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１．開催日時 

  平成２８年１１月１６日（水）１０：２８～１１：５９ 

 

２．開催場所 

  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 

  【部会長】 

   学識経験者    橋本 明彦 

 

  【都道府県海区互選委員】 

   山口海区     上野 知昭 

   福岡海区     本田清一郎 

   長崎海区     大久保照亨 

   熊本海区     福田  靖 

   鹿児島海区    甲山 博明 

   沖縄海区     金城 明律 

 

  【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 
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４．議 事 

  （１）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南西諸島海域マチ類 

    ③有明海ガザミ 

  （２）その他 
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５．議事内容 

開  会 

○事務局（今泉） 

 おはようございます。少し時間が早いですけれども、ただいまから日本海・九州西広域

漁業調整委員会第29回九州西部会を開催いたします。 

 私は、事務局の九州漁業調整事務所で４月から資源管理を担当しております今泉と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、大臣選任委員のうち漁業者代表の濵田委員及び藤田委員、また、学識経験者の

安成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ります17

名のうち定足数の過半数を超える14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程第５条に基づきまして、本日の部会は成立し

ていることをご報告いたします。 

 また、本部会の事務局ですが、４月の人事異動によりまして当事務所の所長が森所長か

ら廣山所長に代わっておりますので、併せてお知らせいたします。 

○廣山所長 

 どうぞよろしくお願いします。 

○事務局（今泉） 

 それでは橋本部会長、よろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 

 おはようございます。 

 本日は大変お忙しいところ九州西部会にご参集いただきまして、まことにありがとうご

ざいます。 

 最初に、海区互選委員の交代がございましたので、ご報告申し上げたいと思います。 

 鹿児島海区互選委員の野村義也委員が退任され、後任に甲山博明委員が、沖縄県海区互

選委員の山川義昭委員が退任され、金城明律委員が選任されております。 

 恐縮ではございますが、新任の甲山委員、金城委員より一言ずつご挨拶をいただけたら

と思います。よろしくお願いいたします。 

○甲山委員 

 鹿児島の連合会の会長をしております甲山でございます。 
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 前任の野村会長が勇退されまして、私にやれというふうなことで仰せつかったわけでご

ざいます。どうか今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

○金城委員 

 沖縄海区の知事選任委員でございます金城でございます。新米の委員でございますけれ

ども、よろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。新任委員のお二方、これからよろしくお願いいたします。 

 本日は、水産庁から加藤資源管理推進室長、国立研究開発法人水産研究・教育機構瀬戸

内海区水産研究所から小畑資源生産部長、西海区水産研究所から田邉主幹研究員、吉村資

源生産部長外、多数の方が出席されております。よろしくお願いいたします。 

 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よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（今泉） 

 本日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、配席図をホチキス止めした資料

が１つ。もう一つのホチキス止めの資料で、本日部会でご説明させていただきます資料と

いたしまして、トラフグ関係の資料が資料１－１、１ページから。５ページの資料１－２、

13ページの資料１－３、17ページの資料１－４、マチ類関係の資料といたしまして19ペー

ジの資料２－１、23ページの資料２－２、それからガザミの資料といたしまして27ページ、

資料３－１、35ページの資料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。よろしいでしょうか。 

 説明の途中でも、資料に不足等がございましたらその都度、お手数ですけれども事務局

のほうにお申し付けいただければと思います。 

 では部会長、よろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 

 それでは、議事に入らせていただきますが、後日まとめられます当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。当部会の事務規程第11条により、僣越ではございま

すが部会長の私から指名させていただきたいと思います。 
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 本日の部会の署名人としては、海区互選委員から大久保委員、農林水産大臣選任委員か

らは森脇委員、このお二方に本日の部会に係る議事録の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いたします。 

 それでは、議事次第に沿って進めさせていただきます。 

 議題（１）広域魚種の資源管理についてに入ります。 

 本議題では、部会に関係いたします広域資源管理を実施している九州・山口北西海域の

トラフグ、南西諸島海域のマチ類、それから有明海におけるガザミ、これらの資源動向に

ついて、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及び西海区水産

研究所のそれぞれのご担当者から説明をいただき、事務局からはトラフグの広域資源管理

方針、南西諸島海域のマチ類の広域資源管理方針、有明海のガザミの広域資源管理方針、

これらの資源管理の取組状況について、順次報告、説明をいただくこととしております。 

 議事次第の魚種の順番に魚種ごとに進めていきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、①九州・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─なんか早口言葉を言っているようですけれども、小

畑資源生産部長からご説明をお願いいたします。 

○小畑部長 

 瀬戸内水研の小畑です。 

 資料１－１の１ページ、「ダイジェスト版」という資料がございますけれども、これに

ついて上から順に説明していきたいと思います。 

 図を中心にいきたいと思います。 

 まず、生物学的特性ということで、寿命は約10歳。 

 成熟開始年齢というのが右のグラフになりますけれども、雄が２歳からで雌が３歳から

となっています。 

 産卵期と産卵場、左側に日本地図がございますけれども、これが日本海・東シナ海・瀬

戸内海系群となっておりますが、オレンジ色の丸、ちょっと小さくて申しわけないですけ

れども、これが産卵場と言われております。 

 次に移りまして、漁業の特徴としましては、魚種、海域によって違いますけれども、内

海域では３から６月に２歳以上の親魚が獲られる。続いて７月から翌年１月に０歳魚を中

心に獲られる。漁業の中心となっている日本海・東シナ海の沖合等につきましては、12月
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から３月にはえ縄によって漁獲されています。 

