にあったとおり、なかなかそんなに簡単にいくものではないという

ことは重々承知しておりますので、またいろいろな、ただ、要するに定置網も何かしら、

相当量とっていますので、何かできることはないかということで、１つは、例えばブロッ

ク枠を広げて全国枠で管理しましょうとか、あるいはこういった技術開発をやりましょう

とか、あるいは先ほど竹越が申しました、各漁業との調和をどうやっていくのかとか、こ

ういったことを、今、走りながら考えているというところで、なかなかすぐ「これだ」と

いったものはないんですけれども、そこのところはなかなか難しいということで、今後も

ご協力いただければと思っております。 

○濱野委員 資源管理の重要性は私も十分理解しています。そしてまた、私の長男も今、

漁労長をしながら船頭をして、操業しています。ゆえに、やはり未来永劫漁業を継がせて

いきたいなという思いもございます。 

 ただ、なかなかそういうふうに簡単に、これは多分、魚影を使った、今のテレサウンダ

ーを使った画像だと思いますけれども、うちもテレサウンダーが４台入っています。した

がいまして、こういった画像もつぶさに見ておりますし、一番最初に北海道でもテレサウ

ンダーを使って、そうやって漁獲をしていったというような実績もあるわけでございます

けれども、なかなか小型魚と大型魚、大型魚が入ると小型魚は全部下に下がってしまう、

そのようなことで、同じクロマグロの中でも勢力争いというんですか、そのようなことで、
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下に行ったらどうしても網がしぼんでいる、したがって上は楽になっているというような

ことで、大きい魚が入ってくると小さい魚は下に下がってしまう。これはテレサウンダー

で見ますと必然的にマクロの性格、性質、特性というものがわかってくるんですよ。 

 そういう部分から私、この40年間随分、ほとんど毎日泊まりきりで30年間、そうやって

無線連絡で沖に船を停めて、そうやって交信し合って魚を漁獲するという方法をとってき

ましたけれども、そういうことで、ある程度は、理論はわかりません。ただ、魚の特性と

いうのはよく勉強しているつもりですし、どうやったらマグロというものを、小型魚を技

術的に網から出してやれるのか。これも、こういう騒ぎがなかったころですから全てお金

になったんですけれども、なかなか難しい問題を抱えているなと思います。 

 いずれにいたしましても、資源管理をメインにして考えるのでしたら一日も早くそうい

った形でそれらの部分の研究、対策を講じていただきたい、このことをお願いします。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

 確かにこういう新しい技術開発については、なかなか困難な点があることは委員のご指

摘のとおりだと思いますが、マグロと同じで、やはり駆け出して、走りながらいろいろな

ことをやっていく。やはり一つの目標に向かって研究のほうも、そういう漁法の技術開発

も、それからそれにかかわっている漁業者さんたちの昔から感じていることも感じて、そ

ういうものをあわせて何かしら、この小型魚の資源管理に少しずつでもいい結果が出るよ

うな形で、たしかこの研究開発も農林水産省の予算を使って今、実行している点もありま

すので、一つの目標に向かって皆で相談しながら結果を出していくということを続けてい

かなければいけないのではないかと思います。 

 濱野委員から大変貴重なご意見、ご要望もいただきました。 

 他にクロマグロにつきまして何かご意見は。 

○加藤委員 素人的な発想で笑われるかもしれませんけれども、私、実は農協のほうの仕

事もいろいろしていまして、今、電子的な技術によって、いろいろな生産物の選果作業を

コンピューターでやるという技術が物すごく進んでいるんですね。それで私、思ったんで

すけれども、一種の顔認証システムみたいなものと電子シャッターみたいなものを組み合

わせて、定置網に１回入ったものを、マグロが近づいたらその顔を認証してゲートを開く

というふうな、そういう技術は不可能なんですかね。１度それをご検討いただければと思

ったんです。 

 というのは、農業ロボットの世界では物すごく技術が進歩しているんです。私、農業ロ

ボットの会社の社長に聞いたことがあるんですよ、マグロで可能かなと。そうしたら「不

可能じゃないだろう」と言うんですよね。そんな意見を私もらったことがあるので、水産

庁の方がそんなことも、多分お考えかもしれませんけれども、もし検討の余地があるので

あれば、そんなこともどうかなとちょっと思った次第です。 

○橋本会長 ありがとうございます。 

 この情報について水産庁、どなたかお持ちの方はいますか。 

○斎藤室長 網を沈める技術というか、台風等で網を沈める技術みたいなものはあるので、

それを応用して、何かシャッターみたいなものを上げることはできないかというのは、実
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はアイデア的にはあることはあるんですよね。ただ、それに対してどれだけお金がかかる

のかとか、そういった話が実はあって、今はちょっと生態から見てこういったことはでき

ないかと、先ほどの資料のとおりのところをやっているところです。 

 あるいはもっと単純に、マグロが網に入ってきたら出ていってしまうみたいなところも

あるので、単純にマグロが入ってきたことさえわかれば、例えば１日待てばマグロが出て

いくとか、そういったアイデアみたいなこともあるのかもしれません。ただ、まだマグロ

が網の中でどう動くかよくわかっていないところがあります。昼はどう動くのか、これは

去年やったところなんですけれども、今年は夜どう動くのかを見たいと考えていますので、

まずはちょっと基礎的な知見の部分から積み上げて、どういうふうにしていくかを考えた

いと思っています。 

○濱野委員 今の沈下してというのは、もう40年前にブリヂストンでつくったものですよ。

その辺の情報はないんですか、あなた方。 

○斎藤室長 いろいろいただいているところではあります。 

○濱野委員 ね、もうとっくにそれは実証済みで、それはそういった資源管理ではなくし

て台風をどう避けようかという、これでもう実証済みなんですよ。ところが、これは台風

が来る前に潮が来ますよね。その潮で全部流されてしまったという、そういう苦い経験が

あって、それは中断してやめました。 

 それと魚影を、これからどこをどう泳いでどうだというのは、もうとっくに解析されて

いるんですよ。それを知らないのは水産庁だけなんですよ。我々はもうとっくにそれは経

験していますよ。全て魚影をテレサウンダーという、当時は記録紙だけだったんですけれ

ども、その５年ぐらい後にテレビ映像で出るように、そこまで発達した機械ができたんで

すよ。うちで今４台使っていますけれども、全てそういうふうにして、既に昨日で漁を切

り上げましたので今はもう上げてしまいましたけれども、そういう形でもうとっくに、テ

レサウンダーができてからでも40年たちますよ。したがって、そういう部分は解明されて

いると思うんです、私は。 

 したがってもう少し、今、いろいろな方法はあると、研究次第によってはあると思うの

で、それはあくまでも国費でやらなければできませんよ。単体に漁業者がそれを買ってつ

けてどうするこうする、そんな次元の金額ではありません。当時の金でも、テレサウンダ

ーを１台買って1,500万円ぐらいしましたからね、40年前で。今だったら恐らく、そんな

値段は上がっていないと思いますけれども、生産中止になってしまったんですよ。利用者

が少ないために生産中止になって、部品すら手に入らない、そういう状況にあるんです。

したがって、古いものを廃業した人から譲ってもらって、使える部品を使って何とか今、

使っている、そんな現状なんですよ。それを開発しようとしたら、やはり大学であったり、

あるいは水産庁の国費を使ってそういった研究をする、そこまでいかなかったなかなかマ

グロの管理というのはできないと私は思いますよ。 

 口で言うのは簡単なんですよ。だけれども自然界相手に、そんなに簡単なものではない

ですよ。これだけ言っておきます。私はまだ根っこからの漁業者ですから。 

○橋本会長 濱野委員、ありがとうございました。 
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 技術的な問題についても日進月歩でいろいろな、音響の関係であるとか画像の関係であ

るとか、あるいは自動運転みたいな技術であるとか、それはもう日進月歩で進んでおりま

す。そういった新しい技術をいかに応用しながらこの資源管理に使えるようなものを、み

んなの意見を踏まえながら一番合理的なお金の使い方で開発していくことが望まれている

のではないかなと思いますので、ぜひ、浜の長い間の定置の経験も意見として、またいろ

いろな場で開陳いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 クロマグロについて、他にございますか。よろしいですか。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 議題（１）の３、トラフグについてでございます。 

