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１．開催日時 

平成２８年１１月１５日（火）１３：５８～１５：１５ 

 

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】 

北海道連合海区  濱野 勝男 

青森県西部海区  角田 順一 

秋田海区     大竹 敦 

山形海区     加藤 栄 

新潟海区     本間 勉 

富山海区     大西 武彦 

 

【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    藤田 博英 

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．議題 

 （１）部会長職務代理者の互選について 

 （２）広域魚種の資源管理について 

   ①日本海北部マガレイ、ハタハタ 

   ②スケトウダラ日本海北部系群 

 （３）その他 
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５．議事内容 

 

開 会 

 

○山田所長  

定刻より少し早いですが、ただいまより日本海・九州西広域漁業調整委員会第24回の

日本海北部会を開催させていただきます。 

 本日は、委員さんを初め、ご臨席の皆様には、大変お忙しい中をお越しいただきまして

ありがとうございます。 

 私は、この４月から新潟漁業調整事務所におります山田です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 本日は、15名の委員さんのうち１名ご欠席ということで、14名の方にいらっしゃってい

ただいておりますので、規程第５条第１項に基づきまして、この部会が成立しております

ことをご報告いたします。 

 それでは、早速ここから橋本部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○橋本部会長  

部会長を仰せつかっている橋本でございます。歳末も近づくお忙しい中を、日本海北

部会に出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 そろそろ北のほうでは雪もちらついているころではないかというふうに思いますが、東

京は雨上がりの若干小春日和の本日の陽気でございます。 

 それでは、最初に委員の交代についてご報告を申し上げます。 

 今回、海区互選委員の改選が行われまして、本部会でも４名の委員さんの交代がありま

した。北海道の市山委員の後任として濱野委員、秋田県の佐々木委員の後任として大竹委

員、また、新潟県の小田委員の後任といたしまして本間委員が選任されまして、さらに富

山県の松野委員の後任として大西委員が選任されております。 

 新たに選任された委員の皆様から、それぞれ一言ずつご挨拶を賜りたいと思います。 

 最初に、北海道の濱野委員、よろしくお願いいたします。 
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○濱野委員  

北海道連合海区漁業調整委員会の副会長を務めております濱野でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○橋本部会長  

それでは、秋田県の大竹委員、よろしくお願いいたします。 

○大竹委員 

 秋田海区の大竹と申します。この８月から委員会の委員を仰せつかりました。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。 

 続きまして、新潟県の本間委員、よろしくお願いいたします。 

○本間委員 

 新潟の海区調整委員の本間でございます。よろしくお願いいたします。今回の会議出席、

初めてでございますので、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す。 

 最後ですが、富山県の大西委員、よろしくお願いいたします。 

○大西委員 

 大西であります。今回、新潟の方と同じ、初めてでありますので、どうかよろしくお願

いいたします。 

○橋本部会長 

 ４名の新任の委員の方々、どうもありがとうございました。 

 また、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

から北海道区水産研究所資源管理部の船本グループ長さん、それから日本海区水産研究所

資源管理部の上原部長さん、ほか多数の方にご出席をいただいておりますので、あわせて

ご報告をいたします。時間の関係もございますので、それぞれの挨拶は省略させていただ

きたいと思います。 

 それでは、議事に入ります前に、お手元に配付してあります資料の確認を事務局よりさ

せていただきたいと思います。事務局のほうからよろしくお願いいたします。 
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○事務局（佐藤） 

 新潟漁業調整事務所の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 資料につきましては、ホチキスどめの資料が２つございますが、１つ目といたしまして、

上から順に本日の議事次第、委員名簿、出席者名簿、座席表となっております。２つ目の

資料につきましては、資料番号をそれぞれ資料の右上につけてございますが、１ページか

ら８ページまでが資料１で、マガレイ、ハタハタ、スケトウダラの平成28年度資源評価票

ダイジェスト版です。９ページから資料２、日本海北部マガレイ、ハタハタの資源管理、

広域資源管理についてです。13ページから資料３、スケトウダラ日本海北部系群の広域資

源管理です。また、資料15ページから参考資料といたしまして、2016年資源評価対象種の

資源状況と、本日の部会の事務規程となっております。 

 以上が資料でございますが、不足等ございましたらお知らせいただければと思います。 

 また、議事途中でも、資料の抜け等ありましたら取りかえますので、お知らせいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 

 それでは、資料はよろしかったでしょうか。 

 議事に入らせていただきたいと思います。 

 日本海北部会事務規程第11条の規定により、後日まとめられます本部会の議事録の署名

人をまず選出しておく必要がございます。このことにつきましては、部会長から２名以上

を指名するということになっておりますので、僣越ではございますが、私のほうで指名を

させていただきたいと思います。 

 今回の日本海北部会の議事録の署名人といたしましては、海区漁業調整委員会の互選委

員から北海道の濱野委員、大臣選任委員から藤田委員、このお二方にお願いしたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事次第に従いまして進めさせていただきたいと思います。 

 まず、議題の（１）でございますが、部会長職務代理者の互選という議題に入らせてい

ただきます。 

 今般の改選によりまして、新潟県の小田委員が交代されました。小田委員の交代に伴い

まして、この日本海北部会事務規程第３条に基づきまして、小田委員が行っておりました

部会長職務代理者、これを委員の中から新たに互選することとなってございます。どなた



- 6 - 

 

か部会長職務代理者として立候補、もしくはご推薦される方はございませんでしょうか。 

○加藤委員 

 山形海区の加藤でございます。私も生き残った一人ですけれども、16回の北部会からず

っと継続参加されているということと、それから、日本海北部の漁場情勢に非常に精通さ

れているということから、青森海区の角田委員を推薦させていただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

○橋本部会長 

 ありがとうございます。 

 ただいま加藤委員から、青森の角田委員に部会長職務代理者という形で就任していただ

いてはどうかというご発言がございました。これにつきまして、皆様、いかがでございま

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○橋本部会長 

 特に異議はないということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、角田委員に部会長職務代理者をお願いしたいと思います。 

 では、部会長職務代理者に就任いただきます角田委員に一言ご挨拶をお願いしたいと思

います。 

○角田委員 

 ただいま紹介をいただきました角田でございます。本日は、北海道から島根県の方々は

本当にご苦労さまでございます。 

 先ほど部会長のほうからということで、私も後期高齢者になって非常に物忘れもひどく

なり、耳も遠くなりましたので、別な人にやってもらえたらなという信念はありましたけ

れども、皆さんの賛成ということでお引き受けをいたします。 

 私は、青森県といえば三方を海に囲まれて、太平洋、津軽海峡、そして日本海、同じ青

森県でありながら太平洋側と日本海側は全く方言が違って、結局日本海は津軽地方といっ

て津軽弁でありまして、日本国中でも言葉の非常に速いというか、意味不明な言葉が多い

ので、私もその一員でございまして、何を言っているかわからないことも自分自身ありま

す。そういう点も多分あると思いますので、その節は余りいじめないように、ご指導のほ

どお願い申し上げて、簡単ですがご挨拶にかえさせてください。 
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 本日はありがとうございました。 

