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１．開催日時

平成２４年１１月３０日（金）１３：００～

２．開催場所

航空会館 ７０２，７０３会議室 （東京都港区新橋東京都港区新橋１丁目１８番１号）

３．出席委員等

（１）委 員

【会長】

学識経験者 橋本 明彦

【道府県互選委員】

北海道 市山 亮悦

青森県 角田 順一

山形県 加藤 栄

富山県 魚崎 忠雄

石川県 志幸 松栄

福井県 齊藤 洋一

京都府 佐々木 新一郎

兵庫県 吉岡 修一

鳥取県 生越 日出夫

山口県 上野 知昭

佐賀県 杠 学

長崎県 大久保 照享

熊本県 福田 靖

鹿児島県 野村 義也

沖縄県 山川 義昭

【農林水産大臣選任委員】

漁業者代表 森脇 寛

漁業者代表 野村 俊郎
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漁業者代表 伊藤 保夫

漁業者代表 中川 善文

漁業者代表 川越 一男

学識経験者 清野 聡子

（２）参 考 人

今井 千文

（独立行政法人水産大学校 教授）

岩田 慎介

（日本海かにかご漁業協会 副会長）

４．議題

（１）広域漁業調整員会について

（２）日本海沖合におけるベニズワイガニの広域資源管理の取組状況について

（３）日本海西部・九州西海域マアジ、マサバ、マイワシの広域資源管理の取組状況

について

（４）旧「日本海西部・九州西海域底びき網漁業（２そうびき）包括的資源回復計

画」の取組状況について

（５）太平洋クロマグロの広域資源管理の取組状況について

（６）部会における広域資源管理の取組状況について

（７）沿岸くろまぐろ漁業に関する広域漁業調整委員会指示について

（８）その他

①資源管理・漁業所得補償対策の実施状況について

②平成２５年度予算概算要求について

③国が行う漁場整備事業（フロンティア漁場整備事業）について
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５．議事内容

開 会

○事務局（鏑木）

定刻となりましたので、ただいまから第20回日本海・九州西広域漁業調整委員会を開催いたし

ます。

私は、事務局を担当しております水産庁管理課資源管理推進室の鏑木と申します。よろしくお

願いいたします。

初に、委員の出席状況について、ご報告いたします。本日は、海区互選委員のうち、秋田県

の小坂委員、新潟県の小田委員、島根県の岸委員、福岡県の山田委員、農林水産大臣選任委員の

田中委員、濱村委員、潮田委員が、事情やむを得ず、ご欠席されておりますが、委員定数29名の

うち、定足数である過半数を超える22名の委員の方のご出席を賜っておりますので、漁業法第11

4条で準用いたします同法第111条の規定に基づき、本委員会は成立していることをご報告いたし

ます。

それでは、橋本会長、議事進行のほうをお願いいたします。

○橋本会長

本日は、お忙しい中、委員の皆様におかれましては、当委員会に出席をいただきましてありが

とうございます。

本日、水産庁からは、熊谷管理課長、また、独立行政法人水産総合研究センターから日本海区

水産研究所の浅野資源管理部長、さらに水産大学校の今井千文教授、日本海かにかご協会の岩田

副会長さん、ほか多数の方々が出席されております。

議事に入ります前に、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。

○事務局（鏑木）

それでは、お手元のほうの資料のご確認をお願いいたします。まず、本日の議事次第がござい

ます。それから、委員名簿がございます。それから、出席者名簿でございます。それから、配席

図、それから、資料のほうでございますが、資料１－１、１－２、これは１枚紙です。それから、

参考の１と参考の２、これも１枚紙です。資料の２、これも１枚紙です。資料３－１、資料３－

２で、１枚紙、資料４－１、４－２、それから４－３、これも１枚紙です。５－１、５－２は、

１枚紙になります。５－３、これも１枚紙です。それから、６－１、１枚紙です。６－２、それ
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から、７－１で１枚紙、７－２、以下資料８、９、10となっております。

落丁、過不足等ございましたら、事務局のほうまでお申し出くださいませ。よろしいでしょう

か。

それでは、また議事の途中で何かございましたら、事務局に遠慮なくお申しつけください。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございます。

それでは、議事に入らせていただきますが、 初に後日まとめられます本日のこの委員会の議

事録署名人を選出しておく必要がございます。これにつきましては、本委員会の事務規程第12条

により、会長の私から、指名をさせていただくこととなっておりますので、僭越ではございます

が、指名をさせていただきたいと思います。

まず、お一人目は、道府県海区互選委員から、福井県の齊藤洋一委員、農林水産大臣選任委員

からは、野村俊郎委員、このお二方に本日の委員会に係る議事録署名人をお願いいたしたいと思

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。

ことしは、海区漁業調整委員会の委員の改選がございましたことから、本委員会におきまして、

５名の委員さんが交代しております。新たにご就任されました委員につきまして、順にご紹介を

私のほうからさせていただきます。まず、山形県の加藤栄委員、それから富山県の魚崎忠雄委員、

それから本日ご欠席でございますが、福岡県の山田真知子委員、それから佐賀県の杠学委員、

後に沖縄県の山川義昭委員、計この５名の委員さんでございます。

また、事務局にも人事異動がございましたので、新しく着任された方をご紹介いたします。順

に熊谷管理課長さん、内海漁業調整課長さん、それから保科管理課資源管理推進室長さん、また、

須藤資源管理部長が後ほどお見えになるということですので、来られたときに改めてご紹介し、

ごあいさつをいただきたいと思います。

それでは、本日もたくさんの議事が用意されているようですので、進めてまいりたいと思いま

すが、説明者のほうは、説明内容は簡潔に、その後の議論を活発にしていただきますように、進

めていきたいというふうに思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたしたいと思います。

それでは、議題に入ります。まず、議題（１）の広域漁業調整委員会についてに入ります。今

回、委員の交代がございましたので、この広域漁業調整委員会の概要と現在実施している広域資

源管理につきまして、事務局から内容を説明していただきたいと思います。

○事務局（鏑木）
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それでは、ご説明いたします。資料１－１と１－２、それから、参考１と参考の２をごらんい