 まず、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小畑資源生産部長

から資源の状況について説明をいただいて、続いて事務局からトラフグの広域資源管理の

取組について、これを続けて説明をお願いします。それが終わった後、一括して質疑をお

受けしたいと思いますので、まずは小畑さん、よろしくお願いいたします。 

○小畑部長 今、紹介いただきました瀬戸内水研の小畑です。 

 資料の30ページ、資源評価報告書（ダイジェスト版）を用いてご説明いたします。 

 上からいきまして、左側に日本地図がかいてありますけれども、ピンク色の枠で囲って

あるところが対象としております日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の分布域で、その中に

オレンジ色の小さい丸がありますけれども、これが産卵場となっておりまして、幾つかの

産卵場が内湾あるいは内海域にあるという魚種です。 

 寿命が10歳で、成熟の開始は雄が２歳で雌が３歳と言われています。 

 漁業の特徴はちょっと端折りまして、漁獲の動向の下のグラフに移りますけれども、左

側の棒グラフがトラフグの漁獲量の2002年以降となっております。この漁獲データが取り

まとめられたのが2002年以降ということで、最近のものでありますけれども、2002年が約

360トン、そこからは、見てのとおり減少傾向にありまして、直近の2015年には233トンの

漁獲となっております。 

 長期的なデータはその隣、これは下関唐戸魚市場の取扱量となっていますけれども、こ

れが内海産と外海産を合わせたもので、長期的な漁獲のトレンドというのはこちらを用い

る等して検討したところ、1996年以降はかなり低位の状況にあります。 

 31ページにいきまして、資源状態ですけれども、本年度の資源評価の結果からは、右の

上に矢印等かいてあるとおり、資源の水準は低位で動向は減少としております。 

 簡単に説明いたしますと、左の折れ線グラフの青い線が資源量です。資源量につきまし

ては漁獲とほぼ同様に、特に2011年ぐらいから直近は減少傾向にあることがわかります。 

 その右側のグラフですけれども、親魚量と再生産成功率と言われるものですけれども、

青い折れ線が親魚量につきましては、どちらかというとやや増加傾向、近年はちょっと横

ばいという感じはありますけれども、そういう傾向にございます。再生産成功率というの

は、この親魚量を分母としてゼロ歳魚の資源尾数を分子として、どのぐらいの親魚の量か

らどのぐらいのゼロ歳魚が資源に添加しているのかを見る指標ですけれども、基本的に

2006年ぐらいからかなり減少傾向にあったんですけれども、近年は低位・横ばいで、2015
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年につきましてはやや上昇となっております。 

 次に、資源水準ですけれども、左側の真ん中の棒グラフで判断しております。これは先

ほど言いました下関唐戸魚市場の取り扱い量ですけれども、上に２つ高い部分があります

けれども、ここを除いたデータを用いて、上から３等分して一番下の３分の１のところが

低位と判断しておりますので、ここ数年はずっと低位であると判断しております。 

 その下にいきまして、これは縦軸がゼロ歳魚の加入尾数、要するにゼロ歳魚の資源尾数

ですね。そして横軸が年になっております。ゼロ歳魚の資源尾数は、やはり2006年ぐらい、

先ほど再生産成功率の説明をしましたけれども、やはりやや減少傾向にありますけれども、

2015年については若干上向いて、2010年ぐらいのレベルにある。 

 この赤い部分が人工種苗の割合ですけれども、近年は大体３割から４割程度、ゼロ歳魚

の中に人工種苗が混ざっているという調査結果から、そのようになっております。 

 管理方策ですけれども、一番下のところに幾つか数字がありますけれども、簡単に言い

ますと、今、説明してきましたとおりゼロ歳魚の発生というか、加入が若干低位にあると

いうことと、資源が減少を続けているようなところがあります。そういったところを含め

て考えますと、現状の漁獲とか現状の人工種苗放流が継続された場合は、資源は減少する

であろうと考えておりまして、その減少を食い止めるためには漁獲圧の緊急な削減とか、

人工種苗によって資源の添加の量を増やす、あるいは若齢魚の保護によって資源の添加を

増やすなどの努力が求められると考えております。 

 資源の回復目標としましては、昨年度のトラフグの資源管理全国会議で了承されており

ます2016年漁期に960トンに回復させるといったところを管理目標としてＡＢＣを計算し

た結果、2017年のＡＢＣがターゲットとして153トン、リミットとして186トンと計算され

ております。 

 先ほど説明したとおり、2015年の加入ゼロ歳魚の尾数が近年としてはやや多い可能性が

あるので、本系群の資源回復のためには、そういったものの漁獲の抑制によって親魚を増

やすといった方策も必要であろうと考えられます。 

 以上です。 

○橋本会長 小畑部長、ありがとうございました。資源の状況の説明でございました。 

 引き続き、トラフグの広域資源管理の状況、方向性について、事務局から説明いたしま

す。 

○事務局（竹越） 33ページ、資料１－３－２、トラフグの管理の方向性でございます。 

 昨年も、全国会議と言われている下関で開きました会議でも申し上げたんですが、トラ

フグは資源管理をしていく上で、各漁業者さんがねらっているサイズがそれぞれ異なって

います。沿岸でありますと親魚を漁獲する漁業者さんがいらっしゃたり、もしくはゼロ歳

魚を漁獲される漁業者さんがいる、片や外海の沖合のほうである程度大きいものを漁獲さ

れる方がいる。こういった中で、すべての漁業の皆さんに一致団結していただかないと、

誰かがここを守ったということで、それを我慢してとり残した部分を隣の誰かがとってし

まうと、なかなか管理がうまくいかないということで、こういった部分を話し合いながら

丁寧に進めてまいりたい、そのように考えております。 
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 34ページの上のほうが昨年の全国会議で決まったものでございます。トラフグに関しま

しては、今、小畑部長からございましたとおり、最新の資源量833トン、昨年は790トンで

ございましたが、これを、10年前後を目途に960トンまで回復するという目標で取んでい

るところでございます。今年は各浜での資源管理の取組といったものを、地域ごとに検討

いただいております。 

 これまでのこういった検討状況を、34ページの下から35ページにかけてまとめたもので

ございます。 

 この結果、36ページから37ページの上のほうでございますが、ちょっと細かくて恐縮で

すけれども、各県ごとに、それぞれ漁業種類ごとにどんな取組をしているのかを一覧でま

とめております。右のほうに現行の取組がございまして、今後の深掘りの可能性、方向性

について各地域で揉んでいただきました。こういったことを、今年は来週11月25日の金曜

日に山口県の萩市で全国会議を開催することになっておりますので、こういったところで

さらに揉んでまいりたいと思ってございます。 

 それから、先ほど水研機構からありましたとおり、若干今年、卓越的に小さい加入がよ

い状況でございました。こういった観点から、外海における緊急ルールという形で、今年

はちょっとルールとまではいきませんでしたけれども、緊急対応という形で卓越が発生し

た場合の緊急的な、一定程度とり残す取組を検討いただいております。 

 具体的には、38ページの上のほうでございます。種々ございますけれども、主な内容と

しましては、今、全長25センチ以下の再放流となっておりますが、この緊急対応では全長

30センチ以下の小型魚の再放流ということでまとまりましたので、こういった形で今漁期

は対応していきたいと思っております。 

 また漁業者さんのご協力を得ながら、４番ですけれども、将来に向けた対応ということ

で、緊急ルールという形で、今後もこういった形で卓越的に発生したときは、科学的な助

言があった場合にパッと対応できるようにルール化してまいりたい、そのように思ってお

ります。 

 下のほうはご紹介になりますが、今年も瀬戸内海のほうで未成魚の買い取り再放流の取

組を、水研機構のご協力のもと行いました。７月から８月、９月にかけて岡山県の協力の

もと、1,000尾を目標に買い取りしましたところ、1,255尾集まりました。これを瀬戸水研

で一時飼育いたしまして、本年10月に瀬戸内海の中央部で標識再放流をいたしたというこ

とでございます。 

 全体的にこういった細かい取組を丁寧にやりながら、トラフグの資源管理を引き続き進

めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○橋本会長 ただいま水研からは資源の状況について、事務局からトラフグの資源管理の

方向性について、昨年の全国会議で決められた当面の管理目標の話であるとか、あるいは

緊急対応といったものがございました。 

 トラフグについてご質問、ご意見を頂戴したいと思いますが、何かご意見ございますで

しょうか。 
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○清野委員 非常に重要な情報をありがとうございました。 