○橋本部会長 

 ありがとうございます。 

 私も青森県人で津軽弁です。津軽弁なら全てわかりますので、ほかの委員の方にわから

ないと困りますけれども、ありがとうございました。 

 次に、議題の（２）に移らせていただきたいと思います。議題（２）は広域魚種の資源

管理についてでございます。 

 この日本海北部会で取り上げている広域魚種としましては、①に書いてあります日本海

北部のマガレイ、ハタハタ、それから②のスケトウダラ日本海北部系群、この２つでござ

います。魚種としては３魚種。これらの３魚種は、過去に広域委員会部会で検討しており

ました資源回復計画のもとで資源管理の取り組みが開始されたものでございます。平成24

年度に資源管理制度が資源管理指針を踏まえた資源管理計画に発展的に移行したことに伴

いまして、これら３魚種についても、この新しい資源管理制度の下で引き続き取り組みが

進められております。 

 当部会で、この資源管理の取り組み状況を確認する必要がございます。この資源管理の

取り組み状況の前に、資源が現在どのような状況にあるのか、研究者の方のほうから説明

をいただきたいと思います。 

 最初に①の魚種の日本海北部のマガレイ、ハタハタ、次に②のスケトウダラと資源の状

況について順次説明をいただいて、その後に資源管理の取り組み状況というのを事務局か

ら説明するという手順で進めていきたいと思います。 

 それでは、早速でございますが、日本海北部マガレイ、ハタハタにつきまして、本日ご

臨席の日本海区水産研究所の上原部長さんから説明をよろしくお願いいたします。 

○上原部長 

 日本海区水産研究所の上原です。座って説明をさせていただきます。 

 まず、マガレイについて、これはお手元の資料の１－１をご覧ください。これは今年度、

平成28年度の資源評価のダイジェスト版となっております。 

 マガレイの日本海系群は、中ほどの左側の図にございますように、分布域は新潟県から

青森県となっております。成長については、右側の図にありますように、雄よりも、赤っ

ぽいラインで示した雌のほうが大きくなるというような特徴があります。 
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 次に、マガレイの漁業の特徴ですけれども、この特徴としましては、主要な漁業は底び

き網漁業と刺網漁業、それで一部定置網でも漁獲をされています。2015年の漁獲量の割合

は、底びき網が68％、刺網が22％でした。県別に見ますと、新潟県の漁獲量が多いという

状況です。 

 次に、漁獲の動向です。下の左側の図に県別に積み上げた漁獲量の経年推移の図がござ

います。青森県から新潟県に至る４県の統計値が参照可能な1993年以降の漁獲量を見ます

と、最高値であります1994年の787トンから1998年の約371トンまで半減いたしまして、そ

の後、2008年まではほぼ300トン台の横ばいで推移をしております。2009年以降は、2011

年を除き200トン台で推移してきましたが、2015年は159トンと200トンを下回ってしまい

ました。県別に見ますと、先ほども申しましたが、新潟県の漁獲割合が49％と最も高くな

っております。それから、参照する指標によって若干違いはありますけれども、底びき網

の漁獲努力量は長期的には減少傾向にあるということでございます。 

 次に、資源評価の方法についてですが、本種マガレイがいずれの漁法でも主対象種とな

っておりません。したがいまして、実質的な漁獲努力量の把握が困難なため、漁獲量の経

年変化から水準動向の判断を行っております。さらに加えまして、新潟県が実施しており

ます１歳魚の分布密度調査結果から加入状況を推定いたしました。 

 先ほどの漁獲の動向の図をご覧ください。この図で最大に近い1,200トンを３分割して

水準線を引っ張ったのが横向きの点線です。直近年の2015年は159トンですから、現在の

資源水準は低位になっていると判断されます。また、最近５年間の漁獲動向から資源の動

向は減少というふうに判断をしております。 

 加入状況については、次のページの図に赤の折れ線で示した１歳魚の分布密度となって

おります。これを見ますと、2016年と2017年に３歳魚として漁獲加入する2013年級群及び

2014年級群、赤いグラフの一番右側の端ですね。この２点の豊度が低く、資源状態の低迷

はまだ継続するというような予想をしております。 

 次に管理方策です。管理方策といたしましては、資源の状態に合わせて漁獲を行うとい

うことを管理方策としております。資源水準は低位、減少にあると考えられまして、また

ことしの2016年、それから来年、2017年に漁獲加入する年級群の豊度も低いと推定されま

すので、ABCは近年の平均漁獲量から引き下げまして親魚量を確保し、高い豊度の年級群

の加入を待つ必要があると考えられます。このような考え方から、2017年のABClimitとし
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て130トン、Targetとしては100トンと提案をしております。 

 マガレイについては以上です。 

 それでは、引き続きハタハタについてご説明をいたします。 

 お手元の資料の１－２をごらんください。先ほど同様、平成28年度の資源評価報告書の

ダイジェスト版となっております。 

 ハタハタの日本海北部系群は、中ほどの左側の図にありますように、主な分布域は富山

県から青森県となっております。成長については、右側の図にありますように、雄よりも

雌のほうがわずかに大きくなるという特徴があります。 

 次に漁業の特徴ですけれども、ハタハタの漁業の特徴としては、秋田や、その隣接県で

は産卵接岸期には定置網と刺網により漁獲され、また、日本海北部の全域におきまして小

型底びき網や沖合底びき網によって漁獲をされております。 

 次に漁獲の動向です。左下の漁獲量の推移を示した図をご覧ください。これは、先ほど

のマガレイ同様、県別の積み上げとなっております。日本海北部のハタハタの漁獲量は

1970年代には２万トン以上ありましたけれども、80年代にかけて急激に減少しております。

その後、95年ごろから徐々に増加して、2003年には3,000トンを上回りました。しかし、

2012年以降は3,000トンを下回り、2015年は3,000トンをわずかに下回った2,998トンとい

う値でした。県別に漁獲量を見た場合、各県の漁獲量の推移は同調しています。それから、

秋田県の漁獲は全体の５割から６割を占めておりますが、ここ数年、青森県の割合も高く

なりつつあります。 

 次に資源評価の方法です。全体のおよそ半分を占める底びき網の漁獲情報として代表性

のある沖合底びきの資源密度指数に基づくとともに、漁獲量も参考として資源状態を判断

いたしました。それに加えまして、調査船による新規加入量調査と漁獲物の体長組成に基

づき、近年の年齢組成と年級の豊度を推察いたしました。 

 次のページの左上の図をご覧ください。これが沖底の資源密度指数ですけれども、近年

を見ますと、1995年以降増加して、2009年に高い値をとっております。しかし、その後は

減少し、2015年は47.7という値でした。この図に引いております点線は、ほぼ最大値の

120を３等分した水準線です。直近年の2015年は47.7ですから、中位水準と判断をされま

す。また、最近５年間の動向から横ばいと判断をいたしました。また、新規加入量調査の

結果ですけれども、右側の図になります。ほかの年との比較がなくて、2016年しか示して
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いないものですからちょっとわかりづらくて恐縮ですけれども、来年の2017年に漁獲の主