ただければと思います。広域漁業調整委員会ということで、ずっとやってまいっておるわけでご

ざいますが、資料１－１にありますようなことで書いてありますように国の漁業法による常設機

関ということで、太平洋、瀬戸内海、それから本委員会の３つの委員会で設置されております。

それから、委員会の機能でございますが、一番大きいものは複数都道府県にまたがる海域を回

遊する魚種の資源管理についての検討を行うということと、資源管理措置の適切な実施を担保す

るための委員会指示の発動というこの２つが非常に大きな柱となっております。それから、この

１番に関しましての漁業調整ということでございます。

そのほかにお気づきかと思うんですが、これまでは資源回復計画の作成に係る審議ということ

もございましたが、ご承知のようにこの資源回復計画につきましては、現在資源管理・漁業所得

補償対策という形に改組されておりますので、この審議というものはこの委員会からは、除かれ

ておるということになっております。

したがいまして、これからは、広域にまたがります魚種の資源管理についての検討ということ

が本委員会の一番の主要な事項ということになっていくわけでございまして、具体的にどういう

ふうになっているかということにつきまして、資料１－２を用意いたしました。

ここに17の魚種が示されておりまして、日本海、太平洋、瀬戸内と各委員会のほうで関係して

おります委員会のほうを並べております。１から16につきましては、回復計画で取り扱っており

ましたもので、各県をまたがって資源管理が必要であるということで、引き続きこの広域漁業調

整委員会の場で、いろいろな協議等を続けていくということでございます。

それから17番に太平洋クロマグロということで、これは各海域というよりは、日本全体で管理

をしていく必要があるということでございまして、これも一昨年からいろいろとこの当委員会に

おきましては、いろいろな審議をお願いしているところでございまして、これを含めました17の

魚種を使いまして、今資源管理に取り組んでおるということでございます。

参考２のほうなんですが、これは去年秋に一度お示ししたものでございますが、先ほど申し上

げましたが、現在我が国の沿岸の資源管理というのは、資源管理指針、計画を作成単位の基本と

いたしまして、いろいろな協議ですとか、取り組みが行われております。それはそれぞれの県な

り、組織なりの形でやっておりますので、その共通の問題点につきまして、横ぐしを刺していく

というようなところで、この広域漁業調整委員会が一定の役割を果たしていければということで、

今、やっておるということでございます。

非常に簡単ではございますが、そういう形で今広域漁業調整委員会が動いておるということで
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ございます。

○橋本会長

ありがとうございました。新任の委員の方もございますので、広域漁調委の概要等についての

説明がございました。ただいまの説明につきまして、何かご質問等あれば伺いますが。新任の方

もよろしいですか。

それでは、議題もたくさんございますので、次の議題（２）に移らせていただきたいと思いま

す。議題（２）は、日本海沖合ベニズワイガニの広域資源管理の取り組みについてでございます。

なお、質疑応答につきましては、資源状況の説明、それから資源管理状況の説明、その２つが終

了した後でまとめて行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

まず、ベニズワイガニの資源状況について、独立行政法人水産総合研究センターの日本海区水

産研究所資源管理部の浅野部長さん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。

○浅野部長

ご紹介いただきました日本海区水産研究所の浅野でございます。それでは、座って説明させて

いただきたいと思います。

資料３－１に従って説明させていただきたいと思います。ベニズワイガニですが、水深500メ

ーターから2,700メーターといった深いところに棲む深海のカニであります。漁業の特徴としま

しては、１ページ目の下に水域図がございますけれども、日本海におきましては、もうほとんど

がかご網によって漁獲されます。各地県地先における知事許可漁業と、東経134度以西及び大和

堆・新隠岐堆などの沖合漁場における大臣許可漁業の２つの異なる許可形態がございます。甲羅

の幅、甲幅90ミリ以下の雄ガニとすべての雌ガニは、禁漁となっております。現在、鳥取県境港

水揚げ船及び兵庫県船を対象に個別割当制が導入されております。

２ページ目にまいりまして、漁獲の動向です。上の図をごらんください。棒グラフがありまし

て、これが漁獲量の推移を示しております。漁獲努力量の増大と沖合域への漁場への漁場の拡大

によりまして、日本海本州沿岸における漁獲量は80年代中ごろには５万トンを超えております。

以後は、急速に減少しまして、2003年には１万5,000トンと 低を記録しております。その後や

や増加しまして、2006年以降は横ばいで推移しております。 新年の2011年の漁獲量は、約１万

6,000トンでありました。資源評価をどのように行っているかということですが、個別割当制が

導入されておりまして、漁獲量の上限が決まっているということですので、その漁獲量に基づく

資源評価というものが非常に難しくなっております。
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したがいまして、資源量の指標値というものを計算しまして、それに基づいてその動向あるい