 資料1-3-2の37ページの下のほうのスライドに着目いたしました。 

 実は、昨日からの会議で、いろいろな調査研究を漁業の現場や資源管理に役立たせるに

はどうしたらいいのかという議論がございました。その中で、４の、この外海における緊

急ルールの検討は多分、すごく新しい考え方というか、施策としても重要で、どうしても

研究者はまず基礎研究をしてわかってから何とかとか言っている間に魚も漁師さんもどん

どん少なくなりというのが続いてきた中で、科学者のスタイルを急に変えることはできな

いんですけれども、それをどうやって受けとめて使っていただくかがすごく大きな転換と

いうか、トラフグでは進んでいるのかなと思いました。 

 ですから、科学的にはっきりするまで相当の時間がかかるものについて、あらかじめ予

想されることは人間の側で用意しておいて、すぐにモニタリングによって状況把握して対

応できるという、その速度感とデータのあり方に対して新しい方向性ではないかと思いま

すし、他の魚種でもこういう感じでできるといいのかなと思いました。 

 ですから、それぞれ魚ごとに縦割りの検討になっているようなところもあるので、他の

の魚とか他の海区で合意形成とか考え方とか取組とか、こういう予防的な行動とかそうい

うことがあったとき、もう一度この資源管理の中で「この魚種にもうちょっとこうしたら

いいんじゃないか」とか、先ほど北海道のほうからご指摘いただきましたように、既に過

去にあった知見をもっと早く洗い出して技術等を現場適用できるようにするという、何か

政策的な速度というか、それについて注目できるところと思いました。 

 以上、意見というか、コメントです。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

 確かにトラフグの新しい緊急ルールについては、関係者たちの統一した理解と協力のも

とに合意がなされているという性格のものですから、なかなか研究所のデータだけで向か

うものではなくて、やはり関係者が一丸となってこの資源を守っていくという姿勢で、こ

ういう形に進められているようになったと思いますので、清野委員の言われるとおり、他

の魚種でもこういったルールが関係者の理解の中にでき上がれば、資源を守る上でタイム

ラグのない資源管理になるのではないかと思います。 

 貴重なご意見をありがとうございます。 

 他にトラフグについて、資源の状況でも資源の管理についてでもよろしいですが、何か

ございますか。よろしいですか。 

 それでは、次の魚種の議題にまいりたいと思います。 

 議題（１）の４、日本海の沖合海域におけるベニズワイガニにつきまして、同じように

まず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の養松グループ長から資源

の状況について説明をいただいて、続いて事務局よりベニズワイガニの広域資源管理の取

組について、続けて説明をいただきたいと思います。２者からの説明をいただいた後、一

括して質疑、ご意見をいただきたいと思います。 

○養松グループ長 日本海区水産研究所の養松です。 

 資料１－４－１、39ページと40ページをごらんください。 
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 ベニズワイガニですが、日本海の深海域に広く棲息しております。 

 漁業の特徴としましては、甲幅90ミリを超える雄だけをかご網で漁獲しています。青森

県から兵庫県の地先における知事許可漁業と、兵庫県から島根県の地先と沖合漁場におけ

る大臣許可漁業の２つの形態があります。このうち大臣許可漁業につきましては、2007年

９月より境港の水揚げ船を対象に、また、2010年９月からは兵庫県船も加えて全船に個別

割当制が導入されて、漁獲上限が規定されている状況でございます。 

 漁獲の動向ですけれども、日本海沿岸各県に水揚げされた漁獲量としましては、努力量

の増大や沖合域への漁場の拡大によって最大で５万4,000トン程度まで増加しております

が、その後は減少しており、2001年以降は大体１万5,000から１万8,000トンで推移してい

ます。2015年は、暫定値ですけれども、１万5,000トンの漁獲があったということです。 

 本種の資源の評価方法ですが、操業の形態が異なります大臣許可水域と知事許可水域を

区別して評価を行っております。それぞれの海水域におきまして緯度経度１度枡目単位で

漁場面積と年間の平均、かごでとっておりますので、１かご当たりどれぐらいとれたかと

いう値を出しまして、それを積算して各海域の資源量指標値としております。また、両海

域の値を合算して日本海系群全体の指標値とし、この値をもとに資源状態の評価を行って

おります。 

 各水域及び系群全体の指標値は、グラフが３つありますけれども、それぞれのところに

漁獲量と指標値の値が示してございます。 

 これをもとに資源状態を判断いたしました。大臣許可水域につきましては、近年、中位

の水準にありまして、横ばいに推移しております。また、知事許可水域につきましては、

近年、高位の状態にありまして、こちらも横ばいで推移している状況です。これらを合算

した値で日本海系群全体としましては、大臣許可水域と同様に中位水準にあり、両方とも

横ばいでしたので、系群全体としましても横ばいで推移しているという状況になっており

ます。 

 続きまして、管理方策になります。 

 知事許可水域、大臣許可水域ともに資源量指標値の水準及び変動傾向に合わせた漁獲を

行うことを管理目標として、それぞれ海域ごとにＡＢＣを出し、それを合計して日本海系

群のＡＢＣということで出しております。この方法では、通常、近年の漁獲量に対して水

準の係数と変動の係数を掛けてＡＢＣを算出します。通常の漁業を行っております知事許

可漁業については、通常の方法を用いておりますので、漁獲量に対して高位の１から変動

の1.03という数字を掛けてＡＢＣを出しておりますが、大臣許可水域に関しましては個別

の上限がありますので、昨年から評価の方法を変えておりまして、漁獲量ではなくて前年

のＡＢＣをもとに水準と変動の係数を掛けて、ＡＢＣを算出する方法をとっております。 

 このようにして求めた両方の許可水域のＡＢＣを合計しますと、リミットとしては１万

6,000トン、データの不確実性を考慮したターゲットは標準の0.8を掛けて１万2,800トン

と計算されております。 

 簡単ですが、以上になります。 

○橋本会長 引き続き、ベニズワイガニの広域資源管理の状況について、事務局より説明
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いたします。 

○事務局（原） 事務局の境港漁業調整事務所 資源課長の原と申します。どうぞよろし

くお願いします。 

 資料は１－４－２ということで、41ページでございます。 

 ベニズワイを獲っている漁業につきましては、知事許可と大臣許可の漁業の２種類ござ

いますけれども、１の日本海べにずわい漁業というのは大臣許可の漁業に該当いたします。 

 日本海ベニズワイガニ漁業の許可隻数は12隻ございまして、水揚げ港は境港と香住港の

２つで主に揚げられております。操業期間は９月１日から翌年６月30日まで、漁場は800

メートルから1,700メートルの日韓暫定水域から日本のＥＥＺということで、かなり広い

範囲で操業しております。それから採捕規制ということで、メスガニと甲羅の幅９センチ

以下のオスガニが採捕禁止になってございまして、漁具は右上の写真にありますとおり、

かごを使って操業しておりますけれども、今、使っている主要な漁具としては、この網目

13センチ以上に内径9.5センチの円形脱出リングを３個以上装着したかごを用いて操業し

ているところでございます。 

 このリングの装着については、９センチよりも小さな未成熟の個体と、あとメスガニが

かごに入らないということで、資源保護の効果があるわけですけれども、それ以外として、

そういう漁獲対象以外のカニが操業時点で取り除かれているということで、船上での選別

作業が軽減されるという効果もあって、漁業者から好評をいただいているところでござい

ます。 

 それから、ベニズワイガニの水揚げのほとんどですけれども、加工用原料として水揚港

の後背地にあります加工場で利用されている状況でございます。 

 ２の個別漁獲割当制度について、をごらんください。 

 通称ＩＱ制度と言っておりますけれども、平成19年度の漁期から資源回復計画をやって

おりまして、その措置として導入してございます。このＩＱの総枠ですけれども、現在、

資源評価の生物学的漁獲可能量のＡＢＣに基づいて設定してございます。 

 それから、平成26年漁期から繰越規定を導入しておりまして、これはベニズワイガニが

非常に深い水深帯に棲息している、水深500メートルから2,700メートルと言われておりま

すけれども、その棲息する海域が非常に広いということで、全ての海域を網羅した調査が

非常に難しいということがあります。それから漁獲データが、要するに漁獲物ですけれど

も、主要な漁場となっている水深800メートルから1,500メートルの間で主に漁獲されてお

りまして、漁獲物が甲幅９センチ以上の大きなオスガニに限定されております。そういっ

た状況もありますので、資源評価上、ベニズワイガニが資源量が計算できない種というこ

とで分類されておりまして、資源評価に大きな誤差が生じます。そういうことで、資源評

価の誤差による影響を抑制するという意味で、この繰越規定を導入して取り組んでいると

ころでございます。 

 なお、繰越枠のことなんですけれども、前年漁期の未消化枠を毎年自動的に翌年漁期に

繰り越すことはやっておりませんで、繰り越しを行う場合は一定の条件のもとで繰り越し

できるとしておりますけれども、資源が減少している、そういう傾向にあるときは、この
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繰り越しを見送ることもできます。 

