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１．開催日時  

平成２９年１１月２７日（月）１３：２８～１４：４６ 

 

２．開催場所  

   石垣記念ホール（東京都港区赤坂1－9－13三会堂ビル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】  

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  

 

【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 

学識経験者         安成 椰子 
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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 

 

○事務局（佐藤）  

それでは、定刻より少し早いですけれども、ただいまから日本海・九州西広

域漁業調整委員会第25回日本海北部会を開催いたします。 

 委員の皆様を初め、ご臨席の方々におかれましては、お忙しい中ご出席を賜

りまして、大変にありがとうございます。 

 私は当北部会の事務局を務めさせていただいております新潟漁業調整事務所

の佐藤と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、本日の出席状況でございますが、大臣選任委員の藤田委員と海区互

選委員の大西委員が欠席されておりますが、定数15名のうち過半数に当たる13

名の委員のご出席を賜っておりますので、日本海北部会事務規程第５条第１項

の規定に基づき、本部会は成立していることをご報告いたします。 

 次に、委員の交代についてご報告いたします。道県互選委員の皆様におかれ

ましては、本年９月30日をもって任期満了となり、全ての道県において新たに

委員を互選いただいているところでございます。ただ、互選いただいた委員の

皆様は、昨年から引き続き委員を引き受けていただいておりますので、報告の

みとさせていただきます。 

 それでは、橋本部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○橋本部会長  

橋本でございます。本日は大変お忙しい中、委員の皆様におかれましては、

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。また、

道県互選委員の皆様におかれましては、引き続きよろしくお願いしたいと思い

ます。本日は水産庁から久保寺資源管理推進室長、 

○久保寺室長 

 久保寺です。 

○橋本部会長  

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濱

津グループ長、 
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○濱津グループ長 

 濱津です。 

○橋本部会長 

 日本海区水産研究所資源管理部の上原部長、 

○上原部長 

 上原です。よろしくお願いします。 

○橋本部会長 

 ほか、多数の方に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をさせていただき

ます。 

 それでは、議事に入ります前に、皆様のお手元に配付しております資料の確

認を、事務局よりさせていただきます。よろしくお願いします。 

○事務局（佐藤） 

 ホチキス止めの資料が２つあると思いますが、１つ目、上から順に議事次第、

委員名簿、配席図、出席者名簿、事務規程です。次に、資料番号をそれぞれの

資料の右上につけてございますが、中央下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29年度資源評価報告書ダイジェ

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。 

 以上が本日の資料ですが、不足等ございましたら、お知らせいただけません

でしょうか。また、議事進行途中でも資料の抜け落ち等がございましたら取り

替えますので、お知らせいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 

 資料はよろしいでしょうか。 

 それでは、議事に入らせていただきますが、日本海北部会事務規程第11条の

規程によりまして、後日まとめられます本部会の議事録の署名人を選出してお

く必要がございます。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、毎回僭越ではございますが、私のほうで

指名させていただきたいと思います。今回の日本海北部会議事録の署名人とい
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たしまして、海区漁業調整委員会の互選委員のほうから、新潟県の本間委員、

それから、大臣選任委員のほうから伊藤委員、このお二方にお願いしたいと思

いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは早速、議事次第に従いまして、議事を進めさせていただきます。議

題の（１）でございます。（１）の部会長職務代理者の互選に入らせていただ

きます。 

 部会長職務代理者の選出につきましては、日本海北部会事務規程第３条に基

づきまして、委員の互選によって選出することになってございます。海区互選

委員におかれましては、本年９月30日をもって任期満了となっておりまして、

これまで海区互選委員である角田委員に部会長職務代理者を務めていただいて

おりましたが、任期満了となりましたので、新たに互選する必要がございます。

つきましては、部会長職務代理者の選出につきましてご意見、あるいはご提案

がございましたら、お願いいたします。 

 大竹委員、どうぞ。 

○大竹委員 

 秋田県の大竹でございます。昨年来、引き続いて務めていただいております

経験豊富な青森県の角田委員に、引き続きお願いしてはどうかと思いますので、

よろしくお願いしたいと存じます。 

○橋本部会長 

 ご提案ありがとうございます。 

 その他ご意見はございませんか。 

（「なし」の声） 

○橋本部会長 

 それでは、ただいまの大竹委員からのご提案を皆様にお諮りしたいと思いま

す。角田委員を部会長職務代理者とのご提案でございます。皆様いかがでしょ

うか。特にご異議ございませんでしょうか。よろしいですか。 

（異議なし） 

○橋本部会長 

 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引き続き

お願いしたいと思います。 
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 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 

 ただいまご紹介をいただきました青森の角田でございます。今後ともまたよ

ろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。 

○橋本部会長 

 引き続きよろしくお願いいたします。 

 それでは、次に議題（２）でございます。「広域魚種の資源管理について」

に移りたいと思います。この北部会で取り上げている広域魚種は、議事次第の

①の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、これら３種の魚種でございます。これらの３魚種は、過去の資源回復計

画のもとで資源管理の取組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へ発展的に移行したことに

伴い、これら３魚種についてもこの新しい資源管理の制度の下で、引き続き取

組が進められております。当部会で資源管理の取組状況を確認する必要がござ

います。 

 その前に、これらの資源が現在どのような状況にあるのか説明をいただきた

いと思います。 初に①の日本海北部のマガレイ、ハタハタについて、次に②

のスケトウダラ、これらについての資源状況を説明いただき、資源状況の説明

が終わった後に資源管理の取組状況を説明いただくと、こういう手順で進めた

いと思います。 

 それでは、まず資源状況についてですが、日本海北部のマガレイ、ハタハタ

につきまして、日本海区水産研究所の上原部長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。 

 初にマガレイです。お手元の資料の１－１をご覧ください。これは今年の

資源評価のダイジェスト版となります。マガレイ日本海系群は、中ほど左側の

図にありますように、主な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、雄よりも雌のほうが大きくなるとい
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う特徴がございます。マガレイの漁業の特徴といたしましては、主要漁業は底

