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１．開催日時 

  平成２９年１１月２８日（火）１０：２７～１１：５８ 

 

２．開催場所 

  石垣記念ホール 

  （東京都港区赤坂１－９－３ 三会堂ビル９階） 

 

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     中島  均 

   福岡海区     本田清一郎 

   佐賀海区     杠   学 

   長崎海区     髙平 真二 

   熊本海区     福田  靖 

   鹿児島海区    甲山 博明 

   沖縄海区     藤田 喜久 

  【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    濵田 憲志 

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 

学識経験者    安成 梛子 
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４．議 事 

  （１）部会長職務代理者の互選にについて 

（２）広域魚種の資源管理について 

    ① 九州・山口北西海域トラフグ 

    ② 有明海ガザミ 

    ③ 南西諸島海域マチ類 

  （３）その他 
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 ５．議事内容 

開  会 

○事務局（松本） 

それでは、定刻より少々早目ではございますが、皆さんお揃いになりましたので、た

だいまから日本海・九州西広域漁業調整委員会第30回九州西部会を開催いたします。 

 私、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松本と申しま

す。どうぞ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藤田委員が事情やむを得ずご欠席されており

ますが、九州西部会の委員定数である17名のうち、定足数である過半数を超える16名の委

員のご出席を賜っておりますので、日本海・九州西広域漁業調整委員会九州西部会事務規

定第５条に基づき、本日の部会は成立していることをご報告いたします。 

 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中、委員の皆様におかれましては九州西部

会に出席をいただきましてありがとうございます。 

 最初に、本年は海区互選委員の交代がございましたのでご報告をいたします。 

 山口県海区互選委員の上野知昭委員が退任され、後任の委員に中島均委員が、長崎海区

互選委員の大久保照享委員が退任され、後任の委員には髙平真二委員が、沖縄海区互選委

員の金城明律委員が退任され、後任の委員に藤田喜久委員がそれぞれ選任されております。 

 大変恐縮ではございますが、信任の中島委員、髙平委員、藤田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。 

○中島委員 

山口県の中島と申します。大変未熟者でありますけれども、一生懸命やらせていただ

きたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙平委員  

長崎県の髙平です。よろしくお願いします。 

○藤田委員  

沖縄県の藤田です。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。 
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 本日は水産庁から、私の左手に久保寺管理課資源管理推進室長さん。 

○久保寺室長  

おはようございます。 

○橋本部会長  

また、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

部長さん。 

○小畑部長  

おはようございます。 

○橋本部会長  

西海区水産研究所から吉村資源生産部長さん。 

○吉村部長  

吉村でございます。 

○橋本部会長  

下瀬研究員さん。 

○下瀬研究員  

下瀬です。よろしくお願いします。 

○橋本部会長  

ほか、多数の方々が出席されております。 

 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（松本） 

 それでは、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。 

 まず、本日の部会の議事次第、出席者名簿、配席図、委員名簿が１枚ずつ、計４枚ござ

います。そして、ホチキスどめ資料で、本日の部会でご説明していただく資料といたしま

して、トラフグに係る資料が資料１－１、１ページから、そして５ページの資料１－２、

11ページの資料１－３、そしてガザミに係る資料といたしまして15ページ、右上、資料２

－１、そして23ページの資料２－２、25ページの資料２－３、それから、マチ類に係る資

料が27ページ、右上に資料３－１、31ページの資料３－２でございます。 

 また、別紙といたしまして、有明海ガザミ採捕禁止についてプレスリリースについての

資料がその後ろに別についております。 

 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
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うまでお申し付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、資料に不足等ございましたら、その都度、お手数ですが事務局にお申

し付けいただければと存じます。 

 では、橋本会長、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。 

 ただいまより議題に入りたいと思います。 

 議事次第に沿って進めたいと思います。 

 まず、議事の（１）部会長職務代理者の互選についてでございます。 

 部会長職務代理者の選任につきましては、九州西部会の事務規程第３条に基づいて、委

員の皆様方の中で互選をしていただきたいというふうに思います。どなたかご推薦のご意

見等ございませんでしょうか。 

○杠委員  

佐賀県の杠でございます。 

 私からは、部会長職務代理者に福岡県の本田委員をご推薦申し上げたいと思いますので、

皆様のご賛同をいただければ幸いでございます。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。 

 ただいま杠委員から、部会長職務代理者に本田委員とのご推薦の発言がございましたが、

皆様いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声） 

○橋本部会長  

ありがとうございました。皆さんの異議がないということで、部会長職務代理者に本

田委員が互選されたところでございます。 

 部会長職務代理者に就任していただきます本田委員に一言ご挨拶をお願いできたらと思

います。よろしくお願いします。 

○本田委員  

皆さん、おはようございます。ただいま佐賀県の杠様のほうから部会長職務代理者と

してご推薦をいただきました福岡県の本田でございます。 

 部会長不在の場合の職務代理ということでございますので、部会長不在の際にはその職
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を滞りなく遂行できますように皆様のご協力をお願いして頑張ってまいりたいと思います

ので、どうぞ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。 

 それでは、議事を進めさせていただきますが、その前に、後日まとめられます本九州西

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、毎回僣越ではございますが、部会長の私から指名をさ

せていただきたいと思います。 

 本日の部会の署名人としては、海区互選委員からは甲山委員、農林水産大臣の選任委員

からは金子委員、このお二方に本日の部会の議事録署名人をお願いしたいと思います。お

二人の委員の方、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、その次の議題（２）に入りたいと思います。 

 議題（２）は広域魚種の資源管理についてでございます。 

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

瀬戸内海におけるトラフグ、有明海におけるガザミの資源動向、南西諸島海域におけるマ

チ類、これらを国立研究開発法人水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所及び西海区水

産研究所の担当者から資源の状況を説明いただき、また、事務局からは九州・山口北西海

域トラフグ広域資源管理方針、それから有明海ガザミ広域資源管理方針、南西諸島海域マ

チ類広域資源管理方針、これら３本の資源管理方針の取組状況について報告、説明をいた

だくこととしております。議事次第の魚種ごとに進めていきたいと思いますので、どうか

よろしくお願いいたします。 

 では、初めに九州・山口北西海域におけるトラフグにつきまして、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小畑資源生産部長さんから説明をよろしくお願

いいたします。よろしくお願いします。 

○小畑部長  

では、今ご紹介いただきました瀬戸内水研の小畑と申します。 

 資料１－１の平成29年度資源評価報告書（ダイジェスト版）というのに沿って説明をい

たします。 

 そこに日本地図がありますけれども、系群としては日本海・東シナ海・瀬戸内海、非常

に広域にわたる系群ということとして資源評価を行っております。 
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 本種は大体寿命が10歳程度、生物学的特性のところに書いてありますけれども、成熟開