 次のページの３、28年漁期のＩＱ総枠上限の設定をごらんください。 

 ここでは昨年の資源評価の結果を書いておりますけれども、大臣許可水域でＡＢＣが１

万194トンとなっております。それから27年漁期の漁獲実績ですけれども、8,934トンとい

うことで、未消化枠が1,896トン発生しております。いろいろな条件を踏まえて計算する

と、繰越枠が636トンと計算されております。 

 28年漁期ではＡＢＣの１万194トンのみを当初配分といたしまして、繰越枠の636トンの

配分は今のところ留保しております。その理由としまして、27年漁期において一部の漁場

で資源状況がちょっと思わしくないところがございました。このＡＢＣ１万194トンの配

分の方法ですけれども、おおむね大型船は900トンまで、小型船は800トンまでという基準

がございまして、それに基づいて分配することにしております。 

 下の４、漁獲成績報告書から見た資源状況でございますけれども、漁獲データから漁場

別のＣＰＵＥを算出しておりまして、ＣＰＵＥというのは１かご当たりに入篭するカニの

重量になります。このＣＰＵＥは資源状況を示す有効な指標ということで、これを見て今

の漁獲状況を判断することができます。 

 グラフはＩＱ制度を導入いたしました平成19年漁期からＣＰＵＥの状況を示しておりま

すけれども、青い折れ線が大和堆漁場、緑の折れ線が新隠岐堆漁場、赤の折れ線が隠岐西

方漁場、黒の折れ線が３つの漁場を合わせた漁場全体のＣＰＵＥになります。 

 右下の漁区図に３カ所の漁場の範囲を示しております。この黄色いラインは許可水域の

ラインですけれども、これよりも左側が大臣許可水域になります。ＣＰＵＥの変動は、見

ていただくとおり３つの漁場とも大体同じように変動しておりますけれども、隠岐西方漁

場のＣＰＵＥにつきましては、26年度漁期から他の漁場に比べて大幅に減少している状況

が見られます。そういうことがありましたので、28年漁期におきましては繰越枠の配分を

見送ったという状況でございます。 

 この繰越枠を今後どうするかということにつきましては、既に９月から操業が始まって

おりますけれども、12月までの漁獲状況を踏まえて、どのように判断するかを今後検討し

たいと思っております。 

 それから、今回、漁場によってＣＰＵＥに大きな差が見られたということで、今後、漁

場ごとの資源状況に応じたＩＱの配分方法というものを検討する必要があるかと思ってお

ります。 

 それから、日本海カニかごの漁業ですけれども、資料に書いてありますように１連当た

り180かごということで、長いロープにかごを沢山つけて海底に沈めておりますけれども、

ほぼ同じ漁場で常にかごを設置しておりますので、どちらかというとはえ縄というより定

置網に近いような漁法で操業しております。これまでの操業状況を見ていますと、各船が

大きく３つの漁場間をそれぞれが移動するというのは余り見られませんので、そういう意

味でも漁場別に分けたＩＱの配分方法というのは設定しやすい漁業実態があるのかなと思

っております。 

 それから、ＩＱの配分方法ですけれども、資源に応じた形で配ることによって未消化分
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を減らすということと、あと、加工場の原料になっておりますので、原料を安定的に供給

することも期待されております。ただ、資源が減っている場合にはＩＱを減らされてしま

いますので、その辺を漁業者に納得していただくためにも資源評価の精度を高めていく必

要があるかと思っております。 

 43ページをごらんください。 

 中段ほどに（参考）として、ＡＢＣとＩＱ総枠と漁獲量の推移を記載してございます。 

 続きまして５、試験篭を用いた漁業者と鳥取県水産試験場の共同調査について説明させ

ていただきたいと思います。 

 この共同調査ですけれども、資源回復計画が始まった平成17年の漁期から始まっており

まして、10年以上継続している調査でございます。この共同調査で用いているかごがあり

まして、右上に写真をつけておりますけれども、これが試験篭といって、３センチ目合の

細かい網目のかごを用います。これは境港に水揚げしている11隻全船の協力のもとに行わ

れておりまして、通常の操業に１かごだけこの試験篭を装着しまして、獲れたものを鳥取

水試の方に回収していただいて、甲羅の幅、体重等を測定して次期の資源の動向を推定、

予報というか、そういうものを算出して漁業者に提供しているということでございます。 

 このような調査ですけれども、一般的には漁業の実態がばれてしまうことで、漁業者か

ら操業のじゃまだと言われて敬遠されることが多いんですけれども、日本海ズワイガニの

漁業者につきましては資源管理に対する意識が非常に高くて、非常に協力的にやっていた

だいているところでございます。この場をおかりしまして敬意を表したいと思います。 

 それから、試験篭の漁獲物につきましては、甲羅の幅９センチ未満の未成体と雌が漁獲

されます。そういうことで、通常の操業では得られない漁獲データが得られるということ

と、甲羅の幅が７センチから９センチ未満の、要するに来漁期の漁獲物、１年後には漁獲

対象になる漁獲物が獲れるということで、漁獲予想ができるということから、非常に価値

あるデータでございます。 

 ただ、サンプル数がちょっと少ないものですから、今後の課題として、サンプル数を増

やした形での共同調査が今後もできるように応援していきたいと思っております。 

 また、このデータは、行く行くは漁場別の資源状況に応じたＩＱの配分方法に活用でき

たらと考えております。 

 以上でございます。 

○橋本会長 ベニズワイガニにつきまして、日本海区水研から資源状況、境港漁調から資

源管理の取組状況についての説明がございました。 

 資源状況について、取組について、いずれでも構いませんが、何かご意見等ございます

でしょうか。 

○森脇委員 詳しい説明どうもありがとうございました。 

 このＩＱの総枠の上限なんですが、42ページに未消化枠が1,896トンありますよと書い

てあるんですが、これはどう考えたらいいのか。大臣許可でＡＢＣが１万194トンで、こ

れがＩＱの総枠になるんですかね。 

○橋本会長 平成27年度は10,830トンになるんじゃないですか。 
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○事務局（原） この未消化枠1,896トンというのは、前年の漁期ですね、27年漁期に余

ったものでして、これをそのまま28年漁期に繰り越しできるわけではなくて、その前のペ

ージに条件１、２と書いてあると思うんですけれども、繰越枠の上限は前年漁期ＩＱ総枠

の10％まで、条件２として、繰越枠を加算し翌年漁期ＩＱ当惑の上限は各船配分上限の合

計までとありまして、先ほどちょっと説明しましたが、大型船が900トンまで、小型船が

800トンまで、全部で12隻おりますので、そのトータルの上限が10,830トンまでになりま

して、それ以下に漁獲量を抑えましょうというところからこの大臣許可水域のＡＢＣの１

0,194トンを差し引いて636トンというのが出ます。これが繰越枠となります。 

○森脇委員 確認ですけれども、繰越枠は、今はまだ配分していないんですが、12月まで

の漁獲量を見てまた配分する可能性もあるということですか。 

○事務局（原） そういうことです。漁獲量というよりも、資源の状況に応じて繰越枠を

配分したいという意図がありますので、ＣＰＵＥを見て、著しく落ちているような状況が

あれば配分をやめることも考えております。それは全船ではなくて各船のＣＰＵＥを見て、

悪いところは繰越枠の配分をやめる、ＣＰＵＥの良いところは繰越枠を配分しますという

ことで、今のところ繰越枠の配分方法を検討しているところでございます。 

○森脇委員 といいますのは、課長もご存じだと思いますが、境港で漁期の終わりごろに

なりますと、もうＩＱ枠がいっぱいになって操業しない船と、余している船があるわけで

す。加工業者としては途中でカニが、原料が切れまして、なかなか加工にも響いてくると

いう状況がございまして、お願いなんですけれども、なるべく水揚げが、それは資源管理

も兼ねあわせてなんですが、いっぱいになってやめないような方法はないものですかね。 

○事務局（原） 今のところちょっと、ＩＱの消化がいっぱいになってやめないようなと

いう方法は今のところありません。ＩＱはこれ以上とらないようにという制限ですので。 

○森脇委員 一方は残しているので、その辺をうまく何かできないかなと。 

○事務局（原） 船同士でＩＱの受け渡しということですか。 

○森脇委員 もう一回その余ったものを全体に振り分けるとか、そういうことはできない

んでしょうか。 

○事務局（原） 漁期中にそういう微調整をするのはなかなか難しいです。これは国が規

定に基づいてやっているんですけれども、なかなか難しいと思います。現状では、翌年の

漁期に余ったＩＱを移すということをさせていただいているんですけれども、ご指摘が可

能であるかどうかも含め、今後、検討させていただければと思います。 

○森脇委員 よろしくお願いいたします。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

 漁業者だけではなくて地元の加工業者の問題、そういう社会経済的な問題もありますの

で、資源ファーストということにはなるんでしょうけれども、そういう社会経済的な要因

も十分加味した資源管理が行われるような方向になればいいなと思います。 

 ベニズワイにつきましては、このくらいでよろしいでしょうか。 

 それでは、議題（１）の最後の魚種にいきたいと思います。日本海西部・九州西海域マ

アジ、マサバ、マイワシについて、まず、国立研究開発法人水産研究・教育機構西海区水
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産研究所の永澤資源海洋部長から資源の状況について説明をいただきまして、続いて事務