びき網漁業と刺網漁業と、一部定置網でも漁獲をされております。2016年の漁

獲量の割合は、底びきが50％、刺網が34％でした。 

 次に、漁獲の動向となります。下の左側に1971年から2016年までの漁獲量の

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とな

った1993年以降の漁獲量を見ますと、1994年の787トンを 高に、1998年から

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、お

おむね200トン台で推移してきましたが、2015年に200トンを下回り、直近年で

ある2016年は155トンでした。また、県別で見ますと、2016年は秋田県と青森

県の漁獲量割合が高くなっております。また、こちらの図には示しておりませ

んが、底びき網の漁獲努力量は長期的には減少傾向にあります。 

 次に、資源評価の方法について。ページを１枚めくっていただければと思い

ますが、本種がいずれの漁法でも主対象種ではなく、実質的な漁獲努力量の把

握が困難なために、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。

加えまして、新潟県が実施をしております１歳魚の分布密度調査結果から加入

の状況を推定しました。 

 まず、資源状態についてご説明いたします。加入状況については、左側の図

に、赤色の折れ線で１歳魚の分布密度の経年変化を示しております。これを見

ますと2014年級群の豊度は低く、2015年級、一番右端になるんですけれども、

これは近年の中ではやや高いと推定されました。これらは来年2018年に３歳魚、

４歳魚として漁獲の主体になるわけですが、先ほど述べましたとおり、2014年

級群の豊度が低いことから、資源状態の低迷は継続すると予想されます。 

 次に、資源水準についてですが、前のページに戻って漁獲の動向の図をご覧

ください。この図に示した横向きの点線が水準の区分線です。直近年の2016年、

一番右端ですけれども、こちらは155トンということで、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、 近５年間の漁獲量の動向から、資源

の動向は減少と判断をしております。 

 次に管理方策です。管理方策につきましては、資源水準に合わせて漁獲を行

うことを管理方策といたします。資源状態の低迷が継続するということが予想

されることから、未成魚や小型個体の保護・再放流に努めるとともに、親魚量
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を確保して、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、2018年のＡＢＣ、生物学的許容漁獲量は近年の平均漁獲量

を引き下げて、limitとしては110トン、targetとしては90トンという提案をし

ております。 

 マガレイにつきましては以上となります。 

 次に、ハタハタの日本海北部系群についてご説明をいたします。資料１－２

になります。 

 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。

ハタハタの漁業の特徴としては、秋田県やその隣接県では産卵期に当たる12月

の上・中旬に定置網、それから底建て網、刺網により漁獲され、また日本海の

全域におきましては、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。日本

海北部のハタハタの漁獲量は1970年代、一番左側の方ですけれども、この頃に

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90年代の半ば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年以降再び減少いたしまして、2016年は2,231トンでした。

直近５年の県別の漁獲量を見ますと、秋田県は全体の４割から６割を占めてお

りますが、2013年以降青森県の割合も高くなっております。 

 次に、資源評価の方法です。全体の５割を占める底びき網の漁獲情報として、

代表性のある沖底の資源密度指数に基づいて資源状態を判断いたしました。ま

た、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いて、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。これは沖底の資源密度指数の経年変

化を示したものです。近年を見ますと、95年以降大きく変動しつつも増加傾向

にあります。点線は資源密度指数の 大値の120を３等分した水準線ですが、

直近年の2016年は54.9ということですから、水準は中位と判断されます。また、

近５年間の動向から増加と判断をいたしました。 
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 次に、新規加入量調査の結果ですが、その下の図になります。ほかの年との

比較がなくてちょっとわかりづらいんですけれども、来年の2018年に漁獲の主

体となる青で示しました2016年級と赤で示した2015年級、これはほかの年に比

べて豊度が低いということがわかっております。こういったことから、新規加

入量は低い状況ということになります。 

 次に、管理方策です。管理方策は資源水準及び資源量指標値に合わせて漁獲

を行うことを管理方策とします。なお、資源水準と動向は中位、増加にありま

すが、2018年の漁獲主体となる2015年級、それから2016年級の豊度が低いとい

うふうに推察されていますので、過度に漁獲することがないよう配慮をする必

要があると考えます。2018年のＡＢＣ、これはlimitとしましては3,000トン、

targetとしましては2,400トンというふうに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。 

 続きまして、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

所の濱津グループ長さん、よろしくお願いします。 

○濱津グループ長 

 北水研の濱津です。スケトウダラ日本海北部系群について説明いたします。

資料は１－３です。 

 まず、生物特性ですが、寿命は不明ですが10歳以上と見られます。それから

成熟開始は、雌ですと３歳から開始で、５歳でほとんど100％成熟します。産

卵期は冬でして、12月から３月、盛期は１月、２月となっております。現在の

主要な産卵場は岩内湾、それから檜山海域の乙部沖。食性はプランクトン、端

脚類、オキアミ類、それからイカ、環形動物、ゴカイ、小型魚類、底生甲殻類

など、捕食者としては海獣類が指摘されております。 

 漁業の特徴ですが、本系群は沖底、それからはえ縄、刺網などの沿岸漁業で

漁獲されております。主漁場は北海道の日本海側です。檜山から後志の沿岸で

は、沿岸漁業によって産卵親魚が漁獲され、石狩湾以北の海域では沖底によっ

て、夏の禁漁期を除き、周年漁獲が行われております。韓国によって1987から

1998年漁期に漁業がありましたけれども、これは99年漁期以降は行われており
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ません。 