始年齢が、雄が２歳で雌が３歳となっておりますが、資源評価上は、３歳以上を親、いわ

ゆる親魚として計算をしております。 

 それで、漁業の特徴ということに関しましては、特に産卵場でかなり大きな漁業が行わ

れているわけですけれども、そういったところでは産卵期が大体３月から６月にわたりま

すので、その時期に２歳魚以上の親魚が定置網、釣り、敷網によって漁獲されているとい

うことです。 

 それ以降、当然そこで育った０歳魚あるいは前年の１歳魚、もう移動しているものや生

き残っているものもありますけれども、そういったものがその後の７月から１月ぐらいに

定置網や小型底びき網や釣り等によって漁獲されています。 

 日本海や東シナ海の沖合や豊後水道については、これはいわゆる漁期と言われている12

月から翌年３月に、これはトータルとして全ての年齢においてはえ縄によって漁獲される

ということです。 

 このトラフグについては、栽培対象種ということで、一応、2016年については約180万

尾の人工種苗が放流されていると推定をしております。 

 漁獲の動向なんですけど、その下の左側の棒グラフのところを見ていただきますと、こ

れは2002年以降なんですけれども、漁獲統計が存在しないものですから、この資源評価で

集計をしているトラフグのみの漁獲というのが2002年以降整備されておりますので、それ

から見ますと、2002年は約356トンからずっと減少傾向で、2016年は189トンでした。 

 長期間のデータについては、下関の唐戸魚市場の取扱量というのがございまして、そち

らのほうで右側のグラフとなっておりますけれども、これを見ると、過去にはかなり多か

ったものもありますけれども、最近というか1997年以降は大体100トンから300トンぐらい

の低水準で推移して、2016年漁期は約90トンであったということとなっています。 

 次に、資源評価のほうに移りますけれども、資源評価の方法というのは、その上に先程

言いましたデータの揃っている2002年以降の年齢別漁獲尾数というものを用いまして、い

わゆるコホート解析で資源量を推定しております。 

 次のページのほうに行きまして、資源状態ですが、グラフの一番上の左側の藍色の丸の

ものが、これが資源量の推移ですけれども、一番高かったのは2006年の1,007トンです。

そこからはずっと減少傾向で、2016年は580トンでした。 

 その横の右側のグラフのほうに行きまして、親魚量というのも計算をしております。親
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魚量については、これを見ると、ほぼ横ばいかやや減少傾向かなというところなんですけ

れども、近年は2013年以降減少傾向となって、2016年は246トンです。 

 その下の赤い線ですけれども、再生産成功率という、要するに、１キロ当たりの親魚が

何尾当たりの加入となるかということなんですけれども、これがトータルとして急に低下

傾向になっております。 

 あとは、その真下、右の真ん中のグラフですけれども、資源水準については、下関の唐

戸魚市場における内海産の取扱量というものを基準としておりまして、グラフで1980年代

で高いところがありますけれども、上の２つを除いて一番高いところから三等分をして高

位、中位、低位ということを判断しております。近年はずっと低位ということになってお

りまして、直近の５年間の推移等、こちらのほうは資源量の推移を見ておりますが、減少

傾向というふうに判断をいたしました。要するに、低位で減少と、数年間そこのところは

変わっていないということです。 

 今年度の資源評価につきましては、去年のものと見比べていただければ分かるんですけ

れども、全体的に資源量というのが下方修正、少し全体的に下方修正されています。これ

については、年齢別の漁獲重量というのを見直しを行いまして、より現実的に近い数字、

データを増やしたりとか集計の方法を現実に近い方法に変えたりとかして変更した結果、

全体的に下方修正をされております。 

 肝心の管理の方策なんですけれども、これにつきましては、この資源評価を行ったとき

には2026年漁期に960トンに回復させるということが平成27年度のトラフグ資源管理検討

会議のほうで了承されていましたので、それを目標としております。それを目標として、

2018年のＡＢＣというのを算定しております。全体的に天然や放流由来の加入量は減少傾

向であって、再生産成功率も低下傾向、親魚量も減少傾向にあるということから、現状の

漁獲や人工種苗放流がそのまま継続されていた場合は資源量は減少し、管理目標の達成は

困難であるというふうに考えられます。今回ちょっとここの資料には将来予測のグラフは

載せていないんですけれども、一応そういう見通しであるということから、漁獲圧の削減

が求められるということです。 

 では、どういうふうに管理するのかということなんですけれども、本系群については、

かなり分布が広くわたりますから、それぞれの産卵場や成育場などで、それぞれの可能な

限りの保護を行っていくということが資源回復に有効だろうというふうには考えておりま

す。 
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 あと、種苗放流も行われているんですけれども、ちょっと分かりにくいかもしれません

が、上の左の一番下の棒グラフがありますが、これは加入量の推移のグラフなんですけれ

ども、赤い部分が放流の分ということになっております。全体的に放流の有効化を図って、

放流尾数というのは2012年以前とは減少している部分はもちろんあるんですけれども、ト

ータルとして若干低くなっているのと、この２年の効果が少し落ちているなというところ

がありますので、そういったところの改善も必要かなというふうには考えております。 

 ＡＢＣというのは、そこのところに表がございますけれども、現状で先程の管理基準と

いうのを目標達成させるためには、上側のLimitと書いてあるところの2018年のＡＢＣ97

トン、要するに、現状から約44％、４割ぐらいを削減しなければ、現状ではなかなか難し

いのではないかというところが資源評価の上では推定をされております。 

 以上です。 

○橋本部会長  

ありがとうございました。 

 まず、トラフグについて資源状況の説明がございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問等はございますでしょうか。 

 これ、放流尾数は各県とも少し尾数としては減っているということですか。 

○小畑部長  

現在が減っているということではなくて、有効化ということで、サイズを少し大きく

したものですから、そういう意味で尾数は減っているということです。それが４年ぐらい、

2013年以降ですね。要するに、大きなサイズのものを放流して、効果をより高くしようと

いうところで、そういった取組を行っているということです。 

○橋本部会長  

ありがとうございます。 

 ほかに何かご質問。 

○中島委員  

すみません、再生産成功率、これが落ちてきたという理由は小型化ということなんで

すかね。 

○小畑部長  

この再生産成功率というのは、天然魚のほうの、要するに、親魚の量に比べて０歳魚

の量の割合を示しているもので、要するに、親魚が例えば横向きだったら、０歳魚の量が
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減ってくると、この再生産成功率というのが下がってくるということなんですよね。です

から、今、天然のほうの再生産のほうが若干少しずつ下がって、うまくいっていないんじ

ゃないかというところがありまして、それの原因が何かというのはまだ分かっていないと

ころはあるんですけれども、今のところ我々のほうでは親魚の調査であるとか、０歳魚が

実際どれだけ発生しているかというような調査を行っておりまして、そういった原因とい

うのを突き止めていくような調査を今行っているところです。 

○中島委員  

すみません、先ほど１キログラム当たりの親がどれぐらいかということで、親魚が小

型化しているとかそういうわけじゃないわけですね。 

○小畑部長  

それについても今調査をしているところで、例えばどれぐらいの親がどのぐらい卵を

生んでいるのかというところも含めて調査をしているところで、そういうところはまだ分

かっていないです。 

○中島委員  

テレビ報道なんかによると、東京湾じゃトラフグが大分獲れているとかそういうふう

な話は聞くんですけれども、当海区以外の海域の状況というのがもし分かればお示しいた

だきたいのと、それとの比較で何らか参考になるようなものがないのか、その辺について

ご見解をお聞きしたいと思います。 

○小畑部長  

これ以外では、いわゆる伊勢三河湾というところですね、東海のほうのトラフグの資

源というのがあるというふうになっていまして、ちょっと詳しいところは覚えていないん

ですけど、そちらのほうもたしか低位だったとは思います。 

 それで、そちらのほうもいろいろな放流の調査はやられていたりしている部分はありま

すけれども、全体としてはちょっと低い状況にあるというのが現状です。どちらかという

と、そちらのほうは種苗放流のほうの効果を高めるための調査なども行い、産卵場と育成

場が大きくは１カ所なので、そこを中心に生態調査をされています。我々のところはかな

り広範囲にわたっているので、それぞれで状況が違っているところがありますから、どち

らかというと、この系群のほうが詳しく調査できる部分がありますので、そういった情報

を参考にしながら、例えばこちらの系群でどういう場所に放流したらいいのか、放流方法

がいいのか、あるいは先ほど再生産成功率というお話がありましたけれども、向こうのほ
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うにも環境の影響もちょっとあるんじゃないかというような関係が分かってきているとい