 この種は栽培対象種ということで、種苗放流がなされておりますけれども、直近の2015

年につきましては約185万尾の人工種苗が放流されて、０歳魚に占める放流魚の割合は約

30％。放流種苗の漁獲加入までの生残率、添加効率と言っておりますけれども、これが約

0.07、パーセントで言うと７％となっております。 

 漁獲の動向といたしましては、左側の棒グラフですけれども、2002年からトラフグとし

ての漁獲のデータがございますが、2002年、約360トンから減少傾向で、2015年には233ト

ン。長期間の漁獲のデータがございませんから下関の唐戸魚市場の取扱量を指標としてお

りますけれども、1997年に特に減ってからは大体109トンから336トンで推移して、2015年

は136トンでした。 

 次のページにいきまして、資源状態です。 

 その右側に矢印等が描いてある図がありますけれども、資源の動向としては減少で、資

源の水準としては低位と評価をいたしております。それについて、グラフのほうで説明い

たします。 

 左の一番上の図が資源量、青い折れ線グラフが資源量ですけれども、近年でいきますと

2011年以降、この５年間が減少傾向にあります。直近の2015年漁期は883トンです。右側

の上のグラフに移りまして、この青い折れ線グラフが親魚量を示しておりますけれども、

親魚量につきましては、横ばいかやや増加傾向。近年、この３年ぐらいは若干落ちていま

すけれども、総合的に見るとそういった傾向がございます。 

 赤い折れ線グラフですけれども、これが再生産成功率といいまして、資源量推定をした

０歳魚を親魚量で割った値になります。これが2006年以降減少傾向にあったんですけれど

も、近年は低位ながらも横ばいから、2015年につきましては若干増加したというような結

果となっております。 

 左側の真ん中の図は下関唐戸市場の取扱量、先ほどもちょっと出てきましたけれども、

長期的な漁獲量のデータがございませんので、この取扱量。これは内海産のみです。外海

産はＥＥＺ等のデータを含んでいるということで、内海産を指標にしておりますけれども、

この一番高いところ２つを例外と見なしまして、一番上から３等分して、下から低位、中

位、高位という水準判断をいたしております。近年は低位のところに入っておりますので、

低位と判断したということです。 
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 右側の下のグラフですけれども、これは横軸が親魚量で縦軸が天然の加入尾数ですけれ

ども、そのいわゆる再生産の関係を見ているということですが、親魚量が大きく振れてい

ないこともありまして、加入尾数もその間でごちゃごちゃとしていて、明瞭な関係は見ら

れません。 

 左の一番下のグラフは、横軸が年で縦軸が０歳魚の資源尾数です。それに占める放流魚

の割合で、下の青が天然、上の赤が放流です。先ほど2015年は約30％が含まれているとい

うことですが、近年は３割から４割ぐらい放流魚の割合がある。2015年の０歳魚トータル

といたしましては、近年では2010年ぐらい、少し加入がよかった、発生が多かったという

ことになっております。 

 最後に管理方策ですけれども、今までのところを見てきて総合的に考えますと、現状の

漁獲や人工種苗放流が継続されると考えた場合、資源量は減少を続けるのではないか。特

に０歳魚の発生が若干低迷していることがありますので、そういったことも含めて、さら

に今後、増加傾向であった親魚量も2019年以降は減少するのではないかと予測されており

ます。そういったことを総合的に考えると、漁獲圧の削減に加えて効率的な資源添加など

加入量、種苗放流や若齢魚の保護等も含めて加入量を増やす努力が求められるだろうとい

ったことを含めて、本系群の資源量を2025年漁期に960トンに回復させるというのが昨年

のトラフグ資源管理の全国会議で了承されておりますので、その目標を管理目標として、

2017年のＡＢＣを算定いたしました。 

 その結果が表になっておりますが、2017年のＡＢＣ、ターゲットが153トン、リミット

が186トンとなっております。先ほども説明したとおり、2015年漁期の０歳魚の尾数は比

較的多い可能性がありますので、そういったものを今後、大事にしていくようなことも必

要ではないかと考えております。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまのトラフグの資源状況についての説明について、何かご質問、ご意見等ござい

ましたら承りたいと思います。よろしいですか。 

 それでは、トラフグの広域資源管理の取組状況について、事務局からお願いいたします。 

○事務局（今泉） 

 九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理の取組状況につきまして、平成28年度の取組
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状況と平成27年漁期の漁獲実績と平成29年度以降の３つに分けてご説明したいと思います。 

 お手元の資料の５ページ、資料１－２をご覧ください。 

 まず、平成28年度の取組状況でございますが、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記載しておりまして、右の欄に項目ごとの実施状況を記

載しております。 

 （１）漁獲努力量の削減措置ですが、①休漁期間の設定といたしまして、対象海域を設

定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からＥ海域につきましては、

９ページの図を見ていただければと思います。Ａ海域からＥ海域まで、対象海域の休漁期

間が図で示されております。 

 戻っていただきまして、②全長制限といたしまして、小型魚保護のために全長25センチ

以下の小型魚を再放流しております。 

 ③承認・届出の関係ですが、総トン数５トン以上のトラフグはえ縄漁船につきましては、

県ごとの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トン以

下のものにつきましては、広域漁業調整委員会への届出ということで実施しております。 

 次のページの（参考１）に、10月末時点の承認と届出の隻数をまとめております。承認

隻数が163隻で届出の隻数が62隻、合計で225隻となっております。 

 戻っていただきまして、この漁獲努力量の削減措置の①から③の取組につきましては、

その実効性を担保するために広調委指示第45号と46号、２本の広調委指示を発出しており

ます。 

 （２）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。 

 次のページの（参考２）に、平成28年度の種苗放流の状況を記載しております。関係県

の合計で、約160万尾の種苗放流を実施しております。なお、この種苗放流につきまして

は、関係漁業者、関係県の方々の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。 

 その下、（３）漁場環境の保全措置の取組といたしまして、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、海底清掃を実施しております。また、

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県の４県におかれましては、投棄漁具等を回収する海底清
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掃を実施しております。 

 ２、その他といたしまして、①トラフグ親魚の標識放流ですが、これは山口県さんのほ

うで平成19年度から、定置網に入りましたメスの産卵親魚を買い上げまして標識放流を実

施しております。これまでに575尾、平成28年度は58尾を放流しておりまして、これまで

に34尾の再捕報告がございます。 

 さらに②ですが、卓越的発生時の緊急対応ということで、昨年生まれのトラフグにつき

まして、先ほど水研さんからもご報告がありましたが、比較的例年より発生がよかったと

いう情報がございまして、卓越的な発生があった可能性が示唆されていることから、これ

を少しでもとり控えて産卵親魚につなげていくことが重要であるという観点から、関係県

が連携して何か緊急的な対応ができないかということで、検討を進めました結果、小型魚

の再放流に関しまして、現行の広調委指示では25センチとなっているんですけれども、こ

れを５センチアップの全長30センチ以下の再放流ということで、自主的な取組としまして

今漁期、平成28年度に実施しているところでございます。 

 さらに、各地域で取組可能な追加的な措置によりまして、これまで以上に漁獲努力量を

増やさないように、できれば少しでも削減するよう努めていくこととしております。 

 その下の③につきましては、平成27年度漁期の漁模様といたしまして、次のページにま

たがってしまっているんですけれども、トラフグの外海産漁獲量を月別に載せております。

平成27年度の漁獲量につきましては、合計で124トン、対前年度比で125％となっておりま

す。 

 ８ページ、９ページにつきましては、先ほどご説明しました休漁期間につきまして、表

と図で示したものを添付しております。 

 10ページ、11ページにつきましては、今年度の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。昨年、一昨年と山口県下関で、20府県の