 漁獲の動向です。漁期年、ここでは４月から翌年３月になりますけれども、

この漁獲量は、1970年から92年漁期には8.4万から16.9万トンで増減していま

したけれども、1993年漁期以降は減少傾向にあります。2015年漁期以降、ＴＡ

Ｃ数量の削減にあわせた操業調整が顕著に行われておりまして、2016年漁期の

漁獲量は0.6万トン、内訳は沖底3,387トン、沿岸2,577トン、それから本州の

日本海北部で74トンと低い水準となっております。ただ、努力量も同様に減少

傾向にあります。 

 檜山地区では、2015年漁期からはえ縄漁期終了後に刺網の操業が開始されて

おり、操業形態が変化しております。それから、沖底では2015年漁期以降、武

蔵堆小海区、それから積丹沖小海区における漁獲量が非常に少なく、利用され

る漁場が縮小しております。 

 資源評価法ですが、調査船調査による親魚量、ゼロ歳、１歳の各現存量の推

定値、それから、1980年以降の漁期年で集計した年齢別漁獲尾数と年齢別平均

体重を用いたコホート解析により、２歳以上の年齢別の資源尾数・重量を推定

しました。ただし、2015年漁期以降、操業形態が過去年から大きく変容してい

ることから、 近年の漁獲係数は、漁獲係数（Ｆ値）のリッジペナルティーと

いうものを付与したコホート解析により、資源量推定値が調査現存量と も合

うよう探索的に値を求めました。また、調査結果をもとに2015、2016年級群、

近年の部分の加入量として2006、2012年級の平均値を仮定しました。 

 資源状態ですが、資源量は高位水準の後減少しましたが、2008年漁期以降は

加入量の変動に応じて増減しており、2016年漁期は8.8万トンでした。親魚量

も減少が続き、2009年漁期に3.3万トンとなりましたが、その後は資源量と同

様に増減し、2016年漁期は4.9万トンとなりました。 

 本系群のBlimitは加入量水準が大幅に低下する直前の親魚量水準、これは

2000年漁期の15.4万トンに設定しております。それから、Bbanについては 低

親魚量（2009年漁期）に基づいて３万トンに設定されております。2016年漁期

の親魚量はBlimitを大きく下回り、一方、Bbanを上回っております。今後、親

魚量は比較的豊度が高い年級群の加入によって増加すると予想されまして、

Bbanを下回る可能性は低くなっております。 
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 水準動向の判断には親魚量を使って、高位・中位の境界は1980年漁期以降の

高・ 低親魚量の上位３分の１の値、中位と低位の境界はBlimitとしており

ます。2016年漁期の親魚量は低位、それから、動向は直近５年間の親魚量の推

移から横ばいと判断いたしました。 

 次に管理方策です。2016年漁期の親魚量がBlimitを大きく下回っていること

から、親魚量をBlimitまで回復させることを管理方策として10年、20年、30年

かけてBlimitへ回復させる漁獲シナリオ、これをそれぞれFrec10yr、Frec20yr、

Frec30yrと呼びます。2017年漁期の漁獲圧を維持するシナリオ（Fcurrent）、

それから、親魚量を維持するシナリオ（Fsus）を設定いたしました。 

 再生産成功率は1989年級群以降低い値が多いですが、近年では2006年級群や

2012年級群のように高い再生産成功率も出現しており、今後再生産に好適な環

境が整ったとき、より良好な加入が得られるように、親魚量を増大させること

が資源回復を図る上で重要であります。 

 そこに表がありますけれども、それぞれのシナリオによるＡＢＣlimitの値

は、10年でBlimitへ回復するシナリオ、Frec10yrですと3,400トン、それから

20年でBlimitへ回復するFrec20yrで6,800トン、次に現状の漁獲圧の維持とい

うシナリオがきましてFcurrent、これが7,700トン、30年でBlimitへ回復する

Frec30yrで8,100トンとなっております。その下側はBlimitに回復しないシナ

リオでして、ＡＢＣとは呼んでおりませんで、親魚量の維持Fsusですと、この

ＡＢＣリミットに対応します算定漁獲量のリミットが、１万900トンと算出さ

れております。 

 それぞれのシナリオの定義というかコメントについては、そこにあるとおり

で説明は省略いたします。 

 資源評価のまとめですが、資源水準は低位で動向は横ばい。Blimitは加入が

大きく減少する直前の親魚量15.4万トン、Bbanは 低親魚量をもとに３万トン

と設定いたしました。2016年漁期の資源量は8.8万トン、親魚量は4.9万トンで

あり、Blimitを大きく下回りBbanを上回る。親魚量は比較的豊度の高い年級群

の加入により増加すると予想され、Bbanを下回る可能性は低いということでご

ざいます。 

 次に管理方策のまとめですが、親魚量がBlimitを大きく下回っているため、
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10年、20年、30年かけてBlimitへ回復させるシナリオを設定いたしました。再