は水準を判断しております。

３ページ目にまいりまして、資源の状態についてです。まず、一番上の図には、折れ線グラフ

で示してありますけれども、水色が大臣許可、赤が知事許可水域、緑が両水域を合計した、両水

域合計した資源量指標値の変化を示したものです。傾向的には、大臣許可の変動が非常に大きい

反面、知事許可は比較的安定しております。それで、資源の動向はどうかと見ますと、大臣許可、

知事許可ともいずれも近年10年間ぐらいは、増加傾向ではないかと考えられます。

資源の水準です。下の図をごらんください。これは、大臣知事両水域を合計した資源量指標値

の変化を示したものですが、この図から、全体の資源水準は今、中位にあるのではないかと考え

られます。

スライドの下に動向、中位と書いてありますけれども、これは水準が中位と。ちょっと書き間

違ってありますので、失礼しました。

そして、４枚目を飛ばしまして、５枚目にまいります。ここでやはり注目すべきポイントがこ

の資源についてあると思います。上の図は大臣許可水域における漁獲割合の指標値の変化を示し

たものです。漁獲割合というのは、資源の何割を漁獲しているかという値なんですけれども、こ

こでは指標値で示しております。これを見ますと、漁獲割合の指標値というのは、現在減少傾向

にあると見られます。この原因としましては、割当制で漁獲の上限が決まっていることと。そし

て逆に資源は増加傾向にある。こういうことから減少傾向になっております。具体的には個別割

当制の導入に比べて、近年は約２割ぐらい漁獲割合が低下しているのではないかと考えられます。

それでは、このような解析結果に基づいて、資源管理はどのように行うべきかということにな

ります。下のスライドですね、５ページ、下のスライドにまとめてありますけれども、知事許可

水域は、現在高位水準にありまして、現在の漁獲水準の維持によりまして、資源の増加傾向に見

合った漁獲の増加が見込まれます。一方大臣許可水域はようやく低位を脱して、中位に達したレ

ベルでありまして、個別割当制が適用されていないと仮定しますと、漁獲水準は２割程度引き上

げる必要があると考えられますけれども、実際は個別割当制が実施されておりますので、漁獲努

力量がこの制度導入以前に比べて、事実上は２割を抑えられておりますので、現在と同程度の漁

獲水準を維持すればこの目的は達成されると考えられます。このような方針をもとに海域別に可

能漁獲量を検討しまして、その合計したものを次年度のＡＢＣとしております。ということで、

１万7,800トンというのが次年度のＡＢＣとなります。

後のページですが、下のスライドで管理方策のまとめというところがありますけれども、こ
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の中から２点だけ触れておきたいと思います。その２番目にありますように、日本海西部を中心

にここ二、三年程度は、卓越年級群の加入が予想されるということがありますので、できるだけ

小型個体の混獲を避ける努力が必要であるという点、もう１点は、一番、 後にありますけれど

も、日韓の暫定水域の漁獲圧というもの、韓国の漁獲圧ですが、とても気になるところです。我

が国としましては、暫定水域の共同管理の道を模索中でありまして、その一環として日韓漁業協

定のもとで、昨年度、2011年には日韓ロードマップ協議会というものを立ち上げまして、韓国側

と本格的な議論を行ってきたところであります。しかしながら、日韓双方の隔たりは、とても大

きかったため、現在は協議が頓挫している状況です。しかしながら、年明けにはこの協議会が再

開するということをお知らせしまして、説明を終わりたいと思います。

以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。引き続き、ベニズワイガニの広域資源管理の状況について、説明を

境港漁調のほうからお願いいたします。

○黒田資源管理計画官

ベニズワイガニの広域資源管理の状況について、説明させていただきます。私、境港漁業調整

事務所の資源管理計画官をやっております黒田と申します。よろしくお願いします。座ったまま

ご説明させていただきます。

資料は、３－２ということで１枚紙の両面印刷になっております。これに沿ってご説明したい

と思います。資源は、今、日水研の浅野部長からご説明があったとおり、1990年代後半から１か

ご当たりの漁獲量、かごに入るカニの数が非常に減少傾向に入ったということを受けまして、平

成17年度から23年度の７年間について漁獲努力の削減措置ということで、2007年からは漁獲量の

個別割り当て、ＩＱ制度を導入し、また、減船や改良漁具ということで、かごに小型ガニが脱出

できるリングをつけて、小型ガニの保護をするというものを基本とした資源回復計画を23年度末

まで実施して終了したところであります。

本年、24年度以降は、資源管理・漁業所得補償対策に基づく資源管理指針計画体制において、

引き続きベニズワイガニの資源管理を推進することとなっております。資源状況としては、ご説

明があったとおり、2000年以降回復計画等で、現在回復して当初は低位水準にあったものが、や

っと中位水準に回復して資源についても増加傾向にあるという状況の中で、今後ともこれまでや

ってきた資源回復計画に取り組みを後退させないためにも、また、管理指針計画体制のもとで、

適切な資源管理をやっていくということで、これまで行ってきていた日本海沖合ベニズワイガニ
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関係者が参画する境港ベニズワイガニ産業三者協議会等というベニズワイガニ関係の会議があり

ますので、そちらを活用しつつ、ベニズワイガニの資源管理に必要な取組状況であるとか、資源

状況、水揚げ状況、その他必要なもろもろの情報交換等を行って、今後適切な広域管理をしてい

くという体制を今引き続きやっているところでございます。

今後の広域資源管理に必要な目標としては、今現在回復傾向にあるベニズワイガニ資源を引き

続き維持することによって安定的な漁獲量を目指すというものを目標としてやっていきたいと思

っております。

その取り組みについては、この広域漁業調整委員会の場で折を見てご報告をさせていただきた

いと思っております。

資料をめくっていただいて裏になりますが、 近のベニズワイガニに係る資源管理取組状況と

いうことで、１つ目として会議等の開催ということで、昨年の広調委で報告して以降、報告して

いないんですが、その後、大体２カ月から３カ月に１回、ベニズワイガニの三者協議会等を開催

しているところであります。この中では、水研センターの資源評価の調査事業等の報告がまとま

った段階で必要な資源状況の報告をしていただくというようなことでやっております。それと関

係会議ということで、関係調査等の経過報告だとか、計画会等々ありますので、それも関係者が

参加して情報共有に努めているということです。

後になりますが、資源管理措置ということで、現在従前やっていた資源回復計画で実施して

いた取組状況については、現在資源管理計画にすべて引き継ぎして、取り組みは継続をしている

という状態になっておりますので、今後ともこの体制、また取り組みを継続することで適切な広

域関与をしていきたいと考えているところです。

報告は以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。ベニズワイガニにつきまして、資源状況の説明と、広域資源管理の

取組状況の説明がございました。この２つの説明につきまして、ご質問、ご意見等ありましたら、

承りたいと思いますけれども。ベニズワイガニにつきまして、何かご質問、ご意見ございません

か。

特段ないようでしたら、また……じゃ岩田副会長さん。

○岩田参考人

失礼いたします。先ほど、浅野部長さん、そして黒田計画官さんのほうからご説明いただきま

して、若干重複することもあるかもしれませんが、一つだけお願いとご報告がございます。
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まず、初めに平成17年から昨年までの資源回復計画が終了するに当たりまして、水産庁並びに