関係者が一堂に会しましてトラフグ資源管理検討会議が開催されておりますが、今年も第

３回の会議が11月25日に開催される予定となっております。このことにつきましては、今

日の午後に開催されます本委員会におきまして本庁管理課から説明される予定になってお

ります。 

 続きまして資料１－３、13ページですが、これは平成27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でございます。 
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 操業実績の報告につきましては、資源状況の把握をするために、広域漁業調整委員会指

示によりまして報告書の提出を義務づけているものでございます。13ページのものは承

認・届出隻数と実際に操業に出た漁船の隻数を県別、トン数の階層別に集計したものでご

ざいます。平成27年度漁期の承認・届出の隻数合計が233隻で、実際の操業実隻数が134隻

となっております。 

 14ページが県別にトン数の階層別の漁獲尾数を表にしたものです。ちょっと細かいです

が、真ん中の下のほう、全体の合計で６万2,613尾となっております。 

 15ページが、先ほどの６万2,613尾の数値を県別、月別にあらわした表になっておりま

す。 

 16ページは、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いただいているところでございます。 

 最後に資料１－４、17ページ、平成29年度以降の取組に関するものでございます。 

 17ページにつきましては、現行のトラフグ広域資源管理方針の実施期間が平成29年４月

末で終了することに伴いまして、昨年度から広域検討会議等におきまして関係者間で検討

を進めてきたところですが、引き続き資源管理の取組を継続していくということで合意し

ておりまして、これまでの協議の結果を反映した見直しの案につきまして、その概要の新

旧対照表を作成したものでございます。 

 対照表の左側が現行で右側が改正案になっておりまして、変更点といたしましては、ま

ず、３番目の目標のところですけれども、現行は短期目標が資源量の現状維持、中長期目

標が平成18年度水準まで回復となっておりますが、改正案は、昨年10月に下関で開催され

たトラフグの全国会議の場で関係府県で確認されました管理目標、10年後に960トン、中

間的に５年後875トンへの回復を目指すとなっております。 

 次が漁獲努力量削減、②小型魚の再放流ですが、現行、全長25センチ以下を全長30セン

チ以下と５センチアップのものを再放流するとしております。 

 次は、（４）その他のところに自主的な取組といたしまして、先ほどご説明した卓越発

生時の緊急対応に関する記載と、その他の自主的に取り組まれているものにつきまして具

体的に記載を追加しております。 
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 最後に５番目の実施期間が、目標のところの中間的な５年というところに合わせまして、