生産成功率は1989年級群以降低い値が多いですが、近年では高い値も出現して

おります。再生産に好適な環境が整ったときに良好な加入が得られるよう、親

魚量の増大が資源回復を図る上で重要であります。 

 次に、期待される管理効果ですが、漁獲シナリオに対応したＦ値による親魚

量の予測。この図でいいますと右上の図です。これを見ますと親魚量は増加傾

向を示し、Frec10yr、Frec20yr、Frec30yrで漁獲した場合には、設定した年限

にBlimitの値となります。FcurrentではFrec30yrよりやや早い2045年漁期に

Blimitを上回ります。Fsusで漁獲した場合、親魚量は2026年漁期ごろから、

Blimitの半分程度の8.5万トン前後で横ばいとなっております。 

 次に、加入量変動の不確実性を考慮した検討ですが、1989から2014年級群の

再生産成功率が、2019年漁期以降、重複を許してランダムにあらわれるという

条件のもとでシミュレーションを行っております。親魚量が10年後にBlimitを

上回る確率はFrec10yr、Frec20yr、Frec30yr、Fcurrentでは、それぞれ41％、

14％、８％、８％、Fsusでは１％ということで低い値となっております。10年

間にBlimitを下回る確率については、全てのシナリオでゼロ％となっておりま

す。 

 後に、資源変動と海洋環境の関係ですが、本系群の加入量は親魚量と正の

相関、親が多いほど子も多いということですね。水温や対馬暖流の勢力とは負

の相関、水温が高いほど環境が悪いということです。また、再生産成功率が低

下した1989年以降の道西日本海における冬季の水温が、これまでになく高い水

準で推移していること、対馬暖流の強勢や水温の上昇による回遊経路の変化か

ら、産卵海域が縮小している可能性があることなどが報告されております。 

 ただし、2015年級群及び2016年級群については、調査時点での水温が高かっ

たにもかかわらず現存量が多く、加入には水温のみでなく、輸送や餌条件など

も強く影響していることが推察されております。今まではちょっと水温が高い

のが悪いとみなしていましたけれども、どうも流れなども見ていかなければわ

からないということでございます。 

 説明は以上です。 

○橋本部会長  
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ありがとうございます。 

 ただいまお二人から３魚種の資源状況について詳しいご説明がございました。

ただいまのご説明についてご意見、あるいはご質問等ございませんでしょうか。 

 濱野委員、どうぞ。 

○濱野委員 

 北海道連合海区の濱野です。 

 濱津グループ長さん、随分とうとうと今、ペーパーを見ながらお話をしてく

れましたけれども、私たちの認識と全く違う。まず、この日本海スケトウダラ

のＴＡＣに関しての発言でございますけれども、平成27年からＴＡＣとＡＢＣ

を同じにする扱いとなってきましたけれども、29年ＴＡＣは前年から大きく減

少し、昨年から再評価を求める声が、非常に浜で多くあがるようになりました。

少なくとも漁業関係者は、資源が増加している実感がある中、再評価の結果、

ＡＢＣが200トン増の6,500トンにとどまったことに対し、資源評価への不信感

が非常に大きい状況にある、これをまず言っておきたいと思います。 

 また、北海道の沿岸漁業への割当ては、前年から３割以上減少の2,500トン

のままですが、昨年の漁獲実績が2,600トンある中で、関係者は11月の操業開

始から、これまで以上の漁獲抑制に非常に苦労している現状にあります。 

 一方、９月７日に釧路市で開催された国の資源評価会議に出席した道漁連の

方の情報でございますけれども、北水研の資源評価内容に対して、道水試から

ＡＢＣの結果に影響のある年齢別の漁獲量や資源量が、現実にはあり得ない値

であるとの指摘があり、会議まで も時間を費やした資源であり、昨年から研

究機関の意見が一致しないままと聞いております。問題と考えるのは、道水試

からあり得ない値と指摘された部分に対して、根拠となるデータも示さないま

まであり、ＡＢＣが小さく計算されている可能性が非常に大きいといったこと

でございます。 

 また、ＴＡＣの話に入りますけれども、水産庁では資源水準が低いままなの

で、ＡＢＣは200トンという少しの増加でございますけれども、資源を増やす

ために取り残すべきではというようなＡＢＣの増減に、一喜一憂すべきではな

いというようなことを言っておると聞いておりますけれども、これは何を根拠

にこんなことを言っているのか。 
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 少なくとも日本海の関係者はこれまで長い間沿岸、底びきともに、漁獲抑制