体となる青で示した2015年級群、それと赤で示した2014年級、それぞれこの豊度が低いと

判断をしております。 

 次に管理方策です。来年の2017年の漁獲主体となる2014年級群、それから2015年級群、

豊度はいずれも低いと推察をされております。このため、資源水準を維持するよう、現状

よりも漁獲することがないよう配慮する必要があると考えております。このような考え方

から、2017年のABClimitとして2,800トン、Targetとしては2,200トンという提案をしてお

ります。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 資源状況について、引き続き３番目の魚種のスケトウダラ日本海北部系群につきまして、

北海道区水産研究所の船本グループ長さんに説明をお願いいたします。 

○船本グループ長 

 北水研の船本です。よろしくお願いします。 

 スケトウダラ日本海北部系群に関しましては、資料１－３に沿って説明させていただき

ます。 

 まず生物学的特性ですけれども、これに関しましては、生物学的にどのような特徴を持

っているかということを表しております。寿命に関しましては、本系群は10歳以上という

ことになっておりますし、産卵期は12月から３月、いわゆる冬産卵ということになってお

ります。産卵場に関しましては、近年は檜山の乙部沖とか、あと岩内湾付近ということに

なっております。また、成熟に関しましては、雌で見ますと３歳でおよそ30％が成熟する。

一方、５歳で100％が成熟するということでありますので、５歳になるとほぼ全ての雌が

産卵を行うということになっております。 

 漁業の特徴ですけれども、本系群に関しましては沖合底びき網漁業、はえ縄漁業、刺網

漁業によって主に漁獲されております。海域別に見ますと、南の海域では沿岸漁業が主体

になっているのに対しまして、北のほうの海域では沖底が主体となっております。 

 あと、漁獲の動向ですけれども、２つ図がありますが、左側の図が漁獲量をあらわして

おります。本系群に関しましては、漁期年で全て示しております。それは資源量とか親魚
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量といったものもそうですけれども、それは本系群に関しましては４月から翌年の３月と

いうことになっております。 

 漁獲量ですけれども、各色は、例えば北海道の沿岸とか沖底をあらわしていますが、そ

れらを全て合わせますと1980年代から90年代の頭にかけましては非常に漁獲量がいい状態

で、年によっては14万トンを超えた年もありました。ただし、その後減少傾向になりまし

て、それは現在も続いております。その結果、2015年漁期の漁獲量は5,393トンになって

おります。 

 次に資源評価法ですけれども、日本海北部系群に関しましてはコホート解析という方法

によって資源量や親魚量、つまり親の量といったものを推定しております。これに関しま

しては詳しくお話はしないですが、軸となるのが漁業データ、要は漁業から得られるデー

タとなっておりまして、それでは得られない情報というものを補うために調査船調査によ

って得られたデータも使っております。 

 本系群の特徴としましては、この調査船調査によって得られたデータというものを重要

視しているということにあります。というのも、やはり近年、非常に漁獲量というものも

落ち込んでおりますし、そうなると、漁業から得られるデータは非常に制限がかかってく

るということで、本系群に関しましては、近年は調査船調査によって得られたデータとい

うものを重要視して資源量等を推定するような形をとっております。 

 続きまして、１ページめくっていただきまして、資源状態ですけれども、ここでは、そ

のコホート解析によって推定した資源量とか、あとは親魚量といったものを示しておりま

す。左上の図ですね。その中の紫色の丸、黒い丸ですけれども、これが推定した資源量と

いうものをあらわしております。また、本系群に関しましては、この資源量というものは

２歳以上の総重量ということになっております。そうしますと、漁獲量と同様に資源量に

関しましても80年代後半から90年代の頭に非常にいい状態にあった。年によっては80万ト

ンを超える状態にありました。ただし、その後、図のように急減いたしまして、2007年に

は8.1万トンという値になりました。ただし、その後は横ばい傾向になりまして、2015年

漁期の資源量は8.7万トンになっております。 

 一方、その横の図ですけれども、その図の黒丸、紫丸は親魚量をあらわしております。

これも90年代付近に非常にいい状態にありまして、年によっては30万トンを超えていた。

ただし、その後、資源量と同様に急減いたしまして、2009年漁期には3.2万トンという値
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になってしまいました。ただし、その後はやはり資源量と同様に横ばい傾向にありまして、

2015年漁期の親魚量というものは4.1万トンということになっております。 

 また、次に今度は左下の図ですけれども、これは親子関係、もしくは再生産関係と呼ば

れる図ですが、横軸が親魚量、親の量で、縦軸が子供の量として、今回ですと２歳の加入

尾数というものが示されております。これは加入量、要は子の数ですけれども、ここに示

されている各丸というものが、それぞれどのぐらいの親の量のときにどれぐらいの子供の

量が生まれたのかというものをあらわしております。また、この中に一本、赤い線を示し

ていますが、これがBlimitと呼ばれる親魚量をあらわしております。 

 具体的には15.4万トンということになっていますが、図を見ますと、これより右側では

非常にいい加入、高い加入量を示す丸が出現しております。同じ親魚量の中でも、例えば

いい加入もあれば悪い加入もありますが、それに関しましては環境によるものと考えてい

ただいて結構だと思います。ただし、言えることは、この赤い線、Ｂlimit、15.4万トン

よりも右側にあると、非常にいい加入が出現している。一方、この赤い線よりも左側にな

りますと、逆に非常に悪い加入の点が出現しているということですので、これによって本

系群に関しましては、この赤い線、15.4万トンと呼ばれるBlimitよりも常に親の量、親魚

量を高い値に維持してやろうというふうに管理するということになっております。言いか

えれば、親魚量がこの15.4万トン、Blimitよりも低い値になると、それに向けてすぐ回復

させてやるというような管理をとるということです。 

 また一方、ちょっと右上の図に戻っていただきたいのですが、本系群の資源水準に関し

ましては、親魚量をもとに決めてやるということになっております。その図には低位、中

位、高位となっておりますけれども、低位と中位の境界に関しましては、本系群は、今お

話ししましたBlimitを境界にするということになっております。つまり、15.4万トンより

親魚量が下がれば低位と判断する。そうしますと、2015年漁期の親魚量といいますのは、

先ほど申しましたように4.1万トンということになっておりますので、現在の資源水準は

低位ということになります。また、動向に関しましては、最近５年間の親魚量の推移から

横ばいと判断しております。 

 続きまして管理方策ですけれども、今お話ししましたように、現在の親魚量というもの

は、このBlimitよりも非常に低い水準にあるということですので、本資源に関しましては、

親魚量をこのBlimitへ回復させるという管理が基本ということになります。では、その回
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復させる上でどのように回復させてやるのかということにつきましては、この表の一番左