平成33年４月末までとしております。 

 この内容で、現在、細かい文言の修正等を調整しているところでございます。 

 この方針に基づきます委員会指示につきまして、これまでと同様に２本予定しておりま

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

う一つが小型魚の再放流と操業期間の制限などを定めたもの、２本の委員会指示を予定し

ております。 

 次のページに、委員会指示に基づくトラフグはえ縄漁業の承認・届出の関係の事務取扱

要領がございますが、これにつきましても事務の簡素化、効率化という観点から見直しを

検討しております。 

 主な改正点といたしましては、２．に記載してありますように、申請・届出の際は漁協

を原則として経由していただく。添付書類につきましては、そこに①から⑥まで書いてあ

りますけれども、できるだけ省略を図ること。（３）漁獲成績報告書につきましては、資

源管理の取組状況の把握のために必要なデータということで、再放流の尾数の欄を追加さ

せていただいているところでございます。 

 今、概要を説明いたしました見直しの関係で、資源管理方針の見直しと広調委指示と事

務取扱要領の見直しにつきましては、今後、大きな変更がなければ細かい文言の修正をし

た後に関係者で最終的に合意しまして、春に開催予定の広調委の本委員会にご報告し、そ

の方針に基づく委員会指示につきましてお諮りいただくということで進めていきたいと考

えております。 

 トラフグの資源管理の取組に関する説明は、以上です。 

○橋本部会長 

 トラフグにつきまして、事務局から少し盛りだくさんの、平成28年度の取組状況の話、

それから平成29年度漁期に対応した新しい管理方針、それに伴って来年度の、広調委が毎

年出しているトラフグについての隻数上限あるいは再放流等についての２本の指示、それ

から最後に説明のあった承認事務取扱要領の改正、そういった点について説明がございま

した。 

 ただいまの説明について何かご質問、わからなかった点とかご意見とかございますでし

ょうか。 
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○清野委員 

 詳細なご説明ありがとうございました。 

 この中で特に、頑張れる地域についてはさまざまな自主的な取組を行っているというお

話がございました。私も福岡に住んでおりますけれども、これが消費者になかなかわから

なくて、実際に以前の規制サイズよりも10センチ近く大きくしてから獲ろうというか、そ

ういうところの県もある中で、そこについて何らかの施策というか、それは資源関係では

なくて流通課とかそういうところなのかもしれませんけれども、そういう方策をとられて

いるかが１つ質問です。 

 もう一つは、９ページの各海域の休漁期間ということで、これももう既に決まっていて、

できたときにはさまざまな情報も付加されて提供されたんだと思いますけれども、この休

漁期間というのがいろいろな漁業者も参加した調査によって、それぞれの海域でちょっと

ずつ違っていてという、その理由も含めて資料になっているとか公表されていると、わか

りやすいのかなと思いました。 

 それは私が福岡県内の漁師さんでトラフグの調査に参加された方のお話を伺ったときに、

生活史の調査に本当に多くの力を割いて、もう大学術調査のようなことをされて生活史解

明と、それから適正な放流場所とか漁獲の方法等を決められたということがありました。

ですからこういう資料で紙媒体として出てくるのは、もう最終的なエッセンスだと思うん

ですけれども、そのプロセスがわかるともうちょっと多くの人たちの協力なり理解が得ら

れるのかなと思っております。 

 質問についてはそういった、漁業者も含めてさまざまな調査や議論や工夫があってのも

のが、どのような形で、対外的なところに活用されているかということで、何か情報なり

ご意見がありましたら教えていただけたらと思っております。 

○橋本部会長 

 今、清野委員からは、このトラフグについて自主的な取組をしている点を消費者にどう

やってアピールされているか、していくか、あるいは今現在、何かしようとしているか。

それから、それぞれの海域の休漁期間等が決まったプロセス、そういったものについても

何かわかりやすく一般消費者等に向けて発信していくのか、あるいは一部されているのか、

そういった点について何か考えはあるかということだと思いますが、九調のほうから何か

コメントありますか。 
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○廣山所長 

 残念ながら、我々のところは今、どちらかというと規制する側の仕事をやっているもの

ですから、そういうものはどちらかというと、漁業者の皆さんが自分のところで、ブラン

ディングとか、そういう中で取り組まれるのに必要であれば我々が情報提供するという形

ではやっていけるんだと思います。実際、ここではないところ等では「我々はこういうこ

とをしています」と積極的にアピールしている漁業者団体等もありますので、言われたよ

うに、そういうことをストーリーとして伝えることで逆に自分たちが今、食べているもの

がどういう流れでここに来ているのかをよく知っていただいて、お魚に対するありがたい

なという気持ちが増えるんだと思うので、ぜひやっていければいいなと思います。 

 ちょっと漁業者団体の方々、資料のどこかにもありましたけれども、いろいろな形で

我々とも接触があるので、そういうところで、そういうことも積極的にやられてはどうで

すか、我々としてこんなお手伝いができますよというのを少し整理して、やってみたいな

という気持ちはあります。 

○橋本部会長 

 他にご質問等はございませんでしょうか。 

 このトラフグについてはまた委員会の場で、例えば本年度の全国会議、先ほど11月25日

と言われましたか。 

○事務局(今泉) 

 そうです。 

○橋本部会長 

 下関ですか。 

○事務局（今泉） 

 萩です。 

○橋本部会長 

 他に何かご質問ございますでしょうか。 

 他にございませんようですので、トラフグの広域資源管理方針の見直し、それから委員

会指示という話がございましたが、この後、内容に特に大きな変更がなければ来年春に開

催されます日本海・九州西広域漁業調整委員会の本委員会に報告、提案して審議をいただ

くことにしたいと思いますが、委員の皆さん、そういう予定でよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○橋本部会長 

 特段異議がないということでございますので、トラフグに係る委員会指示等につきまし

ては来年春の広調委の本委員会に報告、提案してご審議いただくことにしたいと思います。 

 ありがとうございます。 

 次に、２番目の魚種でございます。南西諸島海域におけるマチ類につきまして、国立研

究開発法人水産研究・教育機構西海区水産研究所、資源海洋部の田邉主幹研究員からご説

明をお願いいたします。 

○田邉主幹研究員 

 西海区水研の田邉と申します。 

 平成28年度の資源評価につきまして、資料２－１をもとにご説明させていただきます。 

 マチ類なんですけれども、余り馴染みのない方もいらっしゃると思うので、若干説明さ

させていただきますが、分類上はスズキ目フエダイ科に属しております。主に100メート

ル以深に生息する深海性魚類の総称です。このうち漁獲量が多いアオダイ、ヒメダイ、オ

オヒメ、ハマダイを毎年の資源評価の対象として、平成16年度から、関係県と連携しなが

ら資源調査を実施してきました。 

 マチ類の分布域ですけれども、資料19ページの真ん中辺の左の図にありますように、主

に紀伊半島の西側から南西諸島、そして東では小笠原海域を中心に分布していまして、漁

場も小笠原諸島と南西諸島海域に形成されます。このうち小笠原は漁獲量がそんなに多く

ないものですから、資源評価の対象としているのは鹿児島県の南から沖縄県の南西諸島海

域でございます。 

 生物学的な特徴ですけれども、この４種、いずれも寿命は20歳前後から、最も長いハマ

ダイでは60歳ぐらいまで生きるのではないかということで、非常に長生きする魚種である

ことが特徴です。それから成熟も、最も小型のヒメダイはゼロ歳から成熟することがわか

っているんですけれども、最も大きくなるハマダイは19歳以上にならないと全体的に成熟

しないことが知られておりまして、ですので非常に長生きであることと、大型になる魚種

では非常に成熟が遅いというのが特徴であります。 

 産卵期は、おおよそ春から夏が中心と知られております。 

 漁業の特徴ですけれども、鹿児島県、沖縄県の100メートル以深で操業する深海一本釣
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り船、あるいは底建はえ縄によって漁獲されております。一本釣りでマチを周年ねらって

操業する専業者も多いんですけれども、ソデイカといったものと兼業という漁業者も存在

しております。操業日数ですが、５トン未満の小型船であれば日帰りから３日程度、５ト

ン以上の大型船になりますと１週間程度の航海をする場合がございます。 

 次に漁獲の動向ですけれども、2015年の漁獲量は、19ページの下にありますように、ア

オダイは338トン、ヒメダイは114トン、オオヒメは80トン、ハマダイは233トンございま

した。 

 19ページの一番下と20ページの上の図に魚種別に漁獲量を示してございます。アオダイ

とハマダイに関しては、沖縄県と鹿児島県の両県の漁獲量を合わせた経年的な推移を示し

てございますが、ヒメダイとオオヒメに関しましては沖縄県のみの漁獲量を示してござい

ます。これは鹿児島県の漁獲量が、近年までオオヒメとヒメダイを混在していた、近年よ

うやく多くの漁協で魚種を分けて統計をとるようになったということから、この図には沖

縄県の漁獲量を示してございます。 

 動向ですけれども、アオダイは、左下の図にありますように、基本的に減少していると

見受けられます。ヒメダイでもずっと右肩下がりに推移してきたことが見てとれます。一

方20ページの上の図、オオヒメは近年、大きく変動した年があるんですけれども、この２

年間はその一時的な減少から回復しているということで、その前の水準に見えます。ハマ

ダイに関しては2000年前後に底となって、それから少し増加傾向があったんですけれども、

最近年ではほぼ横ばいで推移しているということでございます。 

 次に、資源評価方法ですけれども、資源水準の判断は、1960年から2015年まで56年分の

漁獲統計がある鹿児島市中央卸売市場のデータをずっと用いております。図は20ページの

真ん中下あたりにあります。 

 昨年度まではこの４種を合わせて、鹿児島のデータを用いて資源水準を判断していたん

ですけれども、少し詳細にということで、今年度からアオダイと、オオヒメ、ヒメダイに

関しては先ほどご説明したような事情から２種合わせて、それからハマダイと、２種１種

群に関しての水準を見ました。いずれも漁獲量の最高と最低の間を３等分して、高位、中

位、低位と区切っておりますけれども、近年の水準ではいずれも低位にとどまっておりま

す。 

 資源の動向に関しましては、20ページの一番下から21ページの上にあります４枚の図で、
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八重山漁協所属船の魚種別の漁獲量、それからＣＰＵＥをこの図に示しておりますが、資