や様々な資源管理の努力を続け、近年までも減船も行ってきており、毎年のＡ

ＢＣ評価を非常に注目しており、これまでの太平洋海域での国の運用から見て

も、どうしてＴＡＣを増やさないのか、増やすのが当然ではないかと、そうい

う声が非常に大きく今盛り上がっております。さらにこの件は、漁業関係者に

とっては昨年からの漁業継続の課題であり、そしてまた資源継続のこれらの部

分の非常に大きな課題でもあることは、承知のことだと思います。 

 水産庁はこれまで29年ＴＡＣは、ＡＢＣ再評価や漁獲状況を踏まえて検討す

ると発言してきた経緯がありますが、全くもって反映されていない。これがい

かがなものか。これは浜を預かる者として、またこのＴＡＣに関連したこれら

の諸会議に出席する都度、そういったことを不審に思っているというのが現状

でございます。 

 今年のこれまでの状況は、北海道の底びき、小樽・稚内でも前年を上回るペ

ースで漁獲が進み、枠をほとんど満限に消化しており、沿岸漁業でもスケトウ

ダラ漁業が始まる前の定置網等の漁獲が前年よりも多いという、そういう実態

にあるわけでございます。 

 このような経緯をどう受けとめているのかわかりませんけれども、ＡＢＣの

増加が小さいことを理由にＴＡＣを増やさないという考えであれば、恣意的な

扱いにならないのでしょうか。どの程度増えればＴＡＣを見直すのかなど取扱

いを整理して示すなり、説明会などを開くべきではないでしょうか。このまま

では浜が混乱する一方でございます。 

 これは日本海だけじゃなく、太平洋のスケトウダラにも言える大事なことで

ございます。漁業者への対応などを丁寧にやってもらいたいし、年度内にＴＡ

Ｃが変更できるなら、ぜひそうした考えに立っていただきたい。このことを強

く今日この場で申し述べて帰りたいと思います。ひとつよろしくご検討のほど

をお願いしたいと思います。 

○橋本部会長 

 ありがとうございます。 

 何か水産庁なり研究所のほうからありますか。 

 濱津さん。 
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○濱津グループ長 

 まず再評価でわずかしか増えなかったという点ですけれども、これはやはり

今、豊度が高くて期待されている2015年級、16年級がまだゼロ歳、１歳という

小さい年齢ですので、なかなかそれが今のルールで計算しても反映できなかっ

たというふうに考えております。ですから、本当にこれらの年級の豊度が高い

のであれば、もう将来的には資源が回復というのは期待できるんだろうと考え

ております。 

 この資源は、親が残れば子が出てくるという関係が見えていますので、漁獲

圧の削減努力によってこういう豊度の高い年級が出てきたのであれば、もうす

ばらしいことかなと思います。 

 それから２つ目は、道総研との合意ができなかったということで、今年もち

ょっと残念な結果になってしまったんですけれども、昨年以上に我々の計算方

法などをご説明して、なるべく合意できるように向けて取り組んでいるところ

です。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

○濱野委員 

 あなた方、言われてから検討するとか何とかということじゃなくて、少なく

とも北海道、北部日本海、こちらのほうはおたくよりも、少なくとも中央水試

のほうがもっともっと研究も進んでいますし、現状も把握していますよ。そう

いうことを係数についておたくとの見解が全然違うという、その違う根拠が何

だということをまだ示さないでしょう、あなた。どうなんです、その辺。どう

もこの辺が我々、このＴＡＣの委員会なり、あるいは水産庁に対する、この疑

心暗鬼になる、私は100％これは中央水試のほうがやっていることは間違いな

いと思うんですよ。今年の７月、この時点でも全く意見が相反するような意見

であったでしょう。それをいまだにまだその辺を、何がそういう違う根拠にな

ったのか、計算方式が違うのか、これすらいまだにできないでこんな会議を開

いているというのは、こんなナンセンスなことはありますか。我々は獲って幾

らの商売をしているんですよ。そしてまたこの資源管理には、もう流すに言う



－16－ 

ほど血は流している、これ以上流そうたって血は出ない。これは沿岸であろう

と底びきだろうと同じだと思いますよ。少なくともあなた方は、ものを言って

幾らの商売をしているか知らないけれども、我々は獲って幾らの商売をしてい

るんですよ。しかもその先に資源管理というものを、それを守りながら商売し

ているんですよ。そういうことをよく考えたら、少なくともこれは人が変わっ

たからＴＡＣの計算方法なり、あるいはＴＡＣの数量が変わるというのはいか

がなものかなと、こう思うんです。少なくとも統一見解を持って対応していた

だきたい。 

 それと、ただ単に霞が関で係数の計算をしているんじゃなくて、北海道の海

に来なさいよ。そして北海道の海でどれだけの漁をして、どういう環境で操業

しているかということをよく見に行って、その上でこういったＴＡＣによる資

源造成を図るというようなことでの勉強をしてくださいよ。勉強が足りない、

まだあなた方。これははっきり言っておきますよ。何としてもこれは北水研と

道水試、これらの見解が違うというのは、私はどうやってもおかしいと思うん

です。どう思いますか。それを改めるつもりはあるんですか。 

○濱津グループ長 

 道総研の計算方法というのも我々はいただいて、比較しているんですけれど

も、かなり 初のデータの扱いのところから違っておりまして、これをどっち

の方法がすぐれているかというのを先生に判断してもらうというのも、まだち

ょっとできていない状況でして、その辺を含めてちょっと進めてはいます。た

だ、根本的なところからちょっと違うということです。 

○濱野委員 

 大体にまだできていない、その辺が変なんですよ。我々は死活問題なんです

よ、これ。これは違うということがはっきりしたんだったら、何でそれを急い

でしないんですか。暫定的なＴＡＣの量を増やすとか何とかというそれにつな

がる話でしょう、それは。それが何でいまだにできていないということなんで

すか。即刻してくださいよ。投げておいていいという話じゃないですよ。万が

一これを投げておいて、資源があるから我々はとってもいいんだという思いで、

漁業者が突っ走ったらどうなります。大変なことになるでしょう。罰則の対象

になる話でしょう、これは。浜の現状をよく踏まえて、もう少し真剣になって、
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漁業者の身になった水産行政をしてくださいよ。頼みますよ。 

○久保寺室長 

 濱野委員のご意見、しっかりと承りました。 

 幾つかちょっとお話をさせていただきたいと思います。科学者の見解の相違、

これはいろいろな委員会の場で実際にあるということで、これは濱野委員のご

指摘のとおり、きちんと議論をして統一見解を出す、これは筋だと思います。

大変申しわけないんですが、全部意見が一致していないということがございま

すので、これはきちんと一致させて理解がきちんと示せるように、水産庁とし

ても努力させていただきたいと思います。 

 それから、もう一つご指摘いただきました再評価の話でございます。ここも

私のもちろん責任もございます。説明の示し方、説明のさせていただき方、こ

れは少し手続を踏むとか、丁寧さに欠けたきらいがございまして、ここはこの

場でおわびさせていただきます。 

 もちろん資源評価の結果を踏まえ、浜のご理解を得てＴＡＣの管理を進める

というのは基本でございますので、もう一度基本に立ち戻って、機会を捉えて

現場にもお邪魔して、皆さんの意見を踏まえて進めさせていただきたいと思い

ます。 

 その中で１つ加えさせていただきますと、このスケトウダラの北部系群、残

念ながら非常に悪い状態が続いてきましたけれども、ＴＡＣも大幅削減した平

成26年の時代もございました。この中で皆さん非常に努力をしていただいて今

があるわけですけれども、１つ明確なのは、少なくとも親魚の量はもう減って

いない、下げどまっている、ここはもう明確だと思います。 

 この資料にもありますとおり、６ページの右側のところ、親魚量は少しずつ

増加に転じている、これは非常にわずかで大変恐縮なんですけれども、増加に

転じているという資料もございます。１つご理解いただきたいのは、この親魚

の量の傾向については、道水試もそうですし、水研センターもそうですけれど

も、ここは意見が一致しているということでよろしいですよね。問題なのはこ

この幅とか、いかに力強く回復してくるのか、この辺はもう少し意見を詰めな

ければいけませんので、きちんと将来にわたって資源が、今管理を進めて、資

源が回復して、きちんとした数字を示して、それでまた枠が回復できるように、
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安定した枠が回復できるように今後とも詰めてまいります。 