関係各位の皆様のその都度の適切なご指導により終了することができまして、心から感謝を申し

上げます。

浅野部長のご意見と重複するかもしれませんが、これまでのベニズワイガニ漁業の資源回復計

画については、日本側ＥＥＺの漁場のみが対象でございました。しかしながら、日本側ＥＥＺ及

び日本海の日韓の北部暫定水域での操業については、同じ制限条件となっております。ベニズワ

イガニの漁獲量のおよそ半分は、暫定水域内で漁獲をされており、当該漁業の資源管理を考える

上で、暫定水域を除外視することはやはりできません。

現在、日韓の操業においては、日本側の制限条件である水深の規制が800メートル以深である

のに対しまして、韓国側は公的規制がないなど、大変差異が大きく著しく不利な状況になってお

ります。このような中、少しでも気を緩めると、韓国船に漁場を奪われるというようなことを常

にそのようなおそれがあるため、現場の乗組員の皆は、日々体を張って自分たちの漁場を守って

いるという次第であります。これから、当該漁業の資源管理を継続した上では、これまでの努力

を無にしないためにも、暫定水域での日韓の操業条件を同等とすることは急務であると考えてお

ります。

さらに、民間での話し合いには限界があると、特に 近は感じております。このような中どう

か政府間協議において、韓国政府へのより積極的な働きかけをこの場をおかりして、適した内容

かどうかわかりませんが、意見とさせていただきます。失礼します。

○橋本会長

ありがとうございました。民間協定のほうの限界もあると思いますし、ご要望ということで水

産庁の所管、国際課でありますとか、原課のほうにもこういう広域漁調委の場でそういう要望が

あったということを伝えてもらうようにしたいと思います。どうもありがとうございました。ほ

かにございませんでしょうか。

なければ、一番、 後に議題が終了した後も質疑の時間を設けたいというふうに思いますので、

次の議題に進めさせていただきます。

それでは、議題の３番目でございますが、日本海西部・九州西海域マアジ、マサバ、マイワシ

の広域資源管理の取り組みについてというのに入ります。

なお、こちらも質疑応答は資源状況と資源管理状況、この２つの説明が終わりました後にまと

めて行いたいと思います。

初にマアジ、マサバ、マイワシの資源状況につきまして、水産総合研究センターの西海区水
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産研究所資源海洋部の西村部長から説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○西村部長

ご紹介いただきました西村でございます。よろしくお願いいたします。

お手元の資料４－１にマアジ、マサバ、マイワシの資源評価結果ダイジェスト版を用意いただ

いております。これに基づいて説明してまいります。およそ10分間の間にこの３魚種説明してま

いりたいと考えております。

まず、マアジですけれども、対馬暖流系群として、東シナ海から日本海西部のところを分布域

として、そこがまた漁場として利用されているという資源です。

漁獲の動向をめくっていただきますと、一番上のページに青色の棒グラフで、示しております。

1993年から98年、20万トンを超えるような漁獲が一時見られておりますが、その後大体10万トン

を超すようなところで推移しているということで、2011年の漁獲量は13万8,000トンとなってお

ります。韓国がこの年にアジ類として４万3,000トンの漁獲を上げているということで、黄色で

示してある折れ線グラフは、マアジの資源密度指数の推移を示しております。

この魚種に対して資源評価を年齢別漁獲尾数をもとにしたコホート解析により行っております。

コホート解析の結果が２ページの中断、黄色いバックグラウンドになっていますけれども、この

グラフの黒い折れ線によって資源量の推移を示しております。近年大体50万トン程度の高い水準

を維持しておるところですけれども、2011年においては、52万トンという資源量が推定されてお

ります。

こうやって見ていただきますと、大体1970年代以降の資源量の動きの中では、かなり高い位置

に 近は位置しているというふうにも見られるんですけれども、過去39年間見てみますと、上か

ら８番目となります。ただ、1960年代には漁獲量自体で30万トン、40万トンという漁獲実績があ

ったということを考えますと、まだその時点に及ぶような資源量には達していないというふうに

判断しておりまして、現在の資源量水準を中位というふうに判断しております。また、資源の動

向でございますけれども、これは 近、直近年の５年間の動きによって判断するというルールに

基づいておりまして、それにより動向は増加ということで中位で増加というふうな形で資源を見

積もっております。

管理方策として、このページの下の表を示しておりますけれども、Ｂlimitというある閾値を

設定しておりまして、この閾値を下回るようであれば、資源に対して回復措置が必要というふう

に判断しておりますけれども、現在の親魚資源量はこのＢlimitを上回ったところに位置してお

るということがわかっておりますので、管理のための漁獲シナリオ管理基準としては、この表の
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２ページの下の表に示しておりますように、資源量の増大あるいは現在の漁獲圧を維持する。あ