源の動向は黄色い丸と折れ線グラフで示しました八重山船ＣＰＵＥを使って判断しており

ます。 

 補足しますと、昨年度まではこれに大型船のＣＰＵＥを用いていたんですけれども、大

型船に関しましては非常に変動傾向が激しいこと、また漁獲が非常に多いということで、

動向判断には用いないほうがいいのではないかと考えまして、今年度から八重山船のＣＰ

ＵＥのみで動向を判断することといたしました。 

 実際の資源の動向ですけれども、アオダイでは、近年５年間のＣＰＵＥが減少傾向にあ

るということで、減少と判断しました。ヒメダイに関しましては、20ページの下の右側の

図ですけれども、ＣＰＵＥが2011年から2012年にかけて右肩下がりということで、動向は

減少と判断いたしました。次にオオヒメですけれども、漁獲量で見ますと若干下がってい

るように見えるんですけれども、ＣＰＵＥで見るとほぼ横ばいということから、動向は横

ばいと判断しました。ハマダイに関しましても、ＣＰＵＥは一時的に増加している年もあ

るんですけれども、2011年から15年までを総合すると横ばいと見受けまして、動向は横ば

いと判断いたしました。 

 最後に資源の管理方策ですけれども、今年から新たにＡＢＣを算定することとしました。

漁獲統計も、先ほど申しましたように歴史的には魚種の区分が十分でなかったりというこ

ともあって、あるいは生物学的な情報としましてもまだまだ不明な点が多いんですけれど

も、そこを踏まえて、漁獲量あるいはＣＰＵＥの動向を見ながら、その水準あるいは変動

傾向に合わせて漁獲を行うことを管理方策としております。 

 ＡＢＣの魚種別の推定値に関しましてはこの表にありますので、細かな説明は割愛させ

ていただきますけれども、今年から算定して、また管理に向けて改善していこうと考えて

おります。 

 また、ＡＢＣ以外ですけれども、2012年から広域資源管理方針ができまして、保護区の

拡大、鹿児島県、沖縄県合わせて22区、周年ないし期間禁漁を行っております。それから

漁獲のサイズ制限ということで、小型魚をできるだけとらないようにしましょうというこ

とで保護策を導入して取り組んでおります。しかしながら、先ほど資源状態をご説明しま

したように、非常に水準としては低い水準で、また一部の魚種では減少傾向も見られると

いうことで、今後とも保護区の維持ないし小型魚の保護といった長期的な管理措置を続け
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ていく必要があると考えております。 

 以上でご説明を終わります。 

○橋本部会長 

 西海区水研からマチ類の資源状況についての説明がございましたが、ただいまの資源状

況の説明について、何かご質問、ご意見等はございますでしょうか。特段ございませんか。 

 それでは、資源状況については特段質問ないようですので、次に、南西諸島海域マチ類

の広域資源管理の取組状況について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（宮沢） 

 九州漁業調整事務所、宮沢です。 

 私のほうからマチ類に関する取組状況について説明させていただきます。 

 23ページの資料２－２でございます。 

 広域資源管理方針の実施措置といたしまして、漁獲努力量の削減措置を行っております。 

 まず、鹿児島県から説明していきたいと思います。 

 ①保護区の設定。周年保護区３区、そして期間保護区16区の計19区を設定しております。 

 ②小型魚の保護といたしまして、鹿児島海域（熊毛海域・奄美海域）において小型のハ

マダイが漁獲された場合の漁場移動を実施しております。 

 ③その他ですが、同海域の期間保護区において、漁獲可能な期間においてもハマダイの

専獲の抑制を実施しておるところでございます。 

 続きまして、沖縄県でございます。 

 ①保護区の設定。周年保護区１区及び期間保護区４区の計５区を設定しております。 

 ②小型魚の保護としましては、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、オオヒメが釣れた場合は漁場の移動あるいは釣針の水深を変更しておりま

す。 

 ③公的担保措置といたしまして、保護区を実効性あるものとするため、沖縄海区漁業調

整委員会指示による公的規制を実施しておるところでございます。 

 次のページでございます。先ほど述べました鹿児島県、沖縄県の保護区の位置を示して

おります。 

 25ページですが、こちらが沖縄海区調整委員会の指示になっております。 

 26ページは広域資源管理検討会議及び漁業者協議会等の開催実績ということで、これま
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で３回。８月16日に鹿児島県で実施しております。マチ類資源管理に係る沖縄県・鹿児島

県漁業者間協議会の結果報告について。９月５日は沖縄県で、第二多良間堆での操業調査

及びマチ類保護区に関する調整ということで意見交換の場を設けておるところでございま

す。11月４日には、マチ類の広域資源管理検討会議を九調のほうで開催しました。資源動

向についてと平成28年度における広域資源管理の取組について、関係県、研究者で会議を

開催したところでございます。 

 マチ類に関しては以上でございます。 

○橋本部会長 

 ただいま南西諸島海域のマチ類について、資源管理の取組状況について説明がございま

した。保護区あるいは取組状況等、毎年と同様の取組ということでございます。 

 ただいまの説明について、何か質問等あれば伺いたいと思います。 

○福田委員 

 海水温の上昇に伴って、この分布域は現在も余り変わっていませんでしょうか。 

○田邉主幹研究員 

 分布域、浮魚類では一部、分布域が北上したといった情報もあるんですけれども、底物

のマチに関しては、詳しく調べていないというところもあるんですが、現在のところでは

漁場が北に行ったというお話は聞いておりません。 

 ただ、それが、だからといって本当に分布域が変わっていないかどうかというのは、科

学的には言えないところです。情報がないというのが正直なところです。 

○福田委員 

 水温が余り変化していないということですか。 

○田邉主幹研究員 

 表層水温と低層水温は、やはり違うところがあるとは思います。 

○橋本部会長 

 他に何かご質問等。資源のほうでも取組状況のほうでも構いませんけれども、ございま

せんか。 

○清野委員 

 これ、本当に保護区の管理に現場は苦労されていると思います。実際にどうやって監視

とか管理に行かれているか、以前聞いたときは人が船で行ってということだったと思うん
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ですね。それで１つ質問としては、やはりそういった有人で、人が行って見ているのかと