側にあります漁獲シナリオということですけれども、一応我々としましては３つのやり方

を提示させていただいております。これらは、全て親魚量の増大ということになっていま

すが、括弧の中が10年でBlimitへ回復するというのが一番上、２つ目が20年でBlimitへ回

復する、３つ目が30年でBlimitへ回復するということで、10年、20年、30年で回復するや

り方というものを我々としては提案させていただいております。 

 さらに、その場合の2017年漁期の漁獲量、いわゆるABCというものは、一番右から２つ

目の列に示されていますが、その中でも2017年漁期の一番高いABCは、30年回復のさらに

Limitですね。このLimitは、各回復させるやり方の中で最大限漁獲をするという方法です

けれども、そこに示されております6,300トンという値が、我々が示している2017年漁期

ABCの中での最大値ということになっております。 

 続きまして、またページをめくっていただきまして、資源評価のまとめ、また管理方策

のまとめというものは省略させていただきまして、次に期待される管理効果というもので

すが、これに関しては、今示しました、例えば10年で回復とか、または20年で回復といっ

たようなやり方をとった場合に、今後漁獲量とか、あとは親魚量、資源量といったものが

どのように推移していくのかというものを予測したものです。いろいろとここに関しまし

ては図がたくさん示してありますが、例えば右上の図に関しましては、縦軸に親魚量と書

いておりまして、これが、今後親魚量がどのように推移していくのかというものを示した

図です。そうしますと、例えばこの薄い緑色というものが10年で回復しましょうというふ

うにした場合ですけれども、そのまま10年後ですから、2027年漁期に、横の点線で示しま

したBlimit、15.4万トンですけれども、これに回復するということになっております。ま

た、その横のピンクですと20年、さらにその横の黒っぽい色になりますと30年で回復する

やり方ですので、2047年付近でBlimitまで回復するということになっております。 

 また１枚めくっていただきまして、最後、資源変動と海洋環境との関係ですけれども、

本系群の加入量に関しましては、先ほど言いましたように親魚量というものが大きく影響

する。やはり親魚量がBlimit以上にないと、なかなかいい加入というものは発生しないで

すし、また、それら以外にも、また水温とか、あと海流といったものが資源に影響を及ぼ

す、加入量に影響を及ぼすというふうに考えられております。例えば水温に関しましては、

水温が低いほうがいいだろうというふうに言われていますし、その原因の一つとしまして
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は、一つの可能性としましては、仔魚、非常に小さい子供のときの生残に水温が影響して

いるのではないかというふうに考えられております。また、海流に関しましては、本系群

は産卵場という子供が生まれる場所と、あと生育場と言われる子供が育つ場所というもの

が離れているのですが、こういった海流というものは、産卵場から生育場へ子供が運ばれ

る輸送というものに大きく影響していて、その産卵場から生育場にうまく子供が運ばれる

ような年には加入量がふえるのではないかと言われております。本系群に関しては、そう

いった親魚量以外にも、さまざまなそういった海洋環境というものが加入量、さらには加

入量を通して資源量というものに影響を及ぼしていると考えられております。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 今、お２人の研究者さんから３魚種、マガレイ、ハタハタ、それからスケトウダラの日

本海北部系群、この３つの魚種についての資源状況の説明をいただきました。ただいまの

説明につきまして、ご意見、あるいはご質問等ございますでしょうか。あるいは、現地の

委員さん各位のご地元のこういった魚種の資源の感覚的な状況というのでも結構でござい

ますので、どなたかご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 濱野委員、どうぞ。 

○濱野委員 

 北海道の濱野です。 

 私、このスケトウダラの動向、これが一番関心を持っているんですけれども、実は、こ

れらの部分に、果たして漁業者の減少による廃業、そしてまた大型船の操業の撤廃による

減船、これらが果たして加味されているのかどうか、非常に疑問に思うんですよね。例え

ば底ひき一つにしましても、たしか伊藤組合長、最盛期のころは十二、三いましたよね。 

○伊藤委員 

 一番多いときで二十何隻いましたからね。 

○濱野委員 

 それが今では４隻になってしまっている。そういう部分が、魚はいるんだけれども、

TACが邪魔してとれないという、そういう状況下にあるんですよね。そしてまた、この刺

網についても、これらの部分については自然環境、特にここ五、六年前からエルニーニョ
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が非常に強くなって、ことしはラニーニャに変わりましたけれども、少なくともこれらの