局から広域資源管理のこれらの魚種の取組について説明いたします。先ほどの魚種と同様、

全ての説明を終えた後に一括して質疑をお受けしたいと思います。 

○永澤部長 それでは、私の方から説明させていただきます。 

 ３魚種ありますので、それぞれ続けて要点だけ説明させていただきます。 

 資料は44ページからになります。 

 まず、マアジです 

 マアジの資源水準と動向ですけれども、中位・増加と判断しております。2015年の漁獲

量は約13万2,000トンで、韓国を合わせた漁獲量になると約20万トン弱という漁獲量にな

っております。 

 45ページの資源状態の図を見ていただきたいんですけれども、左の黄色い図、資源量と

漁獲割合を示しております。中水準と言ってはおりますけれども、1960年代の漁獲量が30

万トン、40万トンあった時代以降では、必ずしも低い水準ではなく、比較的高い水準で推

移していることがごらんになれるかと思います。 

 親魚量も、低位水準よりは上の中位水準で推移しているところでございます。 

 近年の資源量の推移から見まして、動向も増加と判断しているところでございます。 

 左の黄色いグラフの赤い線を見ていただきますと、これは漁獲割合なんですけれども、

漁獲の割合が徐々に低下しておりまして、本種につきましてはそれほど過大な漁獲圧力が

かかっていないので、漁獲割合が少しずつ減少していると判断しております。 

 そういうことで、この資源につきましては現状の漁獲圧のもとでも、緩やかではありま

すけれども、資源の増大が期待できるような水準にあると判断して、ＡＢＣを算出してい

るところでございます。 

 続きまして、マイワシです。48ページからになります。 

 マイワシは大きく資源が変動することで知られている魚種でございまして、対馬暖流系、

日本海、東シナ海におきましては2000年ぐらいには資源量が１万トンを割って産卵もほと

んど認められないという状態になりました。それが2014年以降は増加に転じております。 

 その漁獲量は48ページのグラフを見ていただきまして、資源量は49ページの上のグラフ、

右のほうは近年の値を拡大した値になっております。 

 過去の1980年代から90年代の高水準の時代に比べると、明らかにもう、目盛りが上がっ

ているか上がっていないかよくわからないような漁獲量なんですけれども、近年の値を拡

大した部分を見ていただきますと、2004年以降、資源量が増加している、また親魚量も増

加しているという傾向がおわかりいただけるかと思います。 

 ただ、もう一度48ページの右下の図を見ていただくとわかりますように、ずっと増加傾

向にあると判断していた資源が突然、我が国水域に資源が来遊しないといった状況も2014

年に見られまして、必ずしも安定して増加しているわけではなく、不安定な漁況、資源状

況があるということで、現在ではこれを考慮すると中位なんですけれども、増加という判

断はできずに不安定で横ばいという判断をしているところでございます。 

 ただ、2014年の傾向を除きますと、資源の動向は増加とも見てとれますので、シミュレ



－26－ 

ーションの結果としましては、今かかっている漁獲圧力がそれほど高くないと判断してお

りますので、今の漁獲圧のもとでも資源の増大が期待できるというのがマイワシの資源状

況となっております。 

 マサバですけれども、52ページからになります。 

 今までは安定しているとか増大しているといういい話だったんですけれども、マサバに

関しましては、残念ながら、いまだに資源は低位水準であります。ただ、１つ明るい兆し

があるのは、それが増加傾向になっているということでございます。 

 低水準であったマサバですけれども、2014年以降に加入がいい状況がありまして、2015

年の資源量が増加している傾向にあります。近年のこのような傾向を見ますと、低水準で

ありながら増加の傾向に転じていると、今のところ判断しているところでございます。そ

ういうことで、ある一定の範囲で漁獲を抑えるならば、資源の回復が期待できると判断し

て、ＡＢＣを算出しているところでございます。 

 あと、資源管理の方策についてですけれども、マイワシについては余りはっきりしませ

んけれども、マアジ、45ページに戻っていただいて管理方策の下のほうを見ていただくと

わかりますように、ゼロ歳魚、１歳魚が主体の漁獲になりますけれども、ゼロ歳魚は成熟

魚ではなくて１歳以上が50％以上の成熟となりますので、成熟する魚を残してやることが

大事でございます。さらに、ゼロ歳魚の漁獲を減らすことが加入当たりの漁獲量を増やす

ため、また、再生産を保護するためにも重要であるというのがマアジの状況でございます。 

 また、マサバについても53ページに書いてありますけれども、若齢魚に対する漁獲圧の

緩和が本種にとっても重要なポイントになっておりますので、本種の資源量を増大させる

ためには全体の漁獲圧だけではなくて、特に若齢魚に対する漁獲圧を確認することが資源

回復に向けての大きなポイントになろうかと思います。 

 そういうことで、今、小型魚の漁獲圧を下げるという広域資源管理方針の結果がこちら

にプラスに働いてくれることを期待しながら、資源解析を行っているところでございます。 

 以上です。 

○橋本会長 引き続きマアジ、マサバ、マイワシの広域資源管理の状況について、九州漁

調の事務局より説明いたします。 

○事務局（佐藤） 九州漁業調整事務所沖合課の佐藤でございます。よろしくお願いいた

します。 

 日本海西部・九州西海域マアジ、マサバ、マイワシ広域資源管理方針に基づく取組状況

について、ご説明させていただきます。 

 56ページの資料１－５－２をごらんください。 

 本方針は資源回復計画を受け継ぎまして、資源回復に向けた取組内容を後退させること

なく、継続して定めているところでございます。 

 取組団体におきましては、表中にございます５団体が参画してございます。 

 今期の取組状況ですが、漁獲努力削減措置としまして小型魚漁獲回避のための漁場移動、

それに関する情報の共有、一月に一定期間を休漁する管理措置等を実施しております。こ

ちらには記載しておりませんけれども、次のページの広域資源管理方針の概要の「講じる



－27－ 

措置」に記載しておりますが、五島西方沖地区のマウンド礁の保護措置であるマウンド礁

の中心から半径１マイルにおいてマアジ、マサバ、マイワシの採捕を目的とした操業を行

わない取組も実施しております。 

 10月11日に広域資源管理検討会議を開催いたしました。本会議におきましては各団体の

取組状況等の報告、それから資源評価や取組等について情報共有を行うとともに、広域資

源管理方針の改定について検討を開始することといたしました。 

 今回の資源管理方針の改定の方向性でございますけれども、資源評価に係る変更に加え

まして、来年完成予定の隠岐海峡地区のマウンド礁の保護措置を検討することとしており

ます。 

 改定の検討結果につきましては、次回のこの委員会でご報告できるように取り組んでま

いりたいと思っております。 

 また、全国まき網漁業協会において、我が国の水産業、大中型まき網漁業のパンフレッ

トを配付いたしまして、大中型まき網漁業の役割も含め、周知等を図っております。 

 以上でございます。 

○橋本会長 マアジ、マサバ、マイワシについて、資源の状況、それから広域の資源管理

の状況について説明がございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等があれば承りたいと思います。よろし