いうこと。 

 もう一つ、ご提案としては、今、ドローンの技術とか無人長距離飛行とかそういうもの

がいろいろあって、洋上のごみだとかいろいろなものを人が行かなくても、特にこのよう

に場所が決まっているところは頻繁にチェックに行く等できるようになっていると思いま

す。ですからそういう意味で、管理を強化するというか、そういうものについてどんな方

策で、具体的になっていなければ今後の方針とかご意見でもいいんですけれども、漁業者

が高齢化して減る中で、仮に現場に行って違法なものと出会ったときも相当怖い状況にあ

るというか、日本側は数少なくて相手が大きい場合もあるので、そういう意味で、もうち

ょっと手厚くできないのかなと思いますが、何かありましたらと思います。 

○橋本部会長 

 清野委員から、保護区の管理についてどのような方向性を持っているかということでご

ざいますが、九調から。 

○事務局（今泉） 

 保護区の管理につきましては、沖縄県、鹿児島県も取締船等で順次、巡視もされている

ことと思います。水産庁も、国の取締船がこの海域のほうにも配備されておりますので、

随時監視というところはされているということではありますけれども、また、先ほど清野

委員からも、実際漁業に出られた方がそういったものを目撃したら通報が来るようなこと

にもなっていまして、それに対して対応していくといったことは、これまでもしてきてい

るところであります。 

 そこは引き続きしっかり対応していくというようなところは考えているんですけれども、

ドローンの話等もございますけれども、そういった有効に使えるものがあるのであれば、

そういうところも検討できるのであればしていければとは考えております。 

○橋本部会長 

 よろしいですか。ドローンはまだちょっと海上にはなかなか……、落っこちてしまった

ら回収もできなくなりますし、それだけ長距離の航続性があるものが既にあるのかどうか

ですけれども。 

○清野委員 

 開発はしていますので、将来的にはそういう技術の動向をまた見ながらということでし
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ょうけれども。 

○橋本部会長 

 そうですね。ありがとうございました。 

 マチ類について、他に何かございますでしょうか。 

 もしなければ、ちょっと急ぐようで申しわけありませんが時間の都合もございますので、

３種目として有明海におけるガザミについて、国立研究開発法人水産研究・教育機構西海

区水産研究所の吉村資源生産部長から御説明をお願いします。 

○吉村部長 

 吉村でございます。よろしくお願いいたします。 

 27ページ、資料３－１に沿って有明海ガザミの資源動向調査結果をご報告いたします。 

 調査が行われております県は、有明海でガザミを漁獲している福岡、佐賀、長崎、熊本

の４県でございます。 

 各県におきまして、１、調査の概要に書かれておりますとおり３つの調査が行われてお

ります。１つ目が、市場調査ですとか標本船調査に基づく漁業概要調査。２つ目が、漁獲

物を観察したり測定することによる生物学的特性に関する調査。３つ目が、統計値の分析

等に基づきます資源状態調査でございます。 

 まず、２番の漁業の概要からご説明しますけれども、有明海４県の場合、主にかご、そ

れから刺網、それに加えて小型底曳、たもすくい網といった４つの漁業種が主にガザミを

漁獲しております。 

 漁期は県によっても漁法によってもさまざまでございますけれども、およそ１月は休漁

期に入っておるようでございます。 

 漁獲動向ですけれども、かつて最盛期であった昭和60年代初期は、長崎県、佐賀県が約

700トンクラス、熊本県が300トン、福岡県が80トンといった漁獲高を誇っておりましたけ

れども、近年はそれらが全て低下しまして、10トンから20トンということでほぼ横並び状

態となっております。 

 まず福岡県でございますけれども、平成27年度の漁獲量は13.5トンで過去５年平均の５

割程度、佐賀県が23トンで、やはり過去５年平均の７割程度、長崎県が26トンで過去５年

の約60％、熊本県が少なくて10トンとなっておりまして、熊本県の場合は平成以降で最も

不漁の年であったとされております。 
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 ３、生物学的特性に入りますけれども、産卵期は従前から言われておりますとおり、大

体５月から10月なんですけれども、最盛期が６月から８月、特にその中でも卵を抱いてい

る雌がたくさん出てくるのが５月、６月です。産卵場所ですが、湾の中央部ですとか湾口

部、それから有明海の外側に位置しております橘湾周辺で産卵が確認されております。 

 成熟年齢としましては、甲羅の幅が14センチで卵を抱いている雌が見つかっており、こ

れが最も小さいと考えられておりますけれども、大体１年未満で成熟すると考えられてお

りまして、夏場に孵化したものが早ければその年の中に成熟を迎えるということで、成長

は早い模様です。 

 ４、性比につきましては、これは甲殻類によく見られる傾向ですけれども、雄のほうが

多くて雌が少ない傾向が平成27年度も見られたということですが、熊本県の10月以降のみ、

雌が高いという普段とは違う現象が見られたということです。 

 本系群の分布海域は有明海全域、それから有明海に続いております八代海と橘湾、一部

は天草地域の東シナ海に面しております西側水域にも分布していることが知られておりま

す。 

 ６、移動ですけれども、福岡県の柳川あたりで放流されたガザミは、遠いところで長崎

県の島原ですとか橘湾での再捕が報告されておりますけれども、2003年から2007年にかけ

て共同で行われた調査等の結果から、湾の奥で放流された個体は湾の中央部で再捕される

場合が多いんですけれども、橘湾ですとか、一部は東シナ海側でも再捕されるというよう

に移動する個体も見られ、最高で80キロを超えるような事例も見られたということです。 

 ７、寿命ですが、一般的に２～３年と考えられておりますけれども、これまでの知見か

ら雄が１年半から２年、雌は３年程度と考えられております。脱皮した後、体全体が柔ら

かくなりまして、これが軟甲ガザミと呼ばれておりますけれども、市場におきましても体

の固さによってカタ、チョイ、ヤワラの３つの銘柄に分けられており、柔らかいものほど

安いという価格設定がされております。この甲羅の柔らかい個体の漁獲ピークは、福岡県

が９月、佐賀県が８月に見られております。 

 これまでの調査結果によりますと、最大のものが甲羅の幅で29センチ程度ということが

知られております。 

 次に、４番、資源状態です。 

 次のページの図５をご覧ください。 
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 こちらに昭和48年から平成26年までの有明海におけるガザミ漁獲量が示されております。