るいは資源量の維持という３つのシナリオを持ってＡＢＣを算定するというやり方を行っており

ます。

この中で、 大のＡＢＣを与えるものについては、親魚量の維持という一番下のＦmedと書い

てあるシナリオになりまして、これによるＡＢＣは21万8,000トンと。ただこのうち日本韓国の

近直近５年間の配分比率を勘案しますと、日本水域における漁獲量配分も18万4,000トンとい

うことで、ＡＢＣが示されているということになります。現状の漁獲圧、資源を維持するには、

適切なところにあるというふうに判断されておりますが、０歳魚の漁獲を控えることは資源を有

効に利用するためには望ましいというふうに見ております。

次に、マサバに移ります。５ページにマサバの評価結果をお示ししております。これもやはり

東シナ海から日本海というところで、分布しているもので、まき網中心にして漁獲されている種

類です。漁獲量の推移が５ページの下の図に青い棒グラフで示されております。1970年代、80年

代20万トン超すような漁獲得ておりますが、1996年に非常に大きなピークを迎えた後、漁獲量減

少して 近直近年の漁獲量は、2011年に11万1,000トンとなっております。韓国はこの年にマサ

バを13万9,000トン漁獲しており、中国は東シナ海において49万トンというサバ類を漁獲してい

るというのがＦＡＯの漁獲報告から読み取れているところです。

これにつきましても、資源の評価は、年齢別漁獲尾数を用いたコホート解析により行っており

まして、その結果の資源量の推移が下側、黄色いバックグラウンドで示されているグラフの黒い

折れ線によって示されています。漁獲量と同じような形で資源量推移しておりまして、96年に非

常に大きな資源量を与える計画になっておりますけれども、その後2000年代若干低迷していたと。

ただ、2006、2007、2008、2009と、2008年以降ですか、資源量増大しておりまして、2011年は、

65万トンというふうに推定されております。

現在の資源量、親魚量については、回復の基準、これは再生産関係から判断されておりますけ

れども、1997年の親魚量水準24万7,000トンをＢlimitとしますと、現在の親魚量26万2,000トン

と、およそ二、三万トン上回っているというところに位置しておりまして、この資源につきまし

ても特に回復措置をとる必要はないということで、現在管理方策としては、６ページの下にある

表にお示ししております３つのシナリオによってＡＢＣの計算を行っております。このシナリオ

については、先ほどのマアジと同じような管理方策を提示しているところです。

この中で、2013年の一番大きなＡＢＣを与えるシナリオは、親魚量を維持しましょうというシ

ナリオで、これによる漁期のＡＢＣが34万1,000トンと、これにつきましても、日韓の配分比率、
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直近年５年間の数値をもとに勘案しますと、日本が水域での漁獲量は14万6,000トンということ

で、計算がされてきております。現在の漁獲圧で漁獲を続ける中で、資源はおだやかに増加する

と見ておりまして、今の親魚量水準を維持することで、特に問題はないというふうに見ておりま

す。

後マイワシでございますけれども、９ページにお示ししております。この資源につきまして

は、ご承知のように1980年代、90年代に100万トンを超す非常に大きな漁獲が得られていた資源

ということで、それが90年代以降、急激に漁獲量減少しているという絵が９ページの下側、左側

の図で漁獲量の推移を示しております。80年代、90年代の漁獲量をこのようなグラフで示してみ

ますと、 近直近年2000年代に入ってからの漁獲量は、ほとんど目に見えないような状態にまで

落ち込んでいるということで、2000年代以降の漁獲量の推移をこの右側の図にお示ししておりま

す。2001年に非常に少ないところまで漁獲量減少しまして、1,000トンまで落ち込んだんですが、

その後2000年代に入ってから、徐々に漁獲量が増加しているという傾向が見てとれます。2007年

に少しふえて、また少し減少したんですけれども、2011年になりまして、４万4,000トンという

漁獲が得られておりまして、これは2000年代に入ってからの中では、 も大きな漁獲というふう

になっております。大体2010年生まれの魚がここの漁獲に貢献しているというふうに見ておりま

す。

資源状態につきましては、ここも昨年までは、昨年、おととしまでですか、余りにも漁獲が少

なくデータがちょっと十分じゃないということで、ＡＢＣの提示は控えて、参考値としての提示

にとどめておりましたけれども、昨年からこの漁獲に対応するような形で、評価もできるように

なってきたということで、ＡＢＣの提示を再開させていただいております。資源状態につきまし

ては、先ほどの漁獲量、それからここにお示ししています10ページの真ん中の黄色いバックグラ

ウンドの絵の黒い折れ線によって、 近年の資源量の推移を示しておりますけれども、2010年、

2011年と資源がふえてきているということが見えております。かつてに比べるとまだまだ低い水

準で、水準としては、低位と判断せざるを得ない状況ですけれども、動向については増加という

ことで推移してきているというふうに見ております。

現在の資源量ふえてきてはおりますが、まだ、いわゆるＢlimit、再生産関係からここまで親

魚量がいれば大丈夫というところまではまだ半分ぐらいのところに位置しておりまして、親魚量

５万2,000トンという今の数字はＢlimitの半分ということで、これを下回っている状態です。そ

のためこの資源については、資源を回復させましょうということで、管理シナリオを設定してお

ります。
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10ページの下側の管理方策というところに表が次のページにわたって、示されておりまして、

資源量を増大させますというシナリオでこの二重線、11ページの上側に二重線がありますけれど

も、二重線の上側に示されたシナリオがＡＢＣを提示するもので、 大のもので10年間をかけて

Ｂlimitに回復させましょうというＦリカバリーの２というシナリオが３万8,000トンという漁獲

量を与えます。その下の２つのシナリオについては、現在の漁獲圧、あるいは親魚量を維持した

場合の漁獲量となっておりまして、あくまでも参考のために算定した漁獲量ということで、これ

はＡＢＣとして取り扱っておりません。

以上のような形で、マイワシにつきましては、ここ数年の間に資源の増大が見られる。漁獲に

もそこが反映されているというところでありますけれども、まだ親魚量が必ずしも十分なところ

にはないところですので、しばらく見守っていく必要があるかと考えております。

以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。それでは、引き続き、このマアジ、マサバ、マイワシの広域資源管

理の状況について、九州漁業調整事務所から説明をお願いいたします。

○島崎課長

日本海西部・九州西海域マアジ広域資源管理方針の取組状況について、ご説明いたします。九

州漁業調整事務所沖合課の島崎と申します。

お手持ちの資料４－２、日本海西部・九州西海域マアジ広域資源管理方針でございます。本年

３月15日に開催されました広域漁業調整委員会でご説明さしあげたところでございますが、旧資

源回復計画は、本年３月で終了いたしました。しかし、旧資源回復計画で実施してきた取り組み

は、その取り組み内容を後退させることなく、継続して行っていく必要がございます。そのため

引き続き各取組団体の資源管理計画でその理念を受け継ぎ実施されているところでございます。

具体的には、具体的な取組団体といたしまして、全国まき網漁業協会、山陰旋網漁業協同組合、

日本遠洋旋網漁業協同組合、鹿児島県旋網漁業協同組合、島根県まき網漁業協議会、長崎県旋網

漁業協同組合でございます。また、従前の行政担当者会議に変わりまして、広域資源管理検討会

議というものを立ち上げまして、取組団体のほか、関係県、研究機関を含め、情報交換体制を構

築しております。事務局は、全国まき網漁業協会でありますが、本方針についての事務は遠洋旋

網漁業協同組合が担っております。

主には従来の担当者会議に該当する日本海西部・九州西海域マアジ広域資源管理検討会議の運

営、それに基づきまして情報交換を行いながら構成する漁業団体は、休漁、漁場移動など、小型
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魚への漁獲圧低減に取り組んでいるところでございます。