分、操業ができなくなった。加えて、これは共済制度が拡充しまして、１対１、その以前

に燃油対策、これらの部分で相当漁業者の生産意欲を低下させたという原因もここに一つ

あるんです。そういうことで、「さて、ここまでとったら、むしろ共済金をもらったほう

が得だよな」、そういう思いで漁業を中止する。そういうようなことで扱いがどんどん減

っていく。そうこうやっているうちに、今度は１対１が１対３、この補償によって、もう

目いっぱい、これ以上共済をもらっても間に合わなくなったということは、年々減ってき

ますからね。３年でもゼロに等しい、そういう状態になるものですから、それで今度何を

やろうとしたかと思ったら、今度はもうかる漁業と称して小型船のイカ釣りに転換してい

るんですよ。小型船の19トン未満の、こういうものが非常にスケソウの水揚げに悪さをし

ている。 

 恐らく今、北水研さんが言われるのは、過去のデータをもとに、それを積算して資源量

が減少している。私、かれこれ30年から組合長をしているんですけれども、当時の組合員

数から見れば半減ですよ。そういうような状況下の変化というものを全く加味されていな

い。特に岩内堆のスケソウなんか、これは最たるものなんです。盛漁期には500隻からあ

ったものが、今３隻より操業していない。これも資源の減少と称する、そういう評価の一

つの材料になっている。したがって、操業に出れば、昔から見れば相当の多い、19トンの

船に30トンも積んでくるような、それだけの漁をしているんですよ。それらの点は全く評

価されていない議論は、これはいかがなものか。 

 私はいつも、これらの会議に出て言うんですけれども、去年2,000トンふえますよと言

ったのが、今度、言った先から計算の間違いでしたと、実績から2,000トン減らすという、

そういうことで北海道で発表になりましたよね、ことし。したがって、何を信じ、何を根

拠におたくがそういう数字の積み重ねをしているのかなと、私は本当に疑問に思うんです。

したがって、この辺、もう少し、これはただ計数の推移を見るばかりじゃなくして、現在

の操業状況がどうなのか、そして高齢化に伴って撤退していく漁業者が年間に何隻あるの

か、何人いるのか。これらをよくひとつ加味しながら、その上で再度計算のし直しをすべ

きじゃないのかな。 

 私、いつもこのことは、加藤さん、前回も私、札幌で申しましたよ。残念ながら、これ

が全く反映されていないんですよ。これにはおたくの言っているような、このデータにあ
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りますように、３年前、４年前で尻切れとんぼでしょう。その後のものはこの中にデータ

としてグラフの中にも入っていないでしょうね。ということは、正直なところ、過去のも

のの蓄積だったら、我々のほうがデータとして持っているんです。したがって、その辺、

やはり漁業者として、それらの部分の数字の積み重ね、それはそれで市場の扱いも結構だ

と思います。全体の漁獲量のデータも結構だと思いますけれども、少なくともその基準は

何なのか、この原因をきちんと突きとめた上で、そうやってその資源量の状況というもの

を把握してもらいたい。このことを強く私は北水研さんにもお願いしておきたいと思いま

す。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。 

 確かに委員のおっしゃるとおり、漁業者の数が圧倒的にとれていた時代に比べると減少

している。私も水研におったときに、小樽で沖底の船の調査船を動かしていたときぐらい

から感じ始めているんですけれども、しかし、先ほど水研のほうから説明があったとおり、

そういった漁船の減少があるものだから、漁業データだけではあらわせない点を、調査船

データ、そういうものも加えた上で今の資源評価というものが成り立っている。十分では

ないのかもしれませんけれども、現在の沖の、あるいは浜の皆様が毎日感じておられるよ

うな資源の状況と若干乖離しているという点も、もしかしたらあるのかもしれません。 

 伊藤委員、どうぞ。 

○伊藤委員 

 小樽機船の伊藤でございます。 

 濱野組合長と一緒に日本海のスケトウダラの管理をしながら操業しておる地域でござい

ますが、濱野会長が言うのは当たり前のことであって、そういう声が多いのです。なぜか

といいますと、資源の管理を今しておりますけれども、取り組んでいる中で現場の方から

の話を聞きますと、やはり緩やかに増加しているんじゃないかという意見がかなり多いん

ですね。魚探の反応なんかもありますし、回復傾向にある。しかし、ABCTACをTACとする

考えに関しては、これは理解しております。ただ、漁業者の中には、先ほど濱野さんが言

われたとおりに、資源評価に関して研究機関に対して隔たりを感じて不安を耳にすること

が多々あるんですね。ですが、北部だけではなくて、日本海全体の資源評価ですので、こ

こがいてここがいないという判断はなかなか難しいだろうし、予算の面でなかなか船も出
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せず魚探調査も年に２回ぐらいしかできない状況もありますが、私としても、今以上に精

度を上げていって、漁業者が本当に一人でも多く理解ができるような事にしてもらわなけ

れば成りません。経済的に苦しくなってくればくるほど、そういう話がどんどん出てくる

のかなというふうに思います。 

 もう一点、ちょっと話が変わるかもしれませんが、取り組みの中でスケトウダラの漁獲

量を下げたことによっての影響が地元の地域に起きつつあります。なぜかといいますと、

地元に魚が上がらないという事で、すり身や加工業者がどんどん倒産していっているわけ

です。これが、資源を私たちが守って、とり控えて増して、それに魚がある程度資源量が

増たから獲りましょうといっても、今度は流通、加工をする場所がなくなるということが

漁業全体的に不安を感じております。今後は管理魚種も増えるかもしれませんが、色々な

経済の部分を含めまして、そういうものを考慮して取り組んでいただければよろしいかな

というふうにお願いを申し上げたいと思います。 

○橋本部会長 

 両委員、ありがとうございました。 

 確かにこの厳しい資源状況の魚種の管理ということについては、やはり沖で実際に魚種

の漁獲に当たっている漁船の人たちが毎日目で見ている感覚と、それから資源の評価され

た状況とが感覚的に一致するのが一番理想的だとは思いますけれども、今後、今、スケト

ウダラの話が中心になっておりますけれども、マガレイについてもハタハタについても、

そういった沖の感覚というものを研究所のほうにも適宜共有していただくような形で進め

ていっていただけるのではないかと思います。 

 何か水研のほうからコメントございますでしょうか。 

○船本グループ長 

 いろいろご意見をいただきまして、どれからお答えしてと─でも、今、橋本部会長が

すばらしいご回答をいただきましたので、１点だけ、精度向上に関しましては、これに関

しましては我々も絶対的にやらないといけないことと思いますので、それに関しましては、

今やっている調査船調査のデータをよりうまく活用できるかとか、また、先ほど言いまし

たようにコホート解析といった資源量推定方法に関しましても、今、より現実に合ったよ

うな、資源量とか漁獲量が少なくなった状況とかにより合った方法に改良していくとか、

そういったものに関しましては、もうできる限りのことをやっていって、今、部会長から
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もご意見があったように、やはり浜の感覚と我々の資源評価の結果というものがぜひ一致

するように頑張っていきたい、努力していきたいなというふうに思います。 

 さらに、そのためには、より浜の声を聞くために、より浜に足を運ばせていただいて、

いろいろなご意見をお伺いしたいなというふうにも感じております。ありがとうございま

す。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 先ほど伊藤委員が言われたとおり、漁業者の問題だけでなくて、やっぱりその製品を扱