うのもありますので、こちらのほうの系群といたしましても、そういったところの低下要

因について、そちらのほうからもアプローチしていくということは考えております。 

○橋本部会長  

よろしいですか。 

○中島委員  

かなり厳しい状況にあるということで、かつ広域にわたるということで、引き続き水

産庁の皆様、それから水総研、水総研と言わないのかな、皆様、ご指導のほどよろしくお

願いいたします。 

○橋本部会長  

ありがとうございました。 

 ほかに、このトラフグについて、資源の状況について何かご質問等ございませんでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

 それでは、同じトラフグについて、九州・山口北西海域のトラフグの広域資源管理の取

組状況について、事務局から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

○事務局（松本） 

それでは、九州事務所で資源管理を担当しております松本から、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いてご説明いたします。 

 お手元の資料５ページになりますが、１－２をごらんいただきたいと思います。九州・

山口北西海域トラフグ広域資源管理方針に基づく平成29年度の取組状況です。 

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

項目ごとの実施状況を記載しております。 

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

漁法別及び期間別の休漁を実施しております。Ａ海域からＥ海域につきましては、9ペー

ジの図を参照していただければと思います。Ａ海域からＥ海域までの対象海域の休漁期間。

図で示しております。 

 続きまして、②全長制限といたしまして、小型魚保護のため、全長30センチ以下の小型

魚を再放流しております。 

 ③承認・届出制といたしまして、総トン数５トン以上のとらふぐはえ縄漁船は県ごとの

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トン未満のとら
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ふぐはえ縄漁船については、広域漁業調整委員会への届出を実施しております。 

 ６ページの参考１に当たるのですが、10月末時点のとらふぐはえ縄漁業の承認及び届出

隻数をまとめております。承認隻数が161隻、届出隻数が59隻で、合計で220隻になってお

ります。 

 なお、５ページの漁獲努力量削減措置の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、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第49号及び第50号を発出してお

ります。 

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

を実施しております。 

 ７ページ目ですけれども、参考２に、平成29年度の種苗放流状況を記載しております。

関係県の合計で約148万尾の種苗放流を実施しております。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、種苗法流の効率化に取り組んでいる

ところでございます。 

 また、（３）漁場環境の保全措置の取組といたしまして、佐賀県におかれましては、生

育場の環境改善といたしまして、海底耕うん・清掃を実施しております。 

 また、山口県、福岡県、長崎県、佐賀県の４県におきましては、投棄漁具等を回収する

海底清掃を実施しております。 

 ２、その他の取組といたしまして、①トラフグ親魚の標識放流ですが、山口県では、平

成19年度から、定置網に入った雌の産卵親魚の買い上げ、標識再放流を実施しており、こ

れまでに607尾、平成29年度は38尾を放流し、これまでに41尾が再捕されております。 

 さらに、②卓越的発生におけるルール作成といたしまして、平成27年生まれのトラフグ

について、有明海や瀬戸内海において例年より発生が比較的よかったとの情報があり、関

係県が連携して一定程度の獲り残しを行うための緊急的な対応として、当時、資源管理方

針・広調委指示では、再放流サイズが25センチ以下でありましたが、それを５センチアッ

プし、全長30センチ以下での再放流を実施いたしました。そしてまた、再度卓越的な発生

が起きたときに備え、随時対応ができるよう、どのような状況になった場合に、どのよう

な取組を行うかというルールづくりを引き続き関係者間で検討を進めていくこととしてお

ります。 

 その下の③平成28年度漁期の漁模様といたしましては、瀬戸内海区水産研究所作成のト

ラフグの外海産漁獲量を載せております。平成28年度の漁獲量が約93トンで、対前年比が
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75％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５ページの①で漁獲努力量の削減措置でご

説明しました対象海域を表と図で示したものを添付しております。 

 次の10ページ目につきましては、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。 

 会議開催についてですが、昨年までに３回ほど関係20府県の関係者が一堂に会し、トラ

フグ資源管理検討会議、いわゆるこれは全国会議と言われているものですが、それが開催

され、トラフグ資源の回復に向けた管理目標の確認や、現在の取組の徹底と、さらなる強

化に向けて検討しているところでありますが、トラフグの資源状況は、残念ながら依然と

して厳しいという状況でございまして、既にご存じかと思いますが、今年も先週の11月20

日に長崎県長崎市において第４回トラフグ資源管理検討会議が開催されました。そのとき

に、先ほどの資源評価でも少し触れられましたが、資源評価方法を修正したことによって

管理目標も、現状の資源量580トンを10年後をめどに840トン程度まで回復となりました。

そういうことにより、あわせまして九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理方針の管理

目標も、10年後をめどに840トン程度まで回復、中期的に５年前後を目安に682トン程度を

目指すと修正することで進めたいと思います。 

 引き続き本庁、関係漁業調整事務所、関係県と連携・協力しながら、とらふぐはえ縄漁

業を初め関係漁業者等と資源回復に向けた取組を検討していくこととしております。 

 続きまして、資料１－３ですが、これは平成28年度漁期のとらふぐはえ縄漁業の操業実

績報告を取りまとめたものになっております。 

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

により報告書の提出を義務付けているものです。 

 11ページ目は、承認・届出隻数と実際に操業に出た漁船の隻数を県別、トン数別に集計

したものです。 

 平成28年度漁期の承認・届出隻数が合計229隻、操業実績数が合計126隻となっておりま

す。 

 12ページ目は、県別、漁獲サイズ別、トン数階層別の漁獲尾数を表にしたものです。小

さくて申し訳ありませんが、全体の合計で50,512尾となっております。 

 13ページ目は、２ページ目の数値を県別、月別にあらわした表となっております。 

 14ページ目は、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
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ります。 