 以上です。 

○濱野委員 

 もう一つですけれども、この調査定点、これを何十年も変えていないんです

よね。確かに変えないことによって５年前どうだった、10年前どうだった、20

年前どうだった、それはデータ的なものはとれますでしょうけれども、再三言

われている海況の変化、温暖化による水温の変化、これは非常に変わってきて

いることは、我々漁業者としても感じています。とれない時期に本来とれるべ

きじゃないものがとれてみたりという、そういう変化を感じていますし、当然

漁場も変わっています。それを何十年も同じ定点で調査しているということ自

体に問題がある。 

 したがって、そこの漁場がよしと、良とするんであったら、そういうところ

も定点に加えていって、そうやって資源評価に結びつけるという、そういうよ

うなこと、水産庁としては斬新な発想かもしれませんけれども、少なくともや

はり今の海洋環境を考えたら、そのぐらいのことはやっていくべきじゃないの

かなと、私はそう思うんですけれども、この辺はどうでしょうか。 

○濱津グループ長 

 調査定点は定点で資源をモニタリングする上で大事だと思いますので、変化

に対応した新たな調査点については、我々としても追加で調査拡充という方向

で要望していきたいと思っています。 

○久保寺室長 

 ありがとうございました。 

 濱野委員のご指摘は、例えばイカとかほかの魚種も当然そうなんですね。こ

れが実は科学的に一番難しいところなので、そこはきちんとチャレンジしてい

かなきゃいかんと、そういうふうに思っております。いろいろなやり方、手法

はあると思いますし、それぞれいろいろな、予算についてもきちんと今年も拡

充要求しておりますし、できる限りのことをして、そのニーズに応えていきた

いと思っております。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した。濱野委員、よろしいですか。 
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○濱野委員 

 結構です。 

○橋本部会長 

 スケトウダラについては私も昔から、開発調査センターにおったときから、

日本海の北部系群については問題意識を持ってございましたが、漁業者にして

みれば、やはりいろいろな担当の研究部門の意見が一致した上で、さらに現状

の漁場環境であるとか、あるいは親魚の状況であるとか、あるいは稚仔魚の発

生の状況であるとか、そういったものから総合的な形でＴＡＣというものが理

解ある形で醸成されて、幸い2015年級群、あるいは2016年級群、そういったも

のが今後の漁獲対象として、このＴＡＣに反映されるような方向で反映されて

いくような状況になれば、見直しもされていくんじゃないかというふうに思っ

ております。思い入れのある資源でございますが、今後の動向を関係各位の皆

さんを見守りながら、ＴＡＣがいい方向に向くような形を願っております。 

 ほかに、３魚種について。 

 伊藤委員、どうぞ。 

○伊藤委員 

 今、濱野さんがほとんど質問していただいたり、意見を言っていただいたの

であれなんですが、これは日本海全体、沖底も含めると同じ意見だというふう

にとってください。なぜかといいますと、やはり意見が、先ほど言ったので繰

り返してはもう言いませんけれども、本当に漁業者にとっては死活問題の中、

それと疑心暗鬼ということで、みんな現場のほうからは相当あがってきていま

す。ただ、いろいろと今後魚を増やして、それが今後のためにと思って我慢を

して、とり控えてきた結果が若干2015年、2016年、少し見えてきたということ

で、これが自然環境なのかもしれませんけれども、今後プラスになっていく要

素になってくれればなというふうに思っています。 

 ただ、ここの場で話す事でもないですが、もう漁業者も限界にきています。

なぜかというと、武蔵堆だとか積丹の漁場が縮小しているんじゃなくて行かな

いんです。行けばスケトウが獲れてしまうから行けないだけの話なんです。で

すから、実際には行っていないというのは事実だけれども、その理由づけは、

そこに魚がいて、獲れる。獲れないじゃなくて、いても行けない。こういう気
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持ち、これがかなりくすぶってきていることは確かだというふうに思っており

ます。 

 前にも述べましたけれども、１魚種を守るということは結局、それに代替す

るホッケなりカレイなり、圧力をかけなければだめだ、その圧力をかけたこと

が、今まで資源はふんだんにあるよというふうに言っていたものが、１年や２

年の再生産に失敗すると、獲れなくなってしまう。ただ１魚種だけを果たして

守るというのが、本当にこの漁業の資源管理なのかなとつくづく思うような時

代になってまいりました。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ほかにご意見ございますか。 

 それでは、時間も進んでまいりましたので、資源状況についてはこのくらい

にさせていただきまして、次に、これら３魚種の資源管理の取組状況につきま

して、事務局より説明をお願いいたしたいと思います。なお、取組状況につい

てのご意見、あるいはご質問につきましては、３魚種全ての説明が終了した後

にお受けいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず日本海北部マガレイ・ハタハタの広域の資源管理について、

事務局からよろしくお願いいたします。 

○事務局（佐藤） 

 資料の９ページ、資料２でございます。日本海北部マガレイ・ハタハタにつ

いての広域資源管理の取組について説明させていただきます。 

 １でございますが、資源の現状のマガレイについて、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す。資源の回復動向は一時

的に増加となりましたが、2009年以降減少傾向となり、低位の状態が続いてお

りまして、2017年の評価では低位、減少となっております。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、現在も資

源回復に向けた努力が引き続き行われております。 

 次にハタハタについては、資源悪化に伴い、秋田県で平成４年、1992年から

３年間の休漁を実施、その後、関係４県により体長制限措置が実施され、一時

的に回復したものの低位にとどまったことから、2003年から資源回復計画に取
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り組んでおります。減船や網目拡大の措置等を実施してきており、2017年の評