ご覧の通り、昭和48年から60年に向かって徐々に漁獲量が増えており、昭和60年にはおよ

そ1,800トンという最高値が記録されておりますが、その後、徐々に減少しまして平成12

年に142トン、その後また増減を繰り返しまして、平成22年には99トンという最低レベル

を記録して進んでまいりましたが、平成26年は110トンとなっておりました。 

 この図には、農林統計値がまだ確定していないということで平成27年の漁獲量は示され

ておりませんけれども、推計で73トンという数字が上がっておりますので、昭和48年の記

録から最低値になったと推定されております。 

 続きまして、図６から９にかけて４県別の漁獲量の経年変動が示されておりますけれど

も、変化のトレンドとしてはおおよそ同じですので、詳しい説明は省略させていただきま

すが、資源状態としまして、福岡県、長崎県、熊本県の３県が低位・横ばい、佐賀県のみ

低位・減少中と判断されております。 

 資源回復に関する各県からのコメントですけれども、現在、有明海ガザミにつきまして

は広域資源管理方針に基づいたさまざまな策が講じられておりまして、例えば抱卵個体の

保護、これは卵を抱いている雌が漁獲された場合は再放流するか、あるいは一時的に生け

簀等に入れておいて自然に幼生が浮出するのを待って出荷するという再生産を考慮した措

置がとられています。それから小型個体、甲羅の幅で12センチ以下については再放流。そ

れから禁漁期の設定としましては、たも網、すくい網に関してのみですが、６月の15日間

の禁漁が定められております。これにあわせて、種苗放流ですとか海底耕うんといった積

極的な資源管理保護策も進められています。 

 いずれの県におきましても、現在の資源管理方針の有効性を認めておられまして、今後

とも継続が必要であるとされています。それに加えまして、それぞれの対策、措置がそれ

ぞれどういった効果を持つのかをより科学的、定量的に評価し、さらに生物学的な特性に

つきましてもまだまだ不明な点が多いということで、今後の調査の充実が必要であるとま

とめておられます。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○橋本部会長 

 ただいまガザミの資源状況についての説明がございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問等ありますでしょうか。 
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○福田委員 

 ２つほどあるんですけれども、改善のやり方としてあと一つは、卵を抱いている期間の

保護が、今、15日間を禁止していますけれども、これを１カ月にすればまたいいのではな

いかと思いますけれども、なかなか各県の合意が今まで難しかった面があります。 

 もう一つは、有明海異変という言葉でもう大分前から言われているんですけれども、底

質が変わり始めているというのがあります。有明海。その辺の情報が水産庁のほうで何か

入っていましたら知らせてください。 

○橋本部会長 

 福田委員から、１点は、今現在、広調委の指示でも出ている採捕禁止の抱卵ガザミの時

期の保護で、６月１日から15日という15日間の設定をしているんですけれども、それを１

カ月ぐらいやればもっと効果は出てくるのではないかと。 

 それが１点と、有明海自身の底質の変化について何か情報はないかというご質問です。 

○吉村部長 

 特に科学的情報というわけではないんですが、漁業者の皆さん等の情報としましては、

やはり干拓後に泥の影響が強くなっていて、カニが好む砂地が減っているのではないかと

おっしゃる方が多いと聞いております。 

○事務局（宮沢） 

 禁漁期間15日からの延長もあるのかということですけれども、禁漁期間が15日に決まっ

たのも、関係県の行政、研究者、漁業者も含めていろいろな議論をした中で、最終的に15

日に落ち着いたという経緯もあることですので、また、先ほど研究者のほうからもお話が

ありました、平成27年度は最低の漁獲量になるのではないかということもありましたし、

加えて、ガザミの管理方針はまた見直しの時期を迎えます。その中で漁業者も含めて検討

会議、さらに漁業者の人数も増やして会議を持っていこうという話し合いもありますので、

そういった中では15日から、何日かはわかりませんけれども、さらなる管理措置を検討し

ていくこともあり得ます。 

○橋本部会長 

 よろしいですか。 

 それでは、資源の話をちょっと超えたご質問もありましたので、次に有明海ガザミの広

域資源管理の取組状況について、事務局から説明をお願いいたします。 
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○事務局（宮沢） 

 35ページ、資料３－２でございます。 

 平成28年度の取組状況といたしまして、措置内容、大きく４つに分かれております。漁

獲努力量の削減措置と資源の積極的培養措置、漁場環境の保護、その他。 

 まず１番目の漁獲努力量の削減措置から説明していきたいと思います。 

 抱卵ガザミ（黒デコ）の保護です。関係県において採捕された抱卵ガザミ（黒デコ）の

再放流または一時蓄養により抱卵ガザミの産卵機会の確保を実施しております。 

 小型ガザミの再放流については、小型ガザミの保護のため、採捕された全甲幅長12セン

チ以下のガザミの再放流を実施しております。 

 採捕禁止期間の設定は、先ほどもお話が出ましたとおり、委員会指示47号に基づきまし

て平成28年６月１日から６月15日までの間、たも網その他すくい網によるガザミの採捕を

禁止しております。 

 （２）資源の積極的培養措置です。関係県によるガザミの種苗放流を実施しているとこ

ろでございます。 

 （３）漁場環境の保護につきましては、福岡県では漁場の環境を改善するため覆砂を実

施している。佐賀県及び長崎県においては、漁場の環境を改善するためモガイ殻やカキ殻

の散布耕耘を実施しています。 

 （４）その他でございますが、関係県においてマリーナ、フィッシャリーナ、釣り具店、

関係漁協等に対して、リーフレットによる広域資源管理方針の取組の周知を実施している

ところでございます。 

 参考ですが、平成28年度のガザミの種苗放流状況といたしまして、各県が10月末現在で

放流した実績を記載しております。合計で256万2,000尾が放流されております。 

 下のほうでは平成24年度から27年度までの実績を掲載しております。 

 次のページをご覧ください。 

 こちらは広域資源管理検討会議及び漁業者協議会等の開催実績ということで、これまで

３回実施しております。長崎県では有明海ガザミ資源管理漁業者協議会を５月16日に、福

岡県ではガザミ育成会総会を５月24日に開催しておりまして、10月28日に広域資源管理検

討会を九調のほうで関係者を含めて、資源動向について、取組状況について会議を設けた

ところでございます。 



- 25 - 

 

 取組内容については以上でございます。 

 委員会指示につきましては、例年どおりですけれども、春の広調委の本委員会でお諮り

したいと思っております。今のところ特段大きな変更の予定はないので、よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ただいまの説明について、取組状況の説明、それから、毎年出ている採捕禁止に係る委