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

づく漁獲成績報告書を提出していただいております。どうもありがとうございます。 

 最後に、委員会指示に関してです。 

 最初の５ページ、１－２で少し触れましたが、委員会指示につきましては、これまでと

同様に２本を予定しております。１つが、県別の承認隻数の上限や漁獲成績報告書の提出

等について規定したもの、もう一つが、小型魚再放流と操業期間の制限等を定めた委員会

指示を予定しております。 

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

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

とで進めていきたいと思っております。 

 トラフグの資源管理の取組に関する説明は以上となります。 

○橋本部会長  

ありがとうございました。 

 ただいま事務局のほうから、平成29年度のトラフグの広域資源管理方針に基づく取組状

況と、28年度漁期の操業実績、あるいは広域漁業調整委員会の指示に関する話についても

説明がございましたが、この取組状況について何かご意見、質問等があれば伺いたいと思

います。何かございますか。 

○中島委員  

すみません、小型魚の保護ですね、規制水域については30センチ未満ということで今

規定されていますけれども、瀬戸内海あるいは有明海等が小型魚を採捕しているという状

況にございます。資源管理上かなり影響があるのかなと思っているんですけれども、この

辺についての取組があればご紹介いただければと思います。 

○事務局（松本） 

 今、山口県さんが20センチ以下を再放流ということで県の指示をかけております。そし

て、今、九州側の海域につきましては、今後、有明海のほうは小型魚が獲られているとい

うことで、そちらのほうも検討を始めていきたいと考えているところでございます。 

○橋本部会長 

 よろしいですか。 

○中島委員 
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 先ほどもちょっと申し上げましたが、かなり広域にわたるということで、瀬戸内海、山

口県は委員会指示出しましたが、山口県だけでどうのこうのできる問題じゃございません

ので、ぜひとも水産庁の強いリーダーシップの下で資源の回復に取り組んでいただければ

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した。 

 ほかに、この取組状況についてご質問等ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 ほかにないようでしたら、このトラフグに係る委員会指示につきましては、事務局のほ

うから説明もございましたが、この後、内容に大きな変更がなければ、年明けて春に開催

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、提案をいたしまして審議

をいただくということにしたいと思いますが、委員の皆様、それでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○橋本部会長  

これは例年と水域とか漁期とかそういった変更は今のところは予定されていないとい

うことでよろしいかと思います。 

 それでは、そういう手続で進めていきたいと思います。委員会指示等につきまして、ト

ラフグについては２本、春の広域漁業調整委員会の本委員会に報告して提案をしたいとい

うふうに思います。 

 それでは、次の魚種でございますが、有明海におけるガザミについて、まず資源状況に

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さん

からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○吉村部長  

ご紹介にあずかりました吉村でございます。よろしくお願いいたします。 

 有明海ガザミ資源について報告いたします。 

 ただいまから報告します内容は、有明海に面しておられる４県、すなわち福岡、佐賀、

長崎、熊本の試験研究機関によって調査・報告された結果でございます。 

 お手元の資料15ページの２番、漁業の概要からご説明いたします。 

 平成28年度の概要でございますけれども、漁法につきましては従来どおり大きく変わっ

ておりませんで、主にかご、刺網、すくい網で行われており、長崎県はそれに小型底曵網

が加わるという構成になっております。 
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 平成28年度の漁獲動向ですが、福岡県が12.5トンということで、過去５カ年の平均に比

べると５割程度と少なめであったそうです。 

 佐賀県では28.7トンでございまして、過去５年平均の８割程度と推定されております。 

 次に長崎県ですが、もともと報告をいただいたときから若干集計上のトラブルが発生し

ていて、過小評価気味という断りがついておりましたけれども、先週、正しい値をご連絡

いただきましたので、資料の値の修正をお願いいたします。15ページ下から５行目にござ

います取扱数量4,066キログラム、これが１万698キログラムです。これに伴いまして、次

の前年比15％を39％、過去５年比９％とありますが、これを24％、24に修正をお願いいた

します。ということで、長崎県も10トン程度で、過去５年平均で比較しますと24％程度と

低い値になっております。 

 次に熊本県ですけれども、漁獲量が約８トンということで、過去５年間の中では最も不

漁の年であったと推定されております。 

 続いて16ページに移りまして、生物学的特性ですが、従来報告されている特性から大き

く変わる知見というものは得られておりませんけれども、まず抱卵期、卵を抱いている期

間が、福岡、佐賀の場合は５月から６月ないし７月、湾口部に近い熊本県や長崎県ではや

や遅く、９月から10月まで続いているという傾向が見られました。 

 成熟年齢につきましては、熊本県で甲幅長が14センチの雌が卵を抱いていたというとい

うのが確認されておりまして、これがいわゆる生物学的最小形とされております。 

 次に18ページに移りまして、移動状況ですが、本資源の場合、有明海に加えまして、そ

れに続きます橘湾や八代海、一部は天草の西岸域にも分布しておりますけれども、これま

で放流調査等が行われておりまして、その知見を総合いたしますと、おおよそ有明海の湾

の奥部で放流されたガザミというのは湾奥でそのまま漁獲されたり、湾の中央部で漁獲さ

れる事例が多いということですが、一部橘湾まで移動している事例も確認されております。 

 有明海の湾口あたりで放流された場合は湾奥、中央、湾口、それから橘湾とさまざまな

場所で採捕されるという特徴がありまして、これらのことから、有明海のガザミは有明海

の湾奥から橘湾に至る広い水域で移動しているものが多いというふうに認識されておりま

す。 

 続きまして８番ですが、ガザミの場合、脱皮をして体が柔らかい状態のものを軟甲ガザ

ミと呼んでおりますけれども、値段がやや安くなるものの、これも漁獲される実態にござ

います。 
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 福岡県の場合は、その軟膏ガザミの漁獲ピークが８月に見られて、漁獲物の半分強を占

めたということです。 

 一方、佐賀県ではピークが10月で、漁獲物中の２割程度という結果であったということ

です。 

 次に、資源状態です。 

 19ページの図５をごらんください。 

 こちらに有明海全体におけるガザミ類漁獲量の経年変化が示されておりますけれども、

ピークはごらんのとおり昭和60年の1,781トンですが、その後徐々に減少いたしまして、

平成12年に一度142トンという過去最低値を記録しております。その後若干持ち直してい

るんですけれども、平成27年度、これは農林統計上の値として76トンということになって

おりまして、過去最低値になりました。 

 先ほどご紹介した平成28年度の各県による推定値を合計しますと約60トンになりますの

で、平成27年からさらに漁獲量が減ったと考えられます。 

 続いて、県別に状況を簡単にご説明いたします。 

 図６をごらんください。こちらが福岡県の漁獲量の推移です。 

 福岡県の場合、過去、平成25年あたりから減少傾向がありまして、現在では低位、減少

という判断がなされております。 

 続きまして、図７ですが、こちらが佐賀県の場合です。 

 佐賀県も、過去20年ぐらいで中水準から低水準へと入っておりまして、近年は、低水準

で減少傾向で推移していると考えられております。ただ、このグラフは平成27年19トンで

終わっておりますけれども、先ほど触れました28年度の推定値は28.7トンということで若

干上向いているようでございます。 

 続きまして長崎県、図８ですけれども、やはり昭和60年のピークから減ってきているわ

けですけれども、増えたり減ったりを繰り返しておりまして、平成27年が23トン、それか

ら平成28年度が10.7トンということなんですが、平成元年あたりからの増減傾向も判断基

準にされていると思いますが、現状で低位、横ばいというふうに判断しておられます。 

 続きまして図９、熊本県です。 

 こちらも昭和60年代にピークを迎えた後、減少に至っておりますけれども、平成27年度

が23トン、平成28年度が８トンということで、近年の状態は低位、減少傾向にあると判断

しておられます。 
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 最後に、資源回復に関する各県のコメントです。 