価では中位、増加となっております。マガレイ同様に資源回復計画は終了しま

したが、資源管理計画の枠組みの中で、現在も引き続き努力が行われておりま

す。 

 下の２の資源管理の経緯でございます。平成４年から平成７年の３年間、秋

田県でハタハタの採捕の禁止、平成11年から関係４県によるハタハタの体長制

限の資源管理協定が締結されております。平成15年から資源回復計画に取り組

み、平成23年から資源管理計画に移行しております。 

 次に10ページでございます。３の広域資源管理に取り組んでいる関係漁業種

類ですけれども、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底びきや刺網などの漁業者が取り組

んでおります。 

 ４の資源管理の方向性についてですけれども、沖底では保護区の設定等、関

係県では小型魚の再放流、網目制限等の取組について、資源管理計画に基づき

継続実施することとしております。 

 ５の具体的な取組内容ですが、実施県の漁業種類、措置、開始時期に分けて

記載しております。マガレイについてですけれども、関係４県におきまして、

体長制限による小型魚の保護や休漁日の設定などの取組が行われております。

特に小型魚の保護につきまして資源回復計画として、もしくはそれ以前から青

森県では底建て、定置網で全長15センチ未満の小型魚の再放流、秋田県では全

漁業種類で全長15センチ以下の採捕の禁止、山形県では沖底、小底、刺網で全

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

未満魚の出荷の禁止となっております。また、資源管理計画以降の取組として、

各県ではカレイ類として休漁日の設定を追加、実施しております。 

 続いて、11ページのハタハタの取組ですけれども、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では全漁業種類において、それ以外の

県では沖底や小底で、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

おります。また、資源管理計画以降、各県では休漁日の設定を追加しており、

秋田県では平成28年の冬季から、小型定置において水域制限として保護区の拡

大に取り組んでいます。さらに秋田県では、県独自の数量管理により、漁獲量
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の上限を設定しており、平成29年漁期の県の漁獲枠を、昨年の漁獲枠から10％

引き下げております。 

 ６の体制は、別紙12ページのとおりとなっております、 

 マガレイ・ハタハタの資源管理の取組につい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。 

 続きまして、スケトウダラ日本海北部系群の広域資源管理について、北海道

漁調からよろしくお願いします。 

○中川資源課長 

 北海道漁業調整事務所の中川です。 

 それでは、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。 

 本資料は、スケトウダラ日本海北部系群について資源回復計画時代、または、

それ以前から継続的に取り組まれてきた資源管理を含め、資源管理指針、資源

管理計画体制へ移行後の現在の状況を整理しております。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が参加していまし

たが、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を行わないよう努めるとされ、現在でもその状

況は継続されております。また、本計画の利用の大半は、北海道の漁業による

ものですので、この資料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番目の本計画の資源状況と漁

獲状況についてですけれども、こちらにつきましては、先ほど濱津グループ長

から詳細な説明がございましたので、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況にあるとは認められておらず、このた

め親魚量がこれまで 低水準を下回らないよう注意しつつ、着実な資源の回復

を基本と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、資源回復計画終了時にスケトウダラ日本海北部系群資源管理漁業
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者協議会を設置し、資源管理の取組状況や資源状況の報告・課題等を沿岸・沖

合の関係者間で共有することにより、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、

沿岸・沖底の各地区の漁業者代表、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組状況等について情

報共有を行うとともに、引き続き漁業者で資源管理措置を継続することを確認

しております。 

 次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。

表の左の欄に資源管理措置の内容を、真ん中の欄に実施している漁業種類を、

右の欄に平成28年度の取組実績を記載しております。 

 初に強度資源管理の取組でございます。これにつきましては、沖合底びき

網漁業、檜山地区のスケトウダラはえ縄漁業、島牧地区のスケトウダラ固定刺

網漁業において、漁獲努力量の削減措置として、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28年度の取組実績は、右の欄に

それぞれ日数等を記載しておりますとおり、どの漁業種類においてもそれぞれ

削減目標日数を遵守し、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。 

 次に小型魚の保護の取組として、北海道におい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を取り決めており、

沖合底びき網漁業、スケトウダラ固定刺網漁業、スケトウダラはえ縄漁業にお

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

ています。また、沖合底びき漁業においては、これに加えて、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28年度の取組実績は、右の欄のとおり、沿岸漁業では小型魚保護の取組

を実施するような状況は発生しませんでしたけれども、沖合底びき網漁業では

28年５月に１回、翌29年３月に４回、小型魚の入網が発生したため、延べ５回

の漁場移動措置を行っていただいております。 

 次に、産卵親魚の保護の取組でございます。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組でございます。こ
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れは産卵親魚の保護のため、操業期間の短縮、卵巣が成熟した場合の操業終了、

プール制の導入、保護区の設定、未成魚が混獲された場合の漁場移動等の取組

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、28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。 

 後にその他の取組です。これは沿岸の底建て網等のその他の漁業において、

先ほどご説明した資源管理協定に準じた小型魚の保護の取組の指導や、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、スケトウダラ固定式刺網漁業にあっては操業期間の短縮、平成28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組が行われている

状況でございます。 

 先ほど濱野委員、伊藤委員からもありましたけれども、経営が非常に厳しい

中、このような取組を行っていただいております。 

 スケトウダラ日本海北部系群の資源管理措置の取組状況の説明は以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 前年度も含めてマガレイ・ハタハタ・スケトウダラについての資源管理の取

組状況についての報告がございました。本取組状況について何かご意見、ご質

問ございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 先ほど来、濱野委員や伊藤委員からこういった広域資源の管理に対する取組

状況の今後のやり方についてもご発言がございましたので、それでは、この３

魚種についてはこの辺にいたしまして、次の議題に移りたいと思います。議題

にあります（３）その他でございます。その他の部分ではございますが、先ほ

ど来説明のあったマガレイ・ハタハタ・スケトウダラのほかに、この日本海北

部会で扱う広域資源魚種について検討を行っているところだということでござ

います。事務局からその検討状況と概略をご説明願いたいと思います。 

○事務局（佐藤） 

 資料がなくて申しわけないんですけれども、先月の18日に当日本海北部会の

関係会議である日本海北部海域の１道５県の行政担当者、研究者、水産研究・
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教育機構の研究者に集まっていただいて、広域資源管理検討会議を開催いたし