う流通、あるいは加工の現場というものも、昔、マイワシがたくさんとれていた時代に釧

路のほうにあれだけたくさんあった魚粉の工場、ミール工場等も、イワシの資源の減少と

ともに、一旦消えたものは、なかなかそんなにお湯をかければ出てくるものではないです

から、やはりそういう水産のとる現場だけではなく、そういった経済現場への影響という

ものも考慮しながら資源管理の取り組みをみんなで進めていかなければいけないのではな

いかと思います。 

 すみません。私ばかりしゃべっているとあれですが、ほかに委員の方々から、資源状況

についての説明でございますので、何かご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

 もしよろしければ、資源状況の説明、ご意見は以上にしまして、次に、この３魚種につ

いての資源管理の取り組み状況につきまして、事務局より説明をお願いしたいと思います。

なお、ご質問、ご意見については、３魚種全ての管理の取り組み状況の説明が終了した後

にお願いしたいと思います。 

 それでは、まず日本海北部マガレイ、ハタハタの広域資源管理について、事務局から説

明をよろしくお願いいたします。 

○事務局（佐藤） 

 ９ページになります。９ページの資料２の日本海北部マガレイ、ハタハタについて、こ

れまでどのような広域資源管理の取り組みが行われてきて、現在どのような取り組みが行

われているのかと、それの資源管理の方向性も含めまして説明させていただきます。 

 最初に１の部分でございますけれども、これまでどのような取り組みを行ってきたかで

ございます。１の資源の状況の（１）マガレイで、上から３行目の右端になりますけれど

も、2003年から資源回復計画により保護区の設定や休漁等を実施しておりまして、資源の
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動向は一時期に増加となりましたけれども、資源水準は低位の状況が続いておりまして、

資源回復計画は終了しましたが、資源管理指針に基づく資源管理計画の枠組みの中で資源

回復に向けた努力が引き続き行われている状況であります。（２）のハタハタですが、こ

れも６行目になりますが、資源回復計画による取り組みとして減船や網目拡大も実施して

おりまして、近年の減少傾向に対し資源回復計画は終了しましたが、資源管理指針に基づ

く資源計画の枠組みの中で資源回復に向けた努力が引き続き行われている状況でございま

す。 

 現在、どのような取り組みが行われているかにつきまして、２番目の関係漁業種類にな

りますが、括弧書きで書いてありますけれども、青森県、秋田県、山形県、新潟県の４県

におきまして、マガレイ、ハタハタを漁獲対象としております沖底、小底などの底びき網

漁業、それと刺網漁業、底建て網や小型定置も含めた定置網漁業、一本釣り、はえ縄、五

智網の漁業を営んでいる方々に資源管理の取り組みに参加していただいておる状況であり

ます。 

 ３番目の資源管理の方向性でありますが、沖底では保護区の設定等、また関係県では小

型魚の再放流、網目制限等の取り組みについて資源管理計画を策定し継続するという方向

でございます。 

 具体的な取り組み内容は４番目の資源管理措置にありますが、１枚めくっていただきま

して10ページ、別紙１になります。そして、まずマガレイの取り組みでございますが、先

ほど申し上げました４県におきまして、それぞれの県において全長制限による小型魚の保

護や休漁日の設定などの取り組みが行われています。特徴的なものとして、小型魚の保護

につきましては、青森県では底建て定置網において全長15センチ未満の小型魚の再放流、

秋田県では全漁業種類において全長15センチ以下の採捕禁止、山形県では沖底、小底、刺

網において全長17センチ以下の小型魚の保護、新潟県では全漁業種類において全長13セン

チ未満魚の出荷禁止に取り組んでおります。また、資源管理計画において各県で追加され

た措置として、休漁日の設定がございます。 

 11ページのハタハタにつきましてですが、小型魚の保護として４県協定により資源回復

計画前から秋田県は全漁業種類において、それ以外の県は沖底や小底で全長15センチ未満

魚の採捕禁止及び再放流に取り組んでいます。また、資源管理計画で各県に追加された措

置として休漁日の設定があります。 
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 ９ページに戻っていただきまして、３の今後の管理方向は先ほど説明したので、５番目

の関係者による連携を図るための体制として、資源管理を推進するために必要な事項を検

討する場として、日本海北部海域における広域資源管理検討会議を設けており、本年は先

月の27日に開催しております。その会議につきましては、12ページがその設置及び運営要

領となっておりますが、日本海北部海域の関係県であります北海道及び本州の５県の行政

担当者や研究者、水産研究・教育機構の研究者の方々に集まっていただきまして意見交換

を行って、漁業経営が成り立つ範囲内で引き続き資源管理計画を策定し、継続することを

確認しております。今後とも関係機関と連携しまして、広域資源管理を進めていければと

考えております。 

 マガレイ、ハタハタの資源管理の取り組み状況につきましては以上でございます。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 では、引き続き、資源管理の取り組み状況で、スケトウダラ日本海北部系群の広域資源

管理につきまして、北海道漁調から説明をお願いいたします。 

○事務局（蓬田） 

 北海道漁業調整事務所の蓬田と申します。スケトウダラ日本海北部系群の資源管理の状

況についてご説明させていただきます。 

 お手元の資料の３をご覧ください。 

 本資料につきましては、スケトウダラ日本海北部系群につきまして、資源回復計画時代、

またそれ以前から継続的に取り組まれてきました資源管理措置も含めまして、資源管理指

針、資源管理計画体制に移行した現在の状況を整理したものとなっております。 

 なお、本系群の資源回復計画では、北海道に加えて本州の日本海北部の関係漁業者も参

加しておりましたけれども、本州側の漁業につきましては、回復計画において現状の操業

を維持し、漁獲努力量が高まるような操業は行わないよう努めるとされておりまして、現

在でもその状況は継続されています。また、本系群の利用につきましては、大半は北海道

の漁業によるものでございますので、この資料につきましては北海道における状況という

ことで毎年整理してご報告させていただいております。 

 それでは、資料の内容に入ります。１番目と２番目の本系群の資源状況と漁獲状況につ

いてですけれども、こちらにつきましては、先ほど船本グループ長から詳細な説明がござ
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いましたので、説明については割愛させていただきます。 