 現在、有明海ガザミ広域資源管理方針に基づいて資源管理、漁業管理が行われておりま

すけれども、具体的な措置としましては、抱卵個体の再放流、あるいは港内等に一時的に

卵を抱いた雌を蓄養しておいて、放卵後に出荷をする。一応再生産には貢献させた上で出

荷するという取組が行われております。 

 それから、有明海全体では甲幅長12センチ以下の採捕禁止、再放流というものが取り組

まれており、すくい網については６月の15日間禁漁が行われております。 

 こういった漁獲量の削減策に加えて、種苗放流ですとか漁場環境の保全・回復措置にも

取り組んでおられます。 

 いずれの県も、これらの管理方針策の継続、それからさらなる徹底が必要ということで

認識は共有されているようですけれども、これに加えまして、長崎県さんの場合ですと、

現在では、漁獲量で判断されているわけですけど、これを資源解析、資源評価というレベ

ルに評価精度を上げて資源回復に向けた取組を強化する必要があるというご意見、それか

ら熊本県さんの場合は、今取り組まれているさまざまな効果を定量的に評価して、最も効

果の高い手法等を見出して、選択、集中していくことが必要であるとコメントされていま

す。 

 以上でございます。 

○橋本部会長  

ありがとうございました。 

 ただいま吉村部長さんのほうから、ガザミの資源状況についての説明がございました。

何か質問等はございますでしょうか。 

○清野委員 

 有明海は、今年の九州北部豪雨災害の関係で、筑後川が相当な流木や土砂が出たと思い

ます。それで、資源回復に取り組まれる中で、海底耕うんだとか以前は覆砂とかもされて

いたと思うんですけれども、漁場の状況把握というのはどのような形でなされているでし

ょうか。と申しますのは、有明海の干潟について公的機関で調査ができる立場というか、

そういう点ではもう水産の側からそういった地形の変化なり海底の環境の変化というのを

把握できる可能性はあるんですけれども、ほかの部局はある意味用事がないと言うと変で

すけれども、なかなかそういう追跡はされていないようですので、広域的に使っている漁

場ですので、関係される方で情報をお持ちでしたら教えていただけたらと思います。 
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○橋本部会長 

 ありがとうございます。何か西海区のほうで情報をお持ちでしょうか。 

○吉村部長 

 私どもでは、直接有明海の調査を担当していないこともありまして、特に今年度につい

てはまだ詳しい情報を持っていないんですが、所長さんのほうでいかがでしょうか。 

○廣山所長 

 九州北部豪雨で筑後川から流木だとか土砂だとかが流れ込んで、一時期はひどい状態で、

ノリの網が入れられないんじゃないかというぐらいの状況でしたけれども、その後、ノリ

の業者を中心に非常に積極的に処理に携わっていただいて、国とか県の支援事業なども使

ってやっていただいた結果、ノリに支障のないような感じで流木、つまり流れているもの

についてはほぼない状態で10月下旬のノリ操業を始めたという状況です。あと海底に沈ん

でいる木とかもあるんじゃないかということで、それも注意して見ていただいています。

まだ少し残っているようですけれども、大体大きなものは取り終わった。問題は、泥のた

ぐいが流れ込んでいるんじゃないかという話があるんですが、そこまではまだ対応ができ

ていないようです。というのと同時に、そもそも意外と有明海の奥のほうは腐泥が多いの

で、それが北部豪雨の関係なのか、そもそもあったものがまだ残っているのかというのが

分からないので、いずれにせよ、そういう漁場環境全体の状態が変化していることについ

ては、いろいろな形での調査はしていますけれども、なかなかこれといって外に出せるよ

うなレベルにまとまったものがないというのが今の状況だというふうに聞いています。 

○橋本部会長  

ありがとうございました。よろしいですか。 

○清野委員 

 有明海は、今教えていただいたように、非常に流木とかごみということで海底なり海岸

の清掃をされていたと思うんですけれども、粒径の粗い砂がおりてくるということは、や

はり今年の九州北部豪雨などで筑後川、それから以前、熊本のほうの白川とか緑川とか、

近年豪雨が多くて、陸上の災害としては本当にそういう人命を失うような大変な状況にあ

るんですけれども、海底の回復という点では、昔の砂利をとっていたり、ダムができたり

という中で、海に砂が入らなくなって漁場の泥質が進んだという状況から、うまく回復す

るチャンスではないかというふうな見方も出ております。今後、特に有明海においては近

年豪雨が多いことから、川から海に入ってくる砂をどういうふうに考えるかということが
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ありまして、そういったヒアリングでも、あるいはどこか定点を観測するなどして漁場の

回復を、自然の力も含めながら昔の状態に戻していくということが重要ではないかという

ふうに思っております。ですから、ぜひ水産庁のほうで音頭を取っていただいて、その海

底なり干潟なりに一番関係する、直接ここに関係する窓口というのはやはり水産庁になる

と思いますので、機会がありましたらご尽力いただけたらと希望しております。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。要望も含めて清野委員からのご発言でございました。 

 ほかにこの有明海の部分で。 

○福田委員 

 今意見がありましたけれども、私はあと１つ、有明海異変というのが以前起こりました。

その有明海異変によって潮流、流れが遅くなってきたということですね。この辺、有明海

異変の後に流れが遅くなる、そしてガタが堆積する。それから、堰とかダムとかで流れが

止められて砂が少なくなる。この２つの要因が大きいんじゃないかと思うんですけれども。 

 例えば佐賀県の例を見ると、グラフを見ると、じわっと下がっていますね。それから、

ほかのところと比較すると、熊本の場合、ある程度の量で流れている。この辺、有明海異

変が大きい要因になるのか、ならないのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。何か情報をお持ちの方はございませんでしょうか。 

○廣山所長 

 有明海の水産物全般、ノリを除いて非常に厳しい状態が平成に入ったころからずっと

徐々に下がっていっているというのが、いろいろなところでいろいろな原因だとか理由だ

とかを調査しています。そういう原因究明と同時に、減った状況からどうやってリカバリ

ーをするかという議論についてもいろいろなところでの議論が行われていますので、そう

いったものを使って資源回復、この後、我々のほうから説明をします回復のための皆さん

の取組なども含めて、何とか資源が回復するような方向づけをしていきたいというふうに

思っていますので、皆さんにもご協力をお願いしたいというふうに思います。約束という

か、国としてもそういう対応を心がけていきたいというふうに思っていますので、よろし

くお願いします。 

○橋本部会長 
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 ありがとうございました。よろしいですか。 