いですか。 

 それでは、時間も大分進んでいるようです。もう14時45分になりますが、会議も長くな

りましたので、壁の時計で53分まで休憩としたいと思います。53分には席にお戻り願いた

いと思います。非常に小刻みで申しわけありませんが、よろしくお願いします。 

 それでは、一旦休憩といたします。 

午後２時４４分 休憩 

午後２時５２分 再開 

○橋本会長 再開時刻になりましたので、委員会を再開したいと思います。 

 議題（２）に移ります。 

 太平洋クロマグロに関しては先ほど資料１の２で説明ございましたが、太平洋クロマグ

ロに関する委員会指示について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局（竹越） お手元の資料58ページ、資料２「沿岸くろまぐろ漁業の承認制につい

て」でございます。 

 沿岸くろまぐろ漁業の承認制の経緯につきましては、平成23年から届出制が導入され、

平成25年から承認制へと移行しております。今回２年間ということで、今年12月で現行の

指示が切れますので、次回に向けて委員会指示の発出をお願いするものでございます。 

 概要は、２番に（１）（２）（３）とございます。 

 まず初めに、現行の委員会指示と同様、新規承認は行わない形で、自分の息子さんです

とか地域の方々に地位を承継するという承認承継は行っていきますけれども、新規承認は

行わない、すなわち、全国的には2.4万隻になっておりますが、これ以上の承認は行わず、

今までどおり、この中で承継という形で対応させていただきたいと考えております。 
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 あわせまして（２）で、漁獲実績報告書を提出いただいておりましたけれども、現行モ

ニタリングという形で県を通じて水産庁にご報告いただいておりますので、モニタリング

でご報告された場合、漁獲実績報告書は提出されたものと見なす、ということを明文化し

たいと思います。 

 最後に有効期間に関してですけれども、２年間でやってまいりたいとは思っております

が、沿岸の管理期間が７月始まりの６月終わりになっておりますので、委員会指示もこれ

に合わせた形で７月始まりの６月終わりにしたいということで、今回の委員会指示に関し

ましては１年半でお願いいたしまして、次回からは、７月から翌々年６月までの２年間と

いう形でやりたいと考えております。 

 こういった内容を盛り込みまして、59ページ以降が本文、様式となっておりますので、

これにつきましてよろしくご審議をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○橋本会長 太平洋クロマグロの委員会指示についての説明でございましたが、ただいま

の説明について、何かご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

○志幸委員 質問はありません。異議なしです。これは当分このまま続行してください。

お願いします。 

○橋本会長 ありがとうございます。 

 他にございませんか。 

 それでは、本委員会としてこの日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第48号、太平洋

クロマグロに関する委員会指示を原案どおり発動することにしてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○橋本会長 ありがとうございます。 

 それでは、第48号という決定した委員会指示につきまして、今後の事務手続上におきま

して部分的な修正でありますとか文言の修正、そういったものがあった場合、会長一任と

させていただいてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○橋本会長 ありがとうございます。 

 それでは、事務局は委員会指示についての事務手続を進めていただくよう、よろしくお

願いいたします。 

 議題（３）に移ります。マダラの資源管理の検討についてでございます。 

 本件につきましては、本年３月のこの委員会におきまして、今後の検討について随時ご

報告いたすということにしておりましたものでございます。 

 まず、水産研究所からマダラの資源状況について簡単にご説明をいただいた後、水産庁

からこの資源管理の検討状況について説明をいただきます。全ての説明を終えた後、一括

して質疑等をお受けしたいと思います。 

 まず、マダラ北海道系群の資源状況につきまして、北海道区水産研究所の伊藤資源管理

部長より説明をお願いいたします。 

○伊藤部長 北海道水産研究所の伊藤です。 
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 マダラの北海道について説明させていただきます。 

 マダラ北海道ですが、系群名で「北海道」となっておりますが、生物学的には系群構造

はまだはっきりしておりません。ゆえに今日紹介がありました他のいろいろな魚みたいに、

「○○北海道系群」とは書いていません。 

 系群構造は不明ですが、各繁殖群ごとに回遊範囲がある程度限定されておりますので、

それに従いましてオホーツク海、北海道太平洋、北海道日本海の３つに分けた評価を行い、

それを合算する形でＡＢＣを出しております。 

 まず生物学的な特徴ですが、資料74ページになります。寿命としましては、ここにあり

ますように６歳から８歳以上となっております。成熟開始年齢、これは北海道太平洋の値

なんですが、大体マダラは生物学的に見ましてこのような感じになっておりまして、雄で

３歳、雌で４歳、大体40～50センチぐらいから成熟するということです。産卵期に関しま

しては12月から３月、冬の期間に産卵するという状況です。 

 漁業の特徴としましては、北海道周辺におきましては、マダラは主に沖合底びき網と刺

網、はえ縄などの沿岸漁業によって漁獲されております。そのうち比較的沖底による漁獲

量が多くなっておりますが、海域によっては沿岸漁業が多いといった場所もあります。 

 右下に棒グラフと折れ線グラフがあわさったグラフがありますが、これは北海道全体の

漁獲量と沖底のかけまわし、100トン以上のかけまわしのマダラの有漁網数、それからマ

ダラの有漁網数と漁獲量をベースにしました１網当たりの漁獲量の変化を示しております。

青い棒が漁獲量の変化でありまして、大体1985年から95年ぐらいまで４万トン前後で推移

しておりました漁獲量がその後、減少しまして、2005年以降、若干増減はありますが、２

万トン程度で推移しております。 

 2015年としましては、北海道全体で２万1,300トン、このうち本委員会に関係します北

海道日本海の漁獲量につきましては2,400トンとなっております。 

 努力量に関しては６万網から徐々に減りまして、最近年では３万網前後となっておりま

す。 

 ＣＰＵＥですが、１網当たり100キロから200キロで推移しておりましたが、2010年ごろ

から増加しまして、ここ最近では300キロ程度で推移している状況でございます。 

 次に、本委員会に関係します北海道日本海の漁獲量について、少し詳しく説明させてい

ただきます。 

 左側の上の図、青っぽい色で塗り分けられているものが沖底、茶色が沿岸漁業となって

おります。漁獲量は1985年に１万トンちょっとあったところから一旦下がりまして、90年

代前半、8,000トン前後で推移しておりましたが徐々に減少しまして、2005年には4,000ト

ンを切った。その後、4,000トン近いところで増減しておりまして、2015年は減少して

2,400トンとなっております。 

 2005年以降、日本海の漁獲につきましては沿岸漁業が主体となっております。 

 その下、漁獲努力量の図とＣＰＵＥの図がありまして、それぞれの海域ごとに分けてお

ります。日本海のほうは、漁獲努力量を見ていただきますとずっと減少を続けている。近

年５万回程度になっているという状況です。ＣＰＵＥにつきましても、太平洋のほうは
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2000年以降増加傾向があるんですけれども、日本海及びオホーツク海はほぼ横ばいで、

400キロから300キロで増減を繰り返しているという状況になっております。 

 資源評価につきましては、100トン以上の沖底のかけまわし船のＣＰＵＥを用いまして

資源状態を判断しております。それぞれ海域ごとに判断しておりますが、全体としまして

は、その下にありますように現在、高位にありまして、ほぼ横ばい状況と判断しておりま

す。北海道日本海に関しましては、その横の図、赤い丸のグラフですけれども、2015年は

低位にありまして、傾向としましては減少と判断しております。 

 これらに基づきまして海域ごとに、管理基準の下にあります計算式を用いましてＡＢＣ

を算定しております。ここでＡＢＣ、Cave3-yrとありますのは、近年の漁獲量の３年の平

均値、0.9とか1.0とか0.7とかかかっている数字は、資源の水準に合わせてかかる係数で

す。それから3-yrの後にある数字に関しましてはＣＰＵＥ等の変化の傾きから求めた係数

となっております。 

 これで求めました全体のＡＢＣのターゲットが2017年１万7,000トン、リミットは２万

1,000トンとなっており、ここに示されておりませんが、日本海だけ抜き出して見ますと

2017年のＡＢＣリミットは1,600トンということで提示させていただいております。 

 簡単ですけれども、以上です。 

○橋本会長 引き続き、マダラのもう一つの系群ですが、日本海系群の資源状況について、

今度は日本海区水産研究所の上原資源管理部長より説明をお願いいたします。 

○上原部長 日本海区水産研究所の上原です。 

 お手元の資料の77ページです。 

 生物学的特性に関しましては、先ほどのマダラ北海道と似通った部分がございますので

省略いたします。 

 まず、漁業の特徴から説明してまいります。 

 日本海のマダラは底びき網と刺網が主な漁法となっております。漁期は冬場の産卵回遊

期で、これが日本海の一つの特徴になるんですけれども、小型の魚は漁獲対象とならずに

親魚、成魚が漁獲の主対象となっております。 

 次に、漁獲の動向ですが、左下の図をごらんください。 

 これは複数県をまとめて漁獲量を積み上げた図となっております。 

 マダラの漁獲量は周期的な変動を示す特徴があります。近年では2004年以降急増して、

2005年以降は3,000トン前後で推移して、2015年、直近年は3,312トンでした。 

 次に、資源評価の方法です。これは2000年以降の年齢別の漁獲尾数のデータをもとに、

コホート解析と呼ばれる手法を用いまして資源量と親魚量を推定いたしました。 

 次に、資源状態ですが、まずは次のページの左上の図をごらんください。青で示した折

れ線グラフが資源量となります。2005年以降は資源量は安定しており、動向は横ばいと判

断しております。 

 次に、親魚量がその横、右上にある図ですけれども、最近５年間を見ますと2011年以降
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増加しておりまして、2015年は約8,300トンという値でした。点線で示してあるのが水準