 ３番目の本系群の資源管理目標についてです。 

 本系群につきましては、近年の海洋環境等が資源の増大に好適な状態にあるとは認めら

れておらず、資源水準の低下が顕著となっている本系群については、資源の減少に歯止め

をかけることを目指して管理を行うことが国の資源管理指針で示されているところです。 

 次に、４番目の関係者による連携を図るための体制です。 

 北海道の漁業におきましては、資源回復計画時にスケトウダラ日本海北部系群資源管理

漁業者協議会を設置いたしまして、資源管理の取り組み状況や資源状況の報告、課題等を

沿岸、沖合の関係漁業者間で共有することによりまして、資源管理措置の円滑かつ確実な

実施を図る体制をとっております。今年度につきましては、７月に本協議会を開催しまし

て、本日は、伊藤委員、濱野委員にご出席いただいておりますけれども、この協議会にも

ご参加いただきまして、各地区の漁業代表者、試験研究機関、関係漁業団体、行政機関の

メンバーが一堂に会して資源状況や関係漁業における取り組み状況について情報共有を行

うとともに、引き続き関係漁業者で資源管理措置を継続していくということを確認してお

ります。 

 裏のページにまいります。 

 ５番目の資源管理措置の状況についてでございます。こちらについては、現在取り組ま

れている措置内容と実施状況を整理したものです。左の欄に資源管理措置の内容、真ん中

の欄に実施している漁業種類、一番右の欄に平成27年度直近漁期年の取り組み状況を記載

しております。 

 最初に、①番の強度資源管理の取り組みでございます。これについては、沖合底びき網

漁業と、あと檜山地区のスケトウダラはえ縄漁業、そして島牧地区のスケトウダラ固定式

刺網漁業におきまして漁獲努力量の削減措置ということで、操業隻日数、または操業日数

の削減に取り組んでいただいております。平成27年度の取り組み実績につきましては、右

の欄にそれぞれの日数等を記載しておりますとおり、どの漁業種類におきましても、それ

ぞれの削減日数を遵守し、決められた漁獲努力量の削減を行っていただいております。 

 次に、小型魚保護の取り組みです。北海道におきましては資源回復計画を策定する前か

ら、スケトウダラの小型魚保護に関する資源管理協定というものを取り決めておりまして、

これについては沖合底びき網、スケトウダラ固定式刺網漁業、スケトウダラはえ縄漁業に
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おいて小型魚が一定量を超えた場合の対応として漁場移動などを行うこととしております。

また、沖合底びき網漁業については、これに加えまして資源回復計画時に総水揚げ量の制

限にも取り組んでいただいております。平成27年度の取り組み実績につきましては右の欄

のとおり、沿岸漁業ではそういった取り組みを発動する状況にはなりませんでしたが、沖

合底びき網漁業については、４月から６月、春先の漁業において小型魚の入網が一部発生

したため、延べ３回の漁場移動措置を行っていただいております。 

 次に、③の産卵親魚の保護の取り組みでございます。これは沿岸の主要地域である檜山

地区のスケトウダラはえ縄漁業の方々が実施している取り組みでございます。これは、産

卵親魚の保護のために操業期間の短縮、卵巣が成熟した場合の操業の終了、プール制の導

入、保護区の設定、未成魚の混獲された場合の漁場移動等の取り組みを昔から取り組んで

いただいております。これにつきましては、27年度におきましても右の欄のとおり各措置

に取り組んでいただいて、産卵親魚の保護に取り組んでいただきました。 

 最後に、④番のその他の取り組みでございます。これは沿岸の底建網等のその他漁業に

おいて、先ほどご説明しました資源管理協定に準じた小型魚保護の取り組みの指導や、ま

た北海道庁が量的な面で若干量という形を提示して漁業を管理する形をとっておりまして、

平成27年度においても右の欄のとおり、各漁業種類において決められた取り組みが行われ

ているという状況でございます。 

 スケトウダラ日本海北部系群の資源管理措置の取り組み状況の説明については以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 少し駆け足でございましたが、マガレイ、ハタハタ、スケトウダラについての資源管理

の取り組み状況の説明、報告でございました。 

 本件につきまして何かご意見、ご質問、ある方はおられませんでしょうか。 

 清野委員、どうぞ。 

○清野委員 

 九州大学の清野でございます。ご議論ありがとうございました。 

 北水研の方にお伺いいたします。いろいろ海洋環境の影響があると思いますが、人間の

力ではなかなか不可避な理由で、その年にリアルタイムに起きている現象はどのぐらいの

時間、速度で予測できるのでしょうか。海洋環境を調査船や衛星で測って、それで今年の
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漁場形成とか、あとは特に生活史にかかわるところで来年度の加入にどのぐらい影響しそ

うかは、基礎研究の段階だとは思うのですけれども、漁業の現場のほうにお伝えするとき

にどういうようなやり方でお伝えされているのでしょうか。予報というのは、先ほどのお

話ではないですが難しいと思うのですが。特に昨今すごく対馬暖流の状況とか、水温の問

題が注目されている中で、研究して時間がたってから現場に還元されるのだとタイムラグ

が起きてしまいますので、教えてください。 

○船本グループ長 

 本系群に関しましては、漁業資源に加入というものが２歳となっておりますので、基本

的には２歳のときの量が大切になりますが、それ以前にもゼロ歳、１歳の時点での量に関

しましては調査船調査というもので調べて、それに関しましては評価表のほうに載せるよ

うにしています。 

 本系群に関しましては、比較的ゼロ歳とか１歳のときの量と、２歳の加入量と言われる

ものが比較的正の相関といいますか、よく合っているということですので、第一にはそう

いった調査船調査で調べた量というものを大切にして、それを評価表のほうでも公表させ

ていただいているということになっております。 

 ただし一方で、０歳とか１歳のときの量に何が影響を及ぼしているのかというものも

我々は調べていますが、そういったものを調べたときには、例えば水温とか、あと最近で

は輸送モデルというもので、卵に似せた粒々を運んだりしますが、そういったもので調べ

たものと加入量を調べていっても、どうやらそういったものが影響しているであろうとい

うことがわかってきています。ただし、そういったものに関しては、まだちょっと研究段

階ということで、例えば水温が低いほうがいいだろうということが言われていますから、

ことしは水温が低そうなので、もしかしたらこの０歳の資源量が少ないというものの裏づ

けとしては、水温が低いので、恐らくこういった水温から見ても正しそうだよねとかいう

ものには使用させていただいているのですけれども、直接水温を一番重視しているという

わけではないですね。 

 ただし、一番重視しているのはあくまで調査船調査で調べた数というものですけれども、

それを裏づける要因として環境というものも調べながら、あとは、環境に関しましては評

価表に直に載せていたかというのは、ちょっと記憶がないですが、やはりいろいろ研究し

ていますので、そういったものの成果としては、水温とか、あと輸送モデルによる結果と
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かといったものもいずれは載せていければなと。ただし、そうしますと、かなり調べるの