 それでは、資源状況についてほかにご発言はございませんでしょうか。 

 よろしければ、この有明海ガザミについての広域資源管理の取組状況について事務局の

ほうから引き続き説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（松本） 

 では、有明海ガザミ広域資源管理の取組状況についてご説明いたします。 

 お手元の資料、23ページにあります、右上２－２をごらんいただきたいと思います。有

明海ガザミ広域資源管理方針に基づく平成29年度の取組状況です。 

 23ページの１、広域資源管理方針の実施措置については、これも左の欄に措置の項目を、

右の欄に項目ごとの実施状況を記載しております。 

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

期間の確保のため、黒デコと言われる抱卵ガザミの再放流または一時蓄養を実施しており

ます。 

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

ザミのうち全甲幅長12センチ以下のものを再放流しております。 

 ③採捕禁止期間の設定といたしまして、広域漁業調整委員会指示第51号に基づきまして、

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

ておりまして、抱卵ガザミの保護を実施いたしました。 

 また、６月１日から15日の間につきましては、各関係県の協力をいただきながら指導、

取り締まりを実施しております。 

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

ころ、おおむね広調委指示内容は遵守されているとの報告を受けております。 

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

実施いたしました。 

 表の下のほうに、参考といたしまして、平成29年度の種苗放流状況を記載しております。

関係県で合計約279万尾の種苗放流を実施いたしました。種苗放流につきましては、昨年

度より若干の減少の放流実績となっております。 

 上のほうに戻っていただきまして、（３）漁場環境の保護といたしまして、福岡県にお

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

布耕耘を実施しております。 
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 その他でございますが、遊漁者等の一般に対しても採捕禁止期間の設定等、広域資源管

理の取組について周知するため、釣具店、またマリーナ等へのリーフレットの配布や釣り

雑誌への掲載などを実施しております。 

 また、一連の資料とは別に３枚物の資料を今回添付させていただきましたが、今年から

新たな取組といたしまして、採捕禁止期間についてプレスリリースを実施しまして、でき

るだけ周知をしようということで努力いたしました。 

 そして、24ページ目になりますが、今年度現時点までの広域資源管理検討会議及び漁業

者協議会等の開催実績を整理させていただいております。 

 そして最後に、25ページになりますが、資料２－３は、平成30年度以降の取組に関する

ものです。 

 今の現行の有明海ガザミの広域資源管理方針の実施期間が平成30年３月末で終了するこ

とに伴い、昨年度から広域資源管理検討会議等において関係者間で検討を進めてまいりま

した。その結果、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まして、こ

れまでの協議結果を反映した見直し案について、有明海ガザミ広域資源管理方針の新旧対

照表になりますが、概要を作成いたしました。 

 対照表の左側が現行、右側、赤字になっているほうが改正案となっております。 

 変更点を今から簡単にご説明させていただきます。 

 ３、目標についてですが、後ほど説明いたしますが、このたび軟甲ガザミについて新た

に取組を行うことになりましたので、追記しております。また、資源が減少傾向であるこ

とから、まずは資源減少に歯止めをかけることとしております。 

 続きまして、４の広域資源管理のために講じる措置ですが、依然として資源状況に改善

が見られないことから、次のとおり漁獲努力量の削減措置等を新たに実施し、資源水準の

回復を目指すというものです。 

 （１）漁獲努力量削減の③につきましては、資源保護のみならず、価値向上を図るため、

軟甲ガザミの再放流に努めることを、これは新たに項目として追加しました。 

 そして、（４）その他につきましては、各県それぞれの状況によって、今現在は広域で

統一した取組ができなくても、資源保護のために各県が漁業経営への影響に考慮しつつ、

導入可能なものから随時、自主的な措置について取り組んでいくことといたしました。今、

個々調整中のものもございますが、各県の措置について記載を追加しております。 

 そして５、実施期間につきましては、平成30年４月１日から平成33年３月31日までとし
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ております。 

 これらの内容で、現在、細かい文言の修正等を事務方で調整しているところです。 

 そして、この方針に基づく委員会指示につきましては、これまでと同様に予定しており

まして、この④にございますたも網その他すくい網によるガザミの採捕禁止期間の設定を

規定したものです。 

 これらの方針の見直しと広調委指示については、今後大きな変更がなければ、文言等の

修正後に関係者で最終的に合意したものにより、春に開催予定の広調委の本委員会でご報

告し、方針に基づく委員会指示をお諮りいただくことで進めていきたいと考えております。 

 有明海ガザミの取組状況については以上となります。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から有明海ガザミの取組状況について、あるいは本年度までとなってい

る資源管理方針の見直しの案というものについても、過去から行っている採捕禁止の委員

会指示についての説明を含めて取組についての報告がございました。何か質問等はござい

ますでしょうか。 

○清野委員 

 どんどんいろいろ対策を進めていただいて、軟甲ガザミへの取組も本格的になりまして、

ありがとうございます。いろいろなガザミに対しての知見がたまってくる中で、今回ご報

告いただいた80キロぐらい移動して有明海を縦横に使って生息しているとか、何かそうい

った生態系の話も一般の人にも伝わっていくと関心が高まるのかなという気もいたします。 

 さらに、今回資料でつけていただいているように、フェイスブックとかそういうのもお

持ちだと思いますので、ぜひお役所的な文書の掲載だけでなくて、こんなことが分かって

きましたとか、そういうのもあると、常日頃いろいろな人が関心を持ったり、特に九州地

区は魚に関するとか海に関する番組とかも、トピックがあったら多く報道もしてくれるの

で、ぜひ一般の人への周知とその理解と、それによって一般でも結構獲っちゃっている人

がいたり、あと抱卵ガザミを季節物ですと言ってがんがん出しているお店もあるので、何

となくカルチャーが、守って食べようみたいなふうになってくるといいと思いますので、

ぜひそのあたりもすごくいろいろな取組があるので、進めていただけたらと希望します。 

 以上です。 

○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、また一般の人向けにこの有明海ガザミの生

態で分かってきている内容等を広く公表できるような方策も考えてみたらどうかと。昨日、

別の部会でアカガレイとかズワイガニとか図表で資源の移動状況のような図もありました

けれども、一般の人たちが、おそらく聞かないと誰も、ガザミ自体の事は知っていても、

どういう生態をしているかとかそういうことについての公表もしながら、こういう資源管

理の取組についてもっと周知していくようなこともぜひ工夫していっていただけたらとい

うふうに思います。 

 先ほど九調のほうから説明があったとおり、広調委で指示として出している６月の15日

間の採捕禁止については、プレスリリースも行って九調のホームページにも今年からアッ

プしている取組もありますので、さらに工夫が進むことを九調のほうにもぜひお願いした

いと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 よろしければ、この有明海のガザミにつきましては、先ほど来説明のありました広域資

源管理方針の見直し、30年度から３年間の新しい資源管理の方針と、それから、来年度の

委員会指示、６月の頭から15日間の採捕禁止の広域委員会指示、これにつきましても、来

年春に開催されます日本海・九州西広域漁業調整委員会の本委員会に報告、提案をして審

議していただく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。 

（「はい」の声） 

○橋本部会長 

 それでは、ガザミの委員会指示につきましても、春の広域漁業調整委員会の本委員会で

報告、提案をすることといたしたいと思いますので、事務局のほうは手続を進めていただ

きたいと思います。 

 それでは、最後の魚種に入ってまいります。最後に、南西諸島海域におけるマチ類につ

きまして、まず、資源状況について、国立研究開発法人水産研究・教育機構西海区水産研

究所資源海洋部の下瀬研究員さんのほうからご説明をお願いいたします。よろしくお願い

いたします。 

○下瀬研究員 

 西海区水産研究所の下瀬です。私、沖縄県の離島にあります石垣島の支所に勤務してお

ります。 

 資料に沿って資源状況について説明させていただきます。 
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 マチ類、４種類ほど対象にしておりまして、ここにはアオダイの写真が載っております。