線なんですけれども、この水準線、中位よりも上にあるということから、2015年は高位で

あると判断しております。 

 次に、左下の青っぽい図が再生産関係、つまり親と子供の関係をあらわす図です。横軸

が親魚の量、縦軸がその親から生まれた子供の量、２歳魚換算ですけれども、その量です。

縦の点線の部分をごらんいただきたいんですけれども、この図の点線のところが一番親魚

が少ない2000年の部分から、ある程度良好な加入が生じていることがわかるかと思います。 

 この2000年の親魚量を、資源回復措置を講じる閾値となりますBlimitと設定しておりま

すけれども、2015年の親魚量が、先ほども申しましたが8,300トンということで、これを

上回っております。 

 次に、管理方策です。 

 マダラにつきましては、資源状態が高位・横ばいということですので、今後も親魚、成

魚を中心とした漁獲を継続するとともに、若齢魚についてはこれまで同様、混獲程度にと

どめることが重要であると考えております。このような考え方から、親魚量を維持するこ

とを管理目標といたしまして、資源計算を行い、2017年のＡＢＣ、リミットといたしまし

て3,100トン、ターゲットといたしまして2,600トンと提案しております。 

 以上です。 

○橋本会長 引き続きまして、現在のマダラの資源管理の検討状況について加藤資源管理

推進室長より説明をお願いいたします。 

○加藤室長 資源管理推進室長の加藤でございます。 

 私のほうから79ページになりますが、資料３－３、資源管理の検討状況についてご説明

させていただきます。 

 本件につきましては、ちょうど１年前の広域漁業調整委員会と水産政策審議会資源管理

分科会におきまして、マダラにつきましてＴＡＣ管理に係る検討を行ってまいりますとい

うことでご説明をさせていただいたところでございます。その後、１月から都道府県や業

界団体に対しまして、マダラに関係する漁業の実態や、ＴＡＣ管理を行うこととした場合

の課題ですとか、現在取り組まれている資源管理の内容等につきまして調査させていただ

いたところでございます。 

 その後、３月の広域漁業調整委員会におきまして検討状況の報告をさせていただいたと

ころですが、５月には先ほどの調査の結果ですとかそれまでの広域漁業調整委員会等でい

ただきましたご意見を踏まえまして、経緯や課題、今後の進め方などを整理いたしまして

水産政策審議会資源管理分科会で説明、また、水産政策審議会企画部会においても報告、

説明をしていたところでございまして、資源管理分科会の資料を次ページ以降につけてお

りますので、そちらのほうでご説明させていただきます。 

 ちょっと飛びまして、82ページをごらんください。 

 先ほど水研の方から日本海に関係する資源の状況についてご説明がございましたけれど
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も、改めまして、マダラの全体について簡単におさらいさせていただきます。 

 太平洋側につきましても北海道から茨城県までのところで分布しておりまして、これに

つきまして、北海道沖と本州側で単位を分けて資源評価が行われているところでございま

す。また、日本海側につきましても、先ほどのご説明の石川県までの群れに加えまして、

さらに福井より西側にも１つ日本海西部の群れがあるというような分布の状況になってい

るところでございます。 

 そして漁業の種類ですけれども、中ほどに沖合底びき網ですとか、それから知事管理漁

業でも刺網、はえ縄、小型機船底びき網、定置網などいろいろな漁業で漁獲されていると

いうこと、また、関係する県につきましても、その右手にございますように13県になりま

すけれども、こういったところで漁獲されているところでございます。 

 関係する水域ごとの漁獲の動向を折れ線グラフで示させていただいておりますが、中期

的に見ると変動しているということ。これは先ほどの資源評価の中でも変動している、そ

のような中で、全体として今、資源は大体高位水準にあって、良好な状況にあるといった

ところでございます。 

 続きまして、83ページでございます。こちらは詳しいご説明は割愛させていただきます

けれども、都道府県ですとか関係団体に漁業実態ですとかＴＡＣ管理についての意見、現

場の課題、それから現在の資源管理の取組などを調査させていただいて、資源管理分科会

にも提示させていただいたところでございます。 

 そういった結果を踏まえまして、80ページに戻っていただければと思いますけれども、

５月の時点で、マダラにつきましては漁獲量が多くて我が国の重要魚種の１つでありまし

て、資源水準は高位にありますものの中期的には資源が大きく変動していることから、年

間の漁獲量の上限を定めるＴＡＣの管理によって資源の安定的な利用を図っていこうとい

うことにつきましても検討する必要があるのではないかということを、示させていただい

ております。 

 そして、この時点までに把握した課題を３つに整理させていただきました。 

 まず、資源の評価についてでございますけれども、それぞれの海域で水研で資源評価に

取り組んでいただいて、精度の向上にも努めていただいているところでございますけれど

も、その方法といたしましては、資源量が把握されている系群のものと、あとＣＰＵＥで

全体の動向を見ているような資源評価のやり方もあったりしますので、もしＴＡＣとして

運用を行っていくとした場合には、期中改定も考えるなら、資源量を把握した上でＡＢＣ

を出していくというような、また、さらにそれについても精度を上げていく必要があるの

ではないか、そういったご意見を踏まえて課題と整理させていただきました。 

 ２点目ですけれども、タラについて、現在、高位水準にあるということで、ＴＡＣ管理

をやる必要はないではないか、今の管理で十分ではないかといった提起をいただきました。

その点につきましては、過去に資源が大きく変動してきたことを踏まえて、変動する資源

の状況に応じて資源管理をどのように行っていったらいいのかという点について漁業者さ
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んの理解を得ることが必要であろうということ、そのときに、ＴＡＣだけということでは

なくて、他のインプット・コントロールですとかテクニカル・コントロールなども含めた

マダラの資源管理としてどういうふうに行っていったらいいのかといったことを、ある程

度基本的なところで議論して、その考え方をまとめていくことが必要なのではないか、と

いうようなことが２点目の課題として捉えられました。 

 ３点目でございますけれども、仮にＴＡＣを行うとした場合でも、広い海域でいろいろ

な漁業がいろいろな時期にマダラを漁獲されているときに、また、マダラ以外のものを狙

ってマダラがとれてしまうということもあるときに、どのように数量配分を行ったり調整

していったらいいのか。これはそのことに向き合って考えないと、簡単にはいかないので

はないかといったご意見をいただき、課題として整理したところでございます。 

 そして、これらを踏まえた進め方として、資源評価制度の向上につきましては、データ

収集の強化ですとか手法の高度化などを引き続き進めてまいりますということでございま

す。 

 それから２点目の、マダラの資源管理をどうしていったらいいのかという点につきまし

ては、基本的な考え方を取りまとめ、それから関係者の十分な説明に努める必要があろう

ということでございます。 

 それからさらに数量管理の技術的な課題等につきましては、基本的な考え方を踏まえま

して、地域の実情に合った形でどのような管理の方法を、他のインプット・コントロール

などの手法と合わせたりしながらどのようにやっていったらいいのかといったことの検証

が必要ではないかということで整理させていただいた、こちらが５月の時点でございます。 

 そして現状でございますが、マダラの資源管理に関する基本的な考え方を秋ごろをめど

に取りまとめるということで、資料にも書かせていただいております。この内容につきま

しては、今、もう秋になって冬に近づいているところでございますが、今、検討・調整中

でございます。 

 その取りまとめのスタンスでございますけれども、そもそもどのようにマダラの資源管

理を行っていったらいいのかということで、こちらいろいろな角度から、またいろいろな

お立場からの意見を、広いエリアのいろいろな漁業の関係者のご意見を踏まえて整理する

必要がございますので、今の時点では、そういった整理を行っていく上でどのような構え、

どういうスタンスで向き合って進めていくのか、そういう整理を基本的考え方として取り

まとめさせていただくように考えております。 

 そこで、要は入り口のところを交通整理しながら、各論のところに入っていく、そこを

ちょっと慎重にやる必要があると思っておりまして、そういった整理をこの秋までにさせ

ていただいた上で、全体的、基本的な考え方をいろいろな段階でいろいろな行政、漁業者

さん、研究機関の方に集まっていただく機会を設けて議論を進めていきたい、現時点でそ

のような状況でございます。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 
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○橋本会長 マダラについて、現在の資源状況の説明、それから資源管理の検討状況につ