ました。この会議におきまして、広域資源管理の検討魚種としてサワラ及びウ

スメバルについては、漁獲情報等を中心とした情報交換を行うとともに、サク

ラマスについては幼魚の回遊を把握するために、山形県、秋田県、青森県の３

県が連携し、海面の調査を実施したことや、北水研さんが事務局になっている

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。 

 ただいま当初に説明のあった３魚種以外の広域資源、具体的にはサワラ・ウ

スメバル・サクラマスという名前が挙がってございましたが、その資源の検討

状況について説明がございました。まだまだ漁獲情報等の共有、あるいは意見

交換を進めているという段階でございましたが、何かこの点についてご意見、

ご質問等はございませんでしょうか。 

 私からで申しわけないんですが、これはそのうち委員の方々にも提供できる

ような現時点での情報等がまとめられたら、こういった場でも紹介していただ

くという段階に、そのうちなってくるんでしょうか。まだそこまでは至ってい

ないということでしょうか。 

○事務局（佐藤） 

 まだサワラについては、なかなかそこまでの情報がなく、回遊経路も含めま

して検討しております。また、ウスメバルについても、これは卵じゃなくて胎

生、赤ちゃんを産むような形なので、なかなか地元の沖合で行ったり来たりし

ているのか、それとも対馬海流に乗ってくるのかという部分を含めて、まだ回

遊経路の状況を把握している段階でございます。 

 サクラマスについては、海面に出てオホーツクのほうに行くという話はわか

っているんですけれども、それがどういうふうに行って帰ってくるのかという

のが、まだ情報を集めている段階ですので、ある程度集まれば報告できるかも

しれませんけれども、広域魚種として検討できるかどうかも含めて、今後検討
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がまだ必要です。 

○橋本部会長 

 わかりました。 

 という検討状況のようですが、何かご質問等ございませんか。よろしいです

か。 

 それでは、特にないようでございますので、その他の議題としてほかに何か

ございませんでしょうか。もしなければ事務局から事務連絡をいただきたいと

思いますが、よろしいですか。 

 それでは、特にないようですので、事務局から次回の部会の日程等について、

よろしくお願いいたします。 

○事務局（佐藤） 

 次回の北部会の日程につきましては、来年の11月頃の開催を予定しておりま

すが、部会長と相談の上で委員の皆様方にご予定を伺いたいと考えております

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した。北部会はまた明年の11月ごろの開催予定というこ

とでございます。 

 後に、この場で特に何か意見を申し上げたいという方はございませんでし

ょうか。 

 清野委員、どうぞ。 

○清野委員 

 今日、研究者間でもなかなか資源の推定の手法が、合意が難しいこともある

というお話がございました。そのような状況下で関係される漁業者の方、そし

て研究者の方、いろいろ苦労されていると思うんですけれども、何がどう違っ

てこういう結論に至るのかを、もうちょっと現場の方や、あるいは資源研究以

外の研究者、例えばそういう生態を研究しているとか、漁場の物理環境をやっ

ているとか、そういう人にもわかるようなお示しの仕方をしていただけるとい

いのかなと思います。 

 これは一種のサイエンスコミュニケーションとか技術コミュニケーションと

言われている分野だと思います。やっぱり関係される人がきちんと納得したい
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という気持ちはあると思うのです。資源研究をしている当事者の研究者だけだ

と自分たちはわかっているから、かえって説明しにくい場合もあると思うので

す。何か水研の中か、水産庁の中で、一種のこれは科学技術行政だと思うので、

そういう翻訳とかインタープリテーションとかコミュニケーションと言われる

分野なんですけれども、その違いの部分をわかりやすくしていただけたらと思

います。みんなで話し合って決められる合意点とか、いろいろな調査の仕方と

か、調整できるものは何なのかが明確になるとよいと思います。ですから、ち

ょっと今日すぐには難しいとは思うんですけれども、ぜひ早急にわかりやすさ

を考えてください。あと、結構専門用語が多いので、このまま見せてもちょっ

と地元とか現場もわかりにくいので、そこを工夫いたただければと思っており

ます。これは多分ほかのエネルギーとか環境とかでも同じ問題があって、やっ

ぱり国民の方と当事者の方の納得とのギャップがあります。現場の声を科学者

の人にわかるように翻訳も必要です。だから数値化なり、水産資源の用語に翻

訳したら現場がもやもやしているところが何なのかを明らかにするのが必要で

はないでしょうか。翻訳やコミュニケーションの研究者や行政官という立場も

必要かなと思います。 

 以上、お願いというか、ご提案です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございます。大変重要なことだと思いますので、やっぱりこうい

う漁業のＴＡＣを代表するような規制については、やはり 終的には現場の漁

業者まで含めた資源に対して納得した上で取組をしていくということが、やっ

ぱりどうしても必要なんだと思いますので、その原点である資源評価について

も、いろいろな各位での意見があると思いますけれども、そういったものでの

共通点をわかりやすく示していただいて、現場との共通認識にしていくという

方向で、どの魚種をということではございませんけれども、そういった進め方

をぜひいろいろな点で進めていっていただきたいというふうに思います。 

 どうも貴重な意見をありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

 特によろしければ、本日の日本海北部会は閉会にしたいと思います。委員各

位あるいはご臨席の皆様方におかれましては、大変長時間にわたりまして、貴
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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、冒頭議事録署名人として指名をさせていただきました新潟県の本間委

員、それから大臣選任委員の伊藤委員、お二方におかれましては、後日事務局

からこの部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。 

 それでは、大変長時間ご苦労さまでございます。これをもちまして、日本

海・九州西広域漁業調整委員会第25回日本海北部会を閉会いたしたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 
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