その他にハマダイ、ヒメダイ、オオヒメというかなり形も異なる４種類のマチ類というの

が沖縄県、それから鹿児島県で一本釣りとなどによって漁獲され、食用にされております。 

 下に地図がございます。青で囲まれております漁場を見ていただくと、鹿児島県と沖縄

県、それから実は関東のほうでは小笠原周辺でも獲られております。今回は奄美諸島、沖

縄諸島、先島諸島ということで鹿児島と沖縄の系群についてまとめてあります。 

 まず、生物学的特性ですが、寿命が、アオダイが35歳以上、ハマダイは60歳以上、ヒメ

ダイは雌で18歳、雄で38歳程度、オオヒメは20歳以上と、いずれの種もかなり長生きする

というのがこの魚の特徴であります。特にハマダイはかなり大型になるんですが、60年以

上生きるのではないかということが言われております。 

 それから成熟開始年齢が、アオダイは２歳で成熟を開始しまして、大体６歳ぐらいでほ

ぼ全ての個体が成熟する。ハマダイは成熟年齢が遅くて、８歳ぐらいでようやく成熟を始

めて19歳でほぼ100％。ヒメダイはゼロ歳で成熟、４歳で100％、オオヒメは２歳で成熟し

始めて５歳で100％というふうに推定されています。 

 それから、産卵期と産卵場、産卵期なんですけれども、各魚種ともに大体春から夏、も

しくは春から秋のかなり長い期間、産卵期を持っております。 

 それから食性なんですけれども、各魚種ともに大型の動物プランクトンですとかイカ類、

魚類、それからヒカリボヤ類、浮遊性甲殻類などを食べているということが分かっていま

す。 

 ここには書いていないんですけど、生息水深がかなり深くて、浅い種類でも150メート

ルぐらい、深い種類だと、ハマダイなんかは300メートルより深いところで釣られており

ます。 

 成長曲線がアオダイについてのみ記されておりますけれども、最初の成長がすごく速く

て、大体５歳とか10歳ぐらいまで成長した後は、もう頭打ちになって、その後余り成長し

ないというような特徴がございます。これは４種類とも全て同じ、こんな感じの成長曲線

を持っております。 

 次、漁業の特徴ですけれども、鹿児島県、沖縄県ともに近海の水深100メートル以深で

操業する深海一本釣漁業とか底建はえ縄漁業によって漁獲されています。周年操業する一

本釣専業者が主なんですけれども、わずかにソデイカ漁などと兼業する漁業者もございま

す。それから、１航海当たりの操業日数は、５トン未満の小型の船では日帰りから３日、
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それから５トン以上のやや大型の船だと１週間ぐらい航海して、その後で水揚げするとい

うような漁業形態になっております。 

 次、漁獲の動向なんですが、マチ類は、実際この４種類だけではなくてもっとほかにも

種類がおりまして、細かく種類ごとの漁獲統計というのが整備されたのが1980年代とか

1990年代になってからです。ここに書いてあるように、80年代から90年代にかけて全ての

マチ類、全体の漁獲量を見ると急激に減少しているということが分かっています。魚種

別・海域全体の漁獲統計は、アオダイとハマダイは1990年以降に整備されていまして、そ

この下に、左の青いのがアオダイ、右の赤いのがハマダイで、沖縄県と鹿児島県の漁獲量

が1990年から2016年まで載っております。アオダイは2012年まで減少傾向で推移しており

ましたが、その後は300トン前後で推移しておりまして、2016年は317トン、ハマダイは

2003年ぐらいまで減少していたんですけど、その後は増加に転じておりまして、昨年は

267トンでした。 

 それから、ヒメダイとオオヒメが次のページにありますが、ヒメダイとオオヒメでは鹿

児島、沖縄の両県でデータが整備されたのが2008年以降と、かなり最近のものしか利用が

できないので、ここではもう少し長い期間のデータが分かります沖縄県だけの漁獲量を示

してあります。左がヒメダイですけれども、ヒメダイもずっと減少が続いておりまして、

2016年、昨年は103トン、オオヒメもなだらかに減少しておりまして、昨年は61トンとな

っております。 

 次に、資源評価法ですけれども、これ、資源状態の判断基準なんですが、資源水準の判

断には、1960年以降57年間の漁獲統計があります鹿児島市中央卸売市場のデータを使って

判断しました。 

 これが、下にあります図の上の２つと、真ん中の段の左の図になります。これ、いずれ

の種類も、先ほども説明しましたとおり、80年代から90年代にかけてアオダイ、ハマダイ、

それから、ヒメダイとオオヒメは1990年まで２種類が分けられてなかった時期がありまし

たので、一緒になっているんですけれども、80年代から90年代にかけて減少しまして、一

番たくさん水揚げがあったところと、一番水揚げが少なかったところを三等分して高位、

中位、低位と判断基準にしていますけれども、いずれの種でも低位と、90年代以降もしく

は2000年代以降はずっと低位で推移しております。 

 それから、資源動向の判断なんですけど、資源動向については、これもちょっとデータ、

質がかなり漁港とか地域で異なるんですけれども、そこで一番使いやすいのが沖縄県の八
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重山漁協の所属船だったんですけれども、これが1989年からデータがありまして、その八

重山漁協の所属船の単位努力量当たりの漁獲量（ＣＰＵＥ）を資源量指標値として用いて、

資源動向を判断しております。 

 28ページの一番下にありますのが、まずアオダイとハマダイですが、左のアオダイを見

ますと、資源量指標値、ＣＰＵＥは、アオダイでは2011年を境に、資源量指標値が黒い丸

と折れ線グラフですが、2011年までずっと減少して、その後、やや横ばいで推移しており

ます。 

 それから、右側の赤で示したハマダイですが、ハマダイは2003年まで減少しておりまし

たが、その後で増加に転じて、現在はやや増加傾向というふうに判断しています。 

 それから、ヒメダイとオオヒメは29ページの上に図がありますが、左がヒメダイ、右が

オオヒメですけれども、これは増減を繰り返しながら、おおむね横ばいで推移しておりま

す。 

 直近の５年間の資源量指標値の推移で資源動向を判断しておりますけれども、28ページ

の真ん中の段にあります各４種類の資源動向と資源水準が記されております。４種類とも、

資源水準は低位で、資源動向は、アオダイは減少、ハマダイは増加、ヒメダイは減少、オ

オヒメは横ばいというふうに判断しております。 

 最後に、29ページの管理方策ですけれども、現在の漁獲量と資源量指標値の推移をもと

にして、その水準及び変動傾向に合わせた漁獲を行うことを管理方策として2018年のＡＢ

Ｃを算定しております。 

 その下にＡＢＣの数値があります。アオダイでは、ＡＢＣのターゲットが131トン、ハ

マダイは142トン、ヒメダイは65トン、オオヒメが46トンというふうになっております。 

 その他の管理方策として、2010年から第２期資源回復計画が開始されまして、2012年か

らは広域資源管理方針となって、保護区を増やすなどの措置を行っております。それから、

漁獲体長制限による小型魚の保護というのも導入していまして、海域全体での小型魚の漁

獲圧削減措置が実施されております。保護区に関してですが、解禁された保護区、保護区

は開けたり閉めたりしているんですけれども、開けたときに集中漁獲なんかが起きるよう

な問題もありまして、解禁時の保護区内への入域とか、１操業当たりの漁獲量制限を設け

るなどの措置などを講じていくことが望ましいというふうに書いてあります。 

 以上です。 

○橋本部会長 
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 ありがとうございました。 

 ただいま、マチ類の水産資源の資源状況についてまず説明をいただきました。 

 資源状況について何かご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、もしなければ、引き続き、この南西諸島海域のマチ類の広域資源管理の取組