いての現時点での報告でございました。 

 現場の皆様方の視点、あるいは今の説明についての質問、ご意見、何でも結構でござい

ます。何かご発言のある方はおられますでしょうか。 

○伊藤委員 まだ検討段階ということで、今、加藤室長からご説明を受けたとおり、慎重

に皆さんと、北海道の場合はこのたびは大臣許可と知事許可の数字が合っていますけれど

も、今まではずっと沿岸漁業のほうが多かったんですね。その部分に関しましてもいろい

ろと不公平のないような形をとりながら、さらなるご検討をしていただきたい。 

 それにプラス、前回の北部のときにも言いましたけれども、地元に魚が揚がらなくて加

工業者が倒産していく中で、やはりその経営のことも加味しながら、検討の要素の１つに

入れてやっていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○橋本会長 資源を扱う上で大変大切な提言をありがとうございます。 

 マダラにつきまして、他に何かご発言ありませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、次の議題に移ります。 

 大変分量の多い議案でございますが、続きまして議題（４）、ただいま概算要求してい

るところですが、平成29年度の資源管理関係の予算について、事務局から簡単にご説明い

たします。 

○事務局（竹越） 85ページ、資料４「平成29年度予算概算要求の概要」でございます。

資源管理・資源調査の強化ということで、45億5,400万円の予算要求をしているところで

ございます。 

 ポイントは、資源評価の精度向上を図るための資源調査・研究の充実、それからＩＱ方

式等の実証試験調査を実施、それから資源管理計画の評価・検証結果を踏まえての効果的

な自主的資源管理措置の導入に向けた取組支援などとなってございます。 

 また、12月には政府の概算決定に向けて折衝が進んでまいりますので、しっかりと対応

を進めてまいりたいと思っております。 

○橋本会長 ただいま来年度の概算要求の資源管理に関する説明がございました。何かご

質問等はございますでしょうか。 

○志幸委員 開催挨拶で浅川部長が説明された、定置に入ったクロマグロの幼魚を放流す

る技術開発の予算もこの中に入っているんでしょうか。 

○橋本会長 入っています。新規で。 

○志幸委員 どこに入っているのかを尋ねているんです。 

○事務局（竹越） いえ、先ほどのは農林水産省の技術会議の予算ですので、それとあわ

せてその開発後ということで。 

○志幸委員 あわせて入っているんですか。 

○事務局（竹越） いえ、これには入っていません。 

 86ページの７番に、その技術開発を受けて太平洋クロマグロ漁獲抑制対策支援…… 
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○志幸委員 水産庁が毎年毎年、時間をとりながらどんなことをやったって、次の管理期

間が来ればマグロのいろいろな問題が出てきて、また同じ時間をとられるんですよ。 

 それで、浅川さんが予算をとったと言われるものだから、この中に入っておるのかな、

去年と同じぐらいの数字かなと思っているんですけれども、やはりもう少し、その予算を

とってやっていってもらいたいなと。そうでなければ、漁民のほうが不安を抱くんじゃな

いかなと思うんです。 

○事務局（竹越） ７番のところで新規事業ということで要求中でございますので、しっ

かり対応してまいりたいと思っております。 

○志幸委員 頑張ってください。 

○橋本会長 予算に関してはよろしいでしょうか。 

 それでは、時間も大分予定をオーバーしておりますが、最後の議題（５）その他でござ

います。 

 事務局で用意している議題は特にないでしょうか。 

○事務局（竹越） ありません。 

○橋本会長 事務局からは特にないということです。せっかくの機会でございますので、

出席の委員の皆様方から当委員会に関係するご発言等ありましたら意見交換したいと思い

ますので、何かありましたらよろしく発言をお願いいたします。 

○志幸委員 意見交換ではなくて、昨日の川越さんの部会での発言と同様にお願いです。

石川県の漁業調整委員会でまとめてきた要望なんですけれども、新聞紙上、マスコミでも

騒がれておるとおり、外国船の問題です。去年もここで言ったと思いますけれども、日本

海の大和堆の付近、東シナ海の虎網の問題。これは資源管理上の問題です。それからもう

一つは日本の漁民の操業の安全です。 

 それをもう少し、北太平洋漁業委員会というものは終わりだろうけれども、その委員会

をもう少し利用しながら、今まで３回やっておったのか４回やっておったのか知りません、

外国の人たちと。これをもう少し増やして、やはり一番の問題は、これから漁業をやる若

い人たちに資源を残していこうというような問題を１つ。それからもう一つは漁業者の洋

上へ出ての安全ですね。安全・安心した操業形態ができるような格好で水産庁、頑張って

いただきたいということです。これは南の人たちもみんな力を入れていただきたいなとい

うことで、川越さんからも発言がありましたが、石川県からもお願いしたい。やはり外国

との話し合いをより一層進めていって、安全操業並びにこれからの資源管理型漁業を推進

していって頂きたいと思います。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

 水産庁のほうから何かコメントは。 

○廣野室長 では、一言申し上げます。 

 言われたような話は地元の県からも、それからイカ釣りの話は全国団体からも伺ってお

ります。取締についてですが、取締船を派遣しましてしっかりやっておりますし、言われ
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たように、我が国の漁船の操業の安全を第１に、今後ともしっかり取り組んでまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○志幸委員 去年、一昨年にもこの意見をして、水産庁のほうは予算をつけて監視船を増

設していただいた。やはりこういう問題は、こういうところでも発信しておけば、水産庁

は必ず応えてくれるんじゃないか、私はそう思っているんですよ。 

○廣野室長 ありがとうございます。 

○志幸委員 文句は言わないよ、私は。応えていただきたいと思うことを言います。 

○橋本会長 大変ありがとうございます。 

 確かに、資源管理の面でも我が国の漁業者の操業の安全の面でも非常に重要な問題であ

りますので、恐らくしっかりと水産庁のほうは対応していただけると思います。 

○志幸委員 もう一言だけ。 

 今年のサンマとかイカ漁業を見れば完璧にわかるんですよ。外国船の乱暴な操業。ああ

いう乱獲をしたら必ずや資源が減少するんですよ。 

 以上です。お願いします。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

 その他について、他にご発言ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、そろそろ皆様の意見も出尽くしたようでございますので、この辺で意見交換、

要望等を終了したいと思います。 

 事務局におかれましては本日さまざまな項目でいただいたご意見、ご要望を踏まえて、

今後の委員会の運営にぜひ活用していっていただきたいと思います。 

 それでは引き続き、次回の広調委の開催予定について事務局より説明をお願いします。 

○事務局（竹越） 例年どおり、来年２月から３月ぐらいに次回の委員会を開催したいと

考えております。 

 日時、場所等につきましては、会長及び委員の皆様のご都合をお聞きしながら追ってご

連絡したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○橋本会長 次回の委員会は例年どおり、今年はたしか２月末か３月上旬に地方で開催さ

れたと思いますが、来年も例年どおり２～３月ごろに予定されているとのことでございま

す。 

 年度末ではございますが、委員の皆様方にはよろしくご予定のほうをお願いしたいと思

います。 

 それでは、委員各位あるいはご臨席の皆様におかれましては議事進行へのご協力、ある

いは貴重なご意見を大変ありがとうございました。 

 議事進行が不手際で大分予定を過ぎてしまいましたが、冒頭、議事録署名人に指名させ

ていただきました都道府県海区互選委員の福井県の齋藤委員、農林水産大臣選任の金子委

員、このお二方には後日、事務局から本日の委員会の議事録が送付されると思いますので、

署名をよろしくお願いいたします。 



－37－ 

 それでは、大変長時間のご審議ありがとうございました。これをもちまして第28回日本

海・九州西広域漁業調整委員会を閉会させていただきます。 

 長時間どうもありがとうございました。 

 

閉 会 