に、特に流れとかになりますと、なかなか調査船調査だけでは把握し切れませんので海洋

モデルといったものも使うと思いますが、そうなってくると、どれぐらい必要とされてい

る時期に合わせてデータが公表できるかというものに関しては、これからいろいろと考え

ていかないといけないのかなと考えております。 

 お答えになっていますかね。 

○清野委員 

 ありがとうございます。私も水産や海洋の学会員にならせていただいて、いろいろお話

を聞いたりもしているのですけれども、そういう海洋学的な情報というのは、昔に比べて

今、どんどん進歩しています。いろいろな衛星データがインターネットで誰でも見られる

とか、天気予報や報道でも衛星画像を使っているなど。また最近、若い方がスマホで気象

衛星画像にアクセスするとか、画像の範囲だけでもすごくたくさんの情報を持っておられ

ます。そういう状況のもとで、漁場についての現場での経験知がある一方で、研究として

ここまで科学的に確定したら漁獲の予想に使おうというのだと、現場の緊急性とちょっと

ずれてきているのかなという気もします。それで、やっぱりこういう予測のモデルとか、

すごく難しいとは思いますが、もっと活用できるとよいのですが。今、長崎とかの漁業者

は、対馬暖流の状況をネットを通じてよく知っているので、何か科学者との間をうまくつ

ないで、漁場の資料づくりができると、研究者とのコミュニケーションがもうちょっと進

むのかなと思います。 

 例えば、この会議の資料ですと、漁場環境というのも数値モデルのほうの従来の自然学

的な予測図です。現場では竜巻がたくさん出るようになるとか、温度が変わるとか、そう

いう中で漁業をやっていて、実感と合うのは実はそっちの気象とか海洋の話のようです。

なかなかうまく表現しにくいのですけれども、どうしても変わりゆく環境の中で、農業だ

と、そういう気候の変化の話が農家さんに伝わって、将来は農産物の種類を変えようとか

農家も参加して検討できるのですが、水産のほうの漁場の予測は、一回科学としてまとめ

た予測をもっと活用するような改善を、研究者や業者の方、漁業者さんや一般の方とも対

話の場ができないかなと思ったため伺いました。 

 スマホで毎日情報をチェックできる中で、もっと精度は上がらないのかというのは出て

いるので、研究として難しいのはわかっているのですけれども。 
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○橋本部会長 

 ありがとうございました。確かに、このスケトウダラのような魚種は、産卵発生である

とか、稚仔の生残であるとか、そういったものが非常に水族環境に影響を受けているとい

うことは、ちょっと資源をかじった私なんかもそう思いますが、実際のリアルタイムの海

洋の環境、あるいは海流の状況であるとか、そういったものがかなりその年の資源評価に

効率的に導入して、現場の漁業者さんたちの感覚とも一致するような形で、資源管理関係

の漁業者も入れた会議のような場で、誰もがそうだろうなと思うようなデータをもって、

今後この資源管理を進めていけるようになればいいのではないかと思います。なかなかお

金もかかるし、シミュレーションのモデル一本動かすだけでも相当なお金のかかる世界で

はあると思いますが、やはり漁獲データだけではなくて、漁業者さん、あるいは行政の人

たち、そういう人たちも納得により、究極の納得に近づけるような、そういった環境のデ

ータも含めて資源評価というものがもっと効率的になされるようになればいいのではない

かと。口で言うのは簡単かもしれませんけれども、ぜひそういう有効なデータのリアルタ

イムな活用も含めて、今後進めていっていただきたいと思います。 

○清野委員 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○橋本部会長 

 資源管理の取り組みについては、ほかに何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。

ちょっとスケトウの話が多くなってしまいましたが、よろしいですか。 

 それでは、時間も進んでおりますので、次に議題の（３）その他に移りたいと思います。 

 その他の部分ではございますが、この３魚種、マガレイ、ハタハタ、スケトウダラのほ

かに、この日本海北部会で扱ったらどうかというような広域資源魚種について、事務局で

は検討を行っているということでございますので、事務局から、その検討状況の概略説明

をお願いいたします。 

○事務局（佐藤） 

 先月27日に、日本海北部海域の１道５県の行政担当者や研究者、水産研究教育機構の研

究者に新潟に集まっていただきまして広域資源管理検討会議を開催しました。その会議に

おきまして、サワラ、ウスメバルについては漁獲情報を中心とした情報交換を行いました。

また、サクラマスにつきましては、幼魚の回遊を把握するために山形県、秋田県及び青森
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県の３県が連携しまして海面の調査を実施したことや、サクラマス分科会の報告を踏まえ

て意見交換を行いました。当新潟漁業調整事務所といたしましては、今後も広域資源管理

検討会議の中で１道５県等と漁獲情報等の共有や意見交換を進めていきたいと考えており

ます。以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 日本海北部会の検討の魚種として資源状況等の説明のあった３魚種以外の主要な魚種と

して、サワラとかウスメバル、あるいはサクラマス、そういったものの漁獲情報等につい

て関係県、関係者の間で情報交換を進めているということでございます。今後も引き続き

情報の共有、あるいは意見交換を進めていくということでございますので、よろしくお願

いいたします。 

 ただいま、その他の広域資源管理の魚種についての検討状況について説明がございまし

たが、何か質問等ございますでしょうか。今回初めて委員会に出席されている方もおると

思いますが、比較的ざっくばらんなご意見、ご質問、何でも受け付けますので、何かあり

ましたらぜひよろしくお願いします。よろしいですか。 

 事務局の説明が大変よくわかったということで、それでは、次に進めさせていただきた

いと思います。 

 次の議題ではございませんが、その他として何かございますでしょうか。せっかくの部

会の場でございますので、何か発言等があったら、この場でお受けしたいと思いますが、

よろしいですか。 

 それでは、特にその他としてご発言がないようですので、事務局から事務連絡を承りた

いと思いますが、事務局から何かございますでしょうか。 

○事務局（佐藤） 

 次回の北部会の日程につきまして、事務局といたしましては来年の11月ごろの開催を予

定しております。部会長と相談した上で、委員の皆様にご予定を伺いたいと考えておりま

すので、どうぞ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。次回の日本海北部会、ちょうど１年後の今ぐらいの時期とい

うことでございます。 
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 最後に、この場で何か、やはり一言申し上げたいという方はおられますか。部会として

は１年に一度の機会ということでございますので、遠慮なさらずに、また今回初めての方

もおられますので、次回はこういうことを言ってやろうという意気込みのある方は、ぜひ

次回に貴重なご意見を賜りたいと思います。 

 それでは、特段追加のご意見ということもないようですので、本日の日本海の北部会は

これにて閉会をしたいと思います。 

 委員各位、あるいはご臨席の皆様方におかれましては、長時間にわたりまして貴重なご

意見をいただきまして、まことにありがとうございました。 

 なお、当初にお願いいたしました当部会の議事録署名人として、北海道の濱野委員、大

臣選任委員の藤田委員、このお二方におかれましては、後日事務局から本日の部会の議事

録が送付されてまいります。送付されてまいりましたら署名をよろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは、予定していた時間となりましたので、これをもちまして日本海・九州西広域

漁業調整委員会、第24回日本海北部会を閉会したいと思います。 

 長時間、どうもありがとうございました。また明日、委員会もございますので、よろし

くお願いいたします。 
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