員会指示については来年春の委員会に諮るということでございます。何かご質問等ござい

ますでしょうか。 

○森脇委員 

 資源管理に関しまして、やはり産卵場の海底の状況だったりとか、あるいは種苗の放流

状況、こういうものが今、自然に増加しないということで放流事業もされていると思うん

ですが、35ページの下の表を見て、数字が、今年は福岡、佐賀、長崎、熊本合計で256万

2,000尾ということですが、平成24年度に佐賀県だけで268万6,000尾という数字になって

いるんですよね。それが急激に平成27年は98万1,000尾、平成28年には14万4,000尾という

ことですが、これは何か理由があったんでしょうか。 

○事務局（宮沢） 

 まず、平成26年度から27年度の減少は、種苗生産がうまくいかなくて数が減ってしまっ

たことが原因だと聞いておりまして、今年度につきましては、今回、大雨とか豪雨が多発

したことによって種苗放流する機会なり、親ガニの入手もいろいろと難しいことがあった

ので、さらに減少していると伺っております。 

○森脇委員 

 そうしますと、やる気はあるけれども環境ができなかった。 

○事務局（宮沢） 

 そういうことです。 

○清野委員 

 １つは、有明海・八代海の環境の話がありましたが、有明海に関しては、ご存じのとお

り特別措置法がございまして、漁場の再生を大きい目標に掲げている特別措置法です。日

本の海の中で、瀬戸内海と並んでこの海域ございます。物すごい量の調査をしておりまし
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て、その調査が全然生かされていないということでお叱りを受けているところで、学者も

含めてちょっとリセットして出直すぐらいのつもりで、今、いるところです。 

 西海区水研さんでは本当にその中でリーダーシップをとられて、多くのデータを持って

おられますので、ぜひ資源管理の部局と、そういった漁場調査とか研究推進とかそちらの

ほうの部局と、本当にガザミは緊急事態ですので、ぜひ連携を組んで対策いただけたらと

思っております。 

 先ほどの砂の問題に関しても、近年、九州は結構豪雨が多くて、ごみとか流木を出す一

方で砂が結構出てきております。かつ河川の中に砂がたまってしまっていて、それをもう

ちょっと環境修復に使うというところがございまして、有明ではないんですけれども、八

代の球磨川ではダムの撤去による砂を海域に出すという事業だとか、もう撤去が終わりま

してかなり出てきているという状況ですし、もう一つ、河川改修で掘削した砂州を河口域

に、今、干潟造成で入れておりまして、砂は川のほうでは余っていて、「ここをこういう

ふうに直すべし」ということが漁業者さんのほうからありましたら、材料自体は本当にし

まっているぐらいあるのと、工事は土木のほうでもやれると思います。ですから、取りう

る対策をぜひオール関係者でやっていただけたらと思います。 

 もう一つは、消費者と流通の教育をお願いしたいところです。 

 広調委の指示で、マリーナとか釣りの方々等にもガザミが大変なことになっていますと

いうことがようやく伝わり始めたところですが、１つは、例えば竹崎等のカニは、行くと

そんなに「困っています」とか「少なくなっています」という状況になくて、あれはどう

いう一貫性なのかという話がありまして、それは例えば豊前海のほうで獲れているのを送

ったりとかいうことで、お客様に迷惑をかけないようにカニの量は現場は確保しているん

ですけれども、その分やはり社会的な危機感が足りないという状況にございます。 

 それで、こういう広調委の指示が一般の方の目に触れるようになったことは結構重要で、

博多の料亭などで黒デコが出ると、果たしてこれを食べていいのかとか、もっと別の時期

に獲ったほうがいいんじゃないかとか、少しずつ協力体制も出てきていると思いますので

ぜひ消費者とか流通とか、あるいは小売のあたり、あるいは料亭などにも協力をいただけ

るようにＰＲしていただけたらと思っております。 

 以上、意見です。 

○橋本部会長 
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 ありがとうございました。清野委員からは貴重な情報提供を含めて、今後の体制につい

ての要望がありました。 

 例えばこれは西海区水研の中で環境のほうの部局とも連携するとともに、それ以外とし

てぜひ九大とか他の関係機関、そういったところとも情報を密にしてやられたらいいので

はないかなと思います。引き続き清野委員も協力をよろしくお願いいたします。 

 今のガザミについては遊漁者向けの徹底はもう大分やって４～５年経つわけですけれど

も、それを消費者、流通のほうまで含めるとなると、これはやはり分量的にも相当大きく

広めていかなければいけないと思うんですけれども、そういうアピールの仕方も含めて考

えていったらいいのではないかと思います。 

 何か特段つけ加えることはございますか。 

○事務局（宮沢） 

 貴重なご意見ありがとうございます。 

 今、会長がおっしゃったように、今は遊漁者向けとかそういったものでリーフレット等

を配布しているところでございます。流通となるとまた幅が広がるんですけれども、広域

資源管理検討会議は行政、研究者で、西海区水研さんも出席されていますので、そういっ

た中で「こういったご意見があった」とか情報提供しながら、できるかできないかも含め

て検討していきたいと思いますので、ご理解よろしくお願いします。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ガザミにつきましてはよろしいでしょうか。 

 それでは、時間も大分押し迫ってまいりましたが、先ほど説明のありましたガザミに係

る15日間の採捕禁止の来年度の委員会指示につきましても、来年春に開催されます日本

海・九州西広域漁調委の本委員会に提案してお諮りすることとしたいと思いますが、委員

の皆さん、それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ガザミの来年度の委員会指示につきましても、春の広域漁調委の本委員会で

提案して審議をいただくことにしたいと思います。 
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 それでは、議題（２）その他ですが、委員の皆様方から何か追加的にご意見等ございま

すでしょうか。特段ございませんでしょうか。 

 もうお昼の時間になっておりますが、それでは、事務局から次の九州西部会の開催予定

についてご説明をお願いいたします。 

○事務局（今泉） 

 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おります。詳細な開催日時、場所等につきましては、改めて事務

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と

なると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 

 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。委員各位あるいはご臨席の皆様方におかれましては、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。 

 なお、冒頭にお願いいたしました議事録署名人につきましては、大久保委員、森脇委員、

このお二方に後日、事務局から部会の議事録が送付されますので、署名をよろしくお願い

いたします。 

 それでは、大変長時間ありがとうございました。これをもちまして日本海・九州西広域

漁業調整委員会第29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。 

 

閉  会 