平成24年度の取り組みといたしましては、お手持ち、お配りの資料４－３にまとめております。

こちらは、10月25日現在の期中の報告となっております。小型魚保護のため、小型魚が集中した

場合には、漁場移動する取り組み、一月当たり５日から６日の休漁、一月当たり18日以内の水揚

げ日数の制限など、各団体の取組状況が記載されております。表中段の県知事許可の中型まき網

漁業のところで、長崎県旋網漁業協同組合のところでは、漁場移動として、今までに延べ30回実

施されているということでございます。取組状況については以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。では、このマアジ、マサバ、マイワシにつきまして、資源状況と、

広域資源管理状況の２つの説明につきまして、ご質問、ご意見等ございましたら承りたいと思い

ますが、何かご意見等ございますでしょうか。

特段ございませんか。

それでは、次の議題に進みたいと思います。次の議題（４）でございますが、旧日本海西部・

九州西海域の底びき網漁業、これは２そうびきの包括的資源回復計画の取り組みでございますが、

事務局から聞きましたところ、この計画は沖底だけの計画に今後位置づけることになり、広域の

資源管理方針ではなくて、全底の資源管理計画ということになったと聞いております。今回、議

題４この旧包括的資源回復計画につきまして、ご紹介ということで、資源状況の話、それから資

源管理状況、この２つをご紹介したい。ご報告したいということでございます。

この件につきましても、質疑応答は、資源状況と資源管理状況、この２つの説明が終了した段

階でまとめて行いたいと思います。

初にこの底びき網漁業の対象業種の資源状況につきまして、水産総合研究センターの西海区

水産研究所資源海洋部の西村部長さんと、それから水産大学校の今井教授から説明を順次お願い

したいと思います。まず、水研センターからお願いします。

○西村部長

ご紹介ありがとうございます。お手元の資料ですけれども、資料の５－１というところに対象

となる10種類の評価結果が示されております。これについて、今から十数分いただいて、概略１

分程度の話をそれぞれの魚種についてしていきたいと思います。ただ、その前にお手元の資料２

を見ていただきますと、対象魚種の幾つかのものについて、水準と動向が概略ぼんと出されてお

りますので、これもご参考にいただければわかりやすいかなというふうに思っております。

それでは、資料の５に基づいてですけれども、まだ、アマダイの東シナ海という系群、これは
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海域に分布する資源としての評価を行っています。これについては、複数の魚種が含まれている

という魚です。2011年の漁獲量がこの１ページの一番下の青い図に示されておりますけれども、

2011年が648トンという漁獲量です。80年代、90年代の以西底びき等によって多く漁獲されてい

た時代から考えますと、非常に低いところで 近の漁獲量は推移しているという実態にあります。

漁獲量だけでなく、着底トロール調査等も今、実施しておりまして、きょう現在も東シナ海でト

ロール調査実施しているところでございますけれども、そういったところの情報も含めて、資源

量指標値として、利用しながら資源の状態を判断しております。

先ほどの漁獲量、それから資源調査の結果等含めて、資源の状況は水準は低位であるというこ

とで、横ばいの状態が続いているというふうに判断しています。管理方策につきましては、大体

我が国現在の漁獲については、我が国周辺でやられているところが多いということで、基本的に

は管理基準として現在の漁獲圧に算定の根拠というような形でＡＢＣlimitということが、次の

ページの２ページの真ん中の表の中に示されておりまして、614トンという漁獲が適切であろう

ということで評価が行われております。

次に、マダイに移りますけれども、マダイについて幾つかの系群ございますけれども、ここで

は日本海西部から東シナ海の系群ということで、評価しております。漁獲の動向がその下の図で

示されております。2011年の漁獲量は前年から1,300トンふえて、6,900トンということでござい

ます。この魚種については、資源評価はコホート解析を用いて行っております。その結果の資源

量の推移がお手元の資料５の４ページの上、黄色いバックグラウンドで示されている黒の折れ線

の中で示されておりまして、2005年ぐらいから後、資源量は 近増加の傾向にあるということで、

この資源に関しては中位水準で増加傾向であるというふうに判断しています。管理方策について

は、現在の2011年の漁獲圧で漁獲を続けても、資源は大体増加してまいるというふうに予想され

ておりますことから、これをもとにしてＡＢＣが提示されており、大体7,000トンという数字が

示されております。

マダイとキダイは、比較的資源の状況がいいようで、次のキダイですけれども、これにつきま

しても、 近の漁獲量が７ページの上側に示されております。沖底と以西の漁獲を区分しながら

漁獲を示しておりまして、2011年の漁獲量は、およそ5,000トンということになっております。

これにつきましては、沖底、以西それぞれの漁業形態における年齢別漁獲尾数をもとにして、コ

ホート解析から資源量の推移を示しておりまして、資源状態は中位であって、動向は増加の傾向

にあるということで判断しております。この資源に対してのＡＢＣについて、これも先ほどと同

じような形で８ページにお示ししておりますけれども、Ｆcurrent現在の漁獲圧で漁獲すること
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が妥当であるということで、それをもとにしてＡＢＣは6,400トンという数字が示されておりま