状況について事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局（平岡） 

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

たします。 

 それでは、お手元の31ページ、資料３－２をごらんください。これは、南西諸島海域マ

チ類広域資源管理方針に基づく平成29年度の取組状況を記載させていただいております。 

 広域資源管理方針の実施措置ですが、左側が措置の内容、平成29年度の実施状況は右側

に記載しております。 

 まず、漁獲努力量の削減措置でございますが、鹿児島県は保護区の設定については、周

年保護区と期間保護区はありますが、合計19区を設定しております。 

 また、小型魚の保護としましては、小型のハマダイが漁獲された場合は、漁場の移動を

実施しております。 

 その他の項目においては、保護区内において漁獲可能な期間においても、ハマダイの専

獲を抑制する措置を実施しておるところです。 

 次に、沖縄県でございますが、ここも保護区を設定しておりまして、周年保護区と期間

保護区ございますが、５区を設定しております。 

 小型魚の保護といたしましては、沖縄海域では尾叉長30センチ未満のハマダイ、20セン

チ未満のアオダイ、ヒメダイ及びオオヒメが釣れた場合は漁場の移動、もしくは釣針の水

深を変更する措置を行っております。 

 また、公的担保措置でございますが、ページをめくっていただきまして33ページに記載

しているとおり、沖縄県海区漁業調整委員会指示による公的規制を実施しております。 

 なお、保護区等の場所については32ページをごらんいただきまして、このように設定し

ておるところでございます。 

 以上でございます。 

○橋本部会長 
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 ありがとうございました。 

 ただいま南西諸島海域マチ類の広域資源管理方針に基づく取組状況のご説明がございま

した。特段、この保護区等の変更は本年度はないようでございますが、何かただいまの説

明についてご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

○清野委員 

 かなり遠くまで行くような、小さな船で遠くまで行く漁場で、保護区の管理が大変な魚

種と思います。 

 それで、生物学的特性で結構長生きだということで毎回ご報告をいただいておりますけ

れども、獲れてきた魚の年齢と、それから保護へのフィードバックといいますか、そのあ

たり漁獲量とかだけではなくて、どのくらいの年齢のものがどんなふうに獲られているの

かというのは把握の情報とか仕方はありますでしょうか。 

○下瀬研究員 

 ４種類とも長さを、水揚げ物の体長組成を測っておりまして、そこから年齢にも変換し

ておりますので、どのぐらいの年齢、サイズのものがどのぐらい獲れているかということ

は把握しております。実はかなり実際には成熟していないサイズのものも漁獲物の中には

今混じっているんですが、成熟サイズだけを獲りましょうというところまで体長制限のサ

イズを引き上げると、かなり漁業的に厳しくなってきますので、現在は、ここに挙げたよ

うなサイズ規制になっているんですけれども、一応かなり未成熟のものも漁獲対象には入

ってきているというような状況です。 

 あと、最初にありました、長生きでかなり漁場が遠くまであるというようなお話もちょ

っとあったんですけれども、その魚の個体が将来においてどのくらい移動するかというよ

うなものも管理単位として考えるときに非常に重要なんですが、標識放流調査をかなり長

くやっているんですけれども、実際に標識放流したものが、これらの魚種は、深いところ

から釣り上げるので、放流後に生きているかどうかというのはなかなか分からなかったん

ですけれども、ちょっと新しいバイオテレメトリーとかバイオロギングとかの手法を用い

て昨年から新しい調査を始めたところで、今後その辺が明らかになってくるんじゃないか

なと期待しています。 

○清野委員 

 ありがとうございます。ぜひ何かそういった知見もありましたら、また教えていただき

たいですし、ある意味、大きいサイズのものはかなり高齢、人間並みに長生きするお魚を
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食べているということ自体も周知していただくと、一匹一匹を大切にしていただけるよう

な気がしますので、また続報をお待ちしております。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。またこのマチ類についても新しい情報があれば、こういった

委員会の場でも紹介いただきたいというふうに思います。 

 ほかに何かご意見、ご質問はございませんか。 

○安成委員 

 非常に長生きするという特殊な魚種のようですが、小笠原のほうの情報というのはあり

ますでしょうか。獲り方や生態を含め、情報交換はあるのでしょうか。沖縄との違いがあ

るのかとか、そういうようなことも含めてですが。 

○下瀬研究員 

 まず、漁業に関しては、小笠原は小笠原で漁業、獲ったものを輸送して関東のあたりで

も消費をされているというふうに聞いています。今回この対象にはなっていないんですけ

れども、系群がどのぐらい遺伝的に南西諸島のものと小笠原のものが離れているかという

ような研究を今、外部の大学に委託してお願いしています。 

○橋本部会長 

 漁獲しているのは小笠原のほうの系群は、小笠原側の漁場者が漁獲しているということ

ですね。 

○下瀬研究員 

 そうです、小笠原の漁業者が漁獲しています。 

○安成委員 

 では、情報交換はなされてないと。 

○下瀬研究員 

 やはりかなり離れているので、これで系群、この行き来はさすがに、少なくともないだ

ろうというふうに想定していまして、南西諸島のものは南西諸島で今資源評価を行ってい

るという状況です。 

○安成委員 

 小笠原でも80年代で資源が大幅に減ったのかどうか気になりますが。 

○下瀬研究員 

 ちょっと小笠原のほうの事は把握していないんですけど。 
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○橋本部会長 

 よろしいですか。 

○事務局（平岡） 

 申し訳ないです。ちょっと小笠原のほうのデータは持ち合わせていないので、申し訳ご

ざいません。 

○安成委員 

 ぜひその辺も情報交換できたら知見も広がると思いますので、大変でしょうけれども、

よろしくお願いします。 

○事務局（平岡） 

 はい、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。 

 ほかによろしいですか、このマチ類につきましては。 

 それでは、時間も大分迫ってまいりましたが、最後の議題（３）その他についてでござ

いますが、特段事務局側からの情報提供は用意していないようですが、委員の皆様方から

その他について何か情報提供等ございますでしょうか。特段ございませんか。 

 それでは、特段ないようでございますので、事務局から次の九州西部会の開催予定につ

いて説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局（松本） 

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

ごろに開催したいと考えております。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に

なると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、長時間、九州西部会の審議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をしたいと思いますが、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いただきまして、ま

ことにありがとうございます。 
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 なお、冒頭お願いいたしました議事録署名人に指名させていただきました甲山委員、そ

れから金子委員、このお二方には後日、事務局から当部会の本日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、大変長時間ご苦労さまでございました。 

 これをもちまして日本海・九州西広域漁業調整委員会第30回の九州西部会を閉会とさせ

ていただきます。 

 どうも長時間ありがとうございました。 

 

閉  会 