す。

次に、タチウオになります。お手元の資料の９ページ、これは日本海から東シナ海という海域

での分布する魚、資源に対しての評価の結果です。我が国の漁獲量につきましては、減少を続け

ております。10ページの一番上に1980年代からのタチウオの漁獲量の推移が示されておりますけ

れども、かつてに比べれば随分と低いところで推移しておりまして、2011年の漁獲量は2,100ト

ンというふうになっております。

この資源につきましては、韓国、中国等においても漁獲されている資源で、そういったところ

からの情報も含みながら資源を管理していくことが望ましいところでございますけれども、現在

のところ各国の資源に関しての見え方というのは必ずしも一致していないところです。我が国の

資源に対しては、漁業状況、それから調査船の調査データ、そういったところから、資源の状況

を判断しておりまして、現在は水準は低位であろうと。そして、調査船調査の結果からもなかな

か回復の傾向が見られないということから、低位の横ばいということで、資源を判断しておりま

す。

管理方策につきましては、現在の漁獲量をそのまま維持していくことは、少し困難であるとい

うことで、ルールに基づいてですけれども、0.6掛けの平均の漁獲量のような形で、現在の水準

と動向を勘案した管理基準によって、ＡＢＣを計算しております。なお、ＡＢＣの我々２系とい

っておりますけれども、こういった形の漁獲量、あるいは資源量指標値をもとにするＡＢＣの算

定方法については、平成24年度にＡＢＣの算定規則が改正されておりまして、それに基づいた形

で計算がなされております。2013年の漁獲量としては、10ページの真ん中ぐらいの表に示してお

りますけれども、ＡＢＣ2,300トンということで韓国も漁獲しているようでありますので、そう

いったところも含めての管理が必要であろうということで、評価を行っております。

あと、ヒラメですけれども、ヒラメにつきましては、2011年の漁獲量1,242トンということで、

前年よりやや減少しております。11ページの下のところにその漁獲量の推移が書かれております。

この資源につきましては、コホート解析で資源量を推定しておりまして、その資源の動向を見て

まいりますと、水準は中位でありますけれども、動向としては、減少の傾向があるということで、

12ページの一番上の図の中でそういった資源の推移が示されております。この資源につきまして

は、管理基準としてＦsusということで、現在の資源を維持する必要があるということで、Ｆsus

という形での漁獲圧を想定して2013年のＡＢＣをおよそ1,000トン程度ということで提示してお

ります。
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次、ムシガレイになります。13ページです。この資源につきまして、それから次のソウハチに

つきましては、日本海区水産研究所で評価を行っておりますが、あわせてこの場で報告させてい

ただきます。まず、13ページのムシガレイにつきましては、現在の総漁獲量、2011年は1,100ト

ン、1,126トンということになっております。

めくっていただきますと、コホート解析による資源量の推移が上の図に示されておりまして、

こうやって見てみますと、資源量と親魚量は安定して推移しているというふうになっておりまし

て、水準と動向につきましては、中位で横ばいというふうに判断しております。現在の漁獲圧で

あれば、資源量、漁獲量ともに増加していくというふうに推定されることから、Ｆ2011、2011年

の漁獲係数を用いて資源ＡＢＣが形成されており、1,300トンという数値が示されております。

次のソウハチですけれども、ソウハチにつきましても、2011年の漁獲量、3,500トンという中

で、16ページの水準と動向を中位で減少傾向にあるというふうに示しております。この資源につ

きましては、Ｆmedということですから、現状の資源水準を維持するということを管理の目標と

しておりまして、ＡＢＣlimitは3,200トンという形で、評価がなされております。

あと、少し魚種残りますが、ウマヅラハギが17ページに示されております。近年のちょっと状

況がこの魚種ちょっと特徴的で、17ページの一番下のところに棒グラフが示されていて、漁獲量

が2009年まで減少が続いていたのが、2010年、11年とどうも漁獲量が増加しているようです。ち

ょっとこの辺の動向について注目しているところがございます。ただ、歴史的な漁獲量、中国と

韓国の漁獲量とか見てみますと、なかなか昔1980年代、90年代たくさんとられていた時代に比べ

ると、 近そうでもないということで、我が国の漁獲 近ふえてきてはいるものの、なかなか十

分なところにはいってないだろうということで、18ページには資源の水準は低位である。しかし

ながら、直近年の漁獲状況見れば、漁獲は動向としては増加の傾向にあるということで考えてお

ります。水準と動向を判断し、勘案しながらのＡＢＣlimitは、5,400トンということで18ページ

にはＡＢＣが提示されています。

19ページには東シナ海底魚類として、キグチ、シログチ、ハモ、それにカレイ類、東シナ海で

の漁獲対象種についての情報をまとめてお示ししております。いずれの魚種につきましても、19

ページに４ついろいろな漁獲量の推移、ＣＰＵＥの推移をお示ししておりますけれども、これ縦

軸が対数になっています。つまり桁が違う漁獲の状況になっているというふうに見ていただきま

すと、非常に今水準としては厳しいところにあるというのがおわかりになるかと思います。

これについては、なかなか 近の漁業情報からもデータがとれておりません。先ほど、お話し

したような調査船調査による情報等も勘案しながら、資源の状態を見ておりますけれども、いず
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れも低位状態に推移しているという、推移と動向としては若干いろいろ変動しているところはあ

りますけれども、かつてに比べれば低位、この資源、先ほどまでの資源もそうですけれども、東

シナ海海域については、外国の漁獲圧というのも非常に厳しいところもございますので、そうい

ったところも含めて、資源の状況は現在低いところにあると判断せざるを得ないというふうに思

っています。

後にケンサキイカになりますが、21ページからケンサキイカが示されております。22ページ

に漁獲量の推移が示されておりまして、2011年の漁獲は大体１万1,000トンというところで動い

ていて、2000年代以降の漁獲量、総漁獲量を見ていただきますと、それほど動いてはいないとこ

ろなんですけれども、かつてに比べれば、半分程度のところで特に東シナ海における漁獲という

のがなかなか厳しいところにあるということで、資源状態を低位、動向を横ばいというふうに判

断しています。ただ、我が国周辺、現在の漁業については、我が国周辺での漁獲というのが中心

になっているということで、この部分につきましては、大体今の漁獲圧を継続する中で、漁獲が

可能ということで管理基準を考えておりまして、22ページの表の中では、１万2,200トンという

ところでのＡＢＣを計算して提示させていただいているということでございます。

西海区水系の担当をする底魚類というか、底びき対象魚種としては、以上のようなところです。

引き続いて、今井先生のほうからご報告いただきます。

○橋本会長

それでは、続いて、今井教授よろしくお願いいたします。

○今井参考人

水産大学校の今井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

私のほうからは、資料の５－２ですかね、両面刷りになっておりますけれども、これに基づい

て、ご紹介したいと思います。日本海西部海域といいますのは、これ山口県下関市、それから下

関漁港、それから島根県西部にあります浜田漁港に、下関に９統、浜田に７統と思いますが、合

計16統のほどの沖合底びき網漁船２そうびきの沖底でございます。こちらが漁獲する資源の主魚

種。全部で魚種としては５つ挙げていますが、その他６番としてその他の魚種ということで、主

要魚種の資源タイ、昨年の３月にもこの場において、資源状況をご紹介してまいりましたが、な

るべく 新の情報ということで、ご紹介したいと思います。

まず、キダイですが、こちらは、今の西村部長のお話にもありましたように、資源量は非常に

安定しておりまして、中位というよりもむしろ高位といってもいいぐらい、中位と高位の中間ぐ

らい、あるいは本当に高位といってもいいぐらいに資源が安定しております。ここ資料には1992
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年から2006年と書いてありますが、これ2009年ぐらいまで多分このレベルでよいかと思います。

総資源量が1,300トンから2,700トン、これは西村部長のほうは西シナ海のほうも入っていると思

いますので、それの差が出ております。

親魚資源量というのは、キダイの場合はこれは親魚といっても雌のほうです。卵を産む雌の資

源量ですので、大分割合が低くなります。これなぜかといいますと、３歳ぐらいで雌が盛んに産

卵しますが、このとき雌が多いんですが、だんだん性転換してまいりまして、４歳、５歳となり

ますと、雌が雄に変わってしまいます。ですから、キダイの場合には、総資源量に対して雌資源

量という雌親というのが非常に少ない種類なんですね。これが1,370トンから1,000トンという範

囲ですので、非常に資源は大きいというふうに考えていいかと思います。ですから 適親魚量、

雌親魚量というのは700トンぐらいでして、現状ではこの値をここ数年超えた状態にあります。

そういう意味で、キダイの資源については、特に資源量を維持するとかふやす減らすというよう

な感じは必要がないと考えております。

このキダイの場合、じゃ今非常に問題になっているのは逆にとれ過ぎて、とれると値が下がっ

てしまう。とれなくてもそれほど値が上がらないというこれが非常に問題ですので、特に下関の

私の調査によりますと、小型魚が大量に入荷すると、大型魚も一緒に単価が下がってしまう。漁

業を維持、安定していくためには、小型魚はなるべくとらないというこの方策が望まれるんです

が、なかなかうまく実施ができないというところがあるかと思います。 近では、日本海地方で

使われている小型のコダイの有名な郷土料理でささ漬けとかそういったものに利用がさほど多く

ないということで、余計その辺の単価の減少というのが非常に大きいということが漁業にとって

の問題というふうに思っております。

続きまして、アカムツなんですが、アカムツはこの２つの沖合底びき網漁にとって非常に重要

な魚種であります。非常に単価が高くて５キロ程度入った、五、六キロ入った１箱、スチロール

の箱が、高いときには４万円とかいう値段がつきます。通常、先ほどのキダイの場合は3,000円

でも売れないというようなものが、高いとき、ものが少ないときは非常に高い、通常でも１万円

を超えるという。これが漁業が行われるのが特に休漁明け、８月の中旬からの休漁明けの後半漁

業、漁期で集中してとれます。このときはさほど高くないんですが、年を明けると漁が減って非

常に高価になってくる。そういう魚種でございます。

漁場が対馬の西側に集中しておりまして、ここに行きやすい下関線のほうがより余計とります。

年間の漁獲量がここに書いてありますけれども、浜田船の３から８倍、したがって私の解析して

いる資料というのは、浜田の資料が1998年から2009年まで、下関に関しては、1992年以降昨年ま
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で、もちろんことしも来年になれば、ことしの資料がとれるんですが、続いておりますので、で

きれば下関船の資料でお話をしたほうがより長いデータでお話をできるので、アカムツに関して

はこれで非常に問題がないと思います。

対象資源は、下関船のデータで示しますと、1992年から2009年まで2,260トンから1,200トンの

資源量、雌親の資源量は70から480トンということなんですが、アカムツの場合逆に大きい個体

が雌でございます。小さいうちは３歳、４歳ぐらいまでは、雌雄がほぼ両方いるんですが、だん

だんだんだん大きくなると親の雌の割合がふえてきます。恐らく雌のほうが長生きをする。性転

換ではないと思うんですが、これもはっきりはわかりません。もしかしたら性転換が起こる可能

性もないわけじゃありません。

そういった資料の中で、1998年、2001年、2004年という卓越年級が入りまして、雌親資源量は

2004年に390トン、2008年に480トン、これがこれまでの過去の 大の雌親魚資源量でございます。

その後ずっと卓越年級が入っておりません。2005年から 近年まで再生産曲線の下側にずっと回

ってまいりまして、親の資源量が200トンまで減っております。ですから 大時の半分以下です

ね。480トンの半分以下にまで減っておりますので、200トンまで減っています。今後もすぐに卓

越年級が出そうな気配がありません。

これは私らが調べておりますのは、ここにも暖水種ということを私よく言葉を使いますけれど

も、暖水の資源というのは、やはり温度の高いとき、この温度の高いときというのは、日本海の

100メーター層ぐらいの水温のところをいいますと、1997年から2004年ぐらいまでは高い水準で

来ています。2005年以降ちょっと低いと。96年以前の状態に戻ったような状況にありますので、

今後アカムツの加入量が格段と改善する可能性は低い。非常に漁獲圧の影響で資源の量が減って、

左右されています。ですので、このアカムツに関しては非常に今後漁獲を注意して親魚量をなる

べく減らさないような漁獲、それともちろん小型魚の保護ということが必要な魚種であるという

ふうにご報告いたします。

それから、ムシガレイですけれども、ムシガレイについては、浜田船が非常に多くとります。

ですので、これはデータは1993年以後、ムシガレイに関してだけ、浜田のデータは古いのがあり

ます。2009年までの動向についてお話ししますと、資源量が1,500から3,000トンで雌親魚資源量

が470から1,070トン、これはムシガレイについても、４歳魚以降が主体の親魚であります。雄は

５歳ぐらいで死んでしまいますので、４歳以降に親が雌がほぼ100％、親となって、４、５、６

は、７になるともう数が相当減ってしまいます。４、５、６歳ぐらいまでが、せいぜい親の主体

になります。
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これも98年から2000年までの、アカムツのように極端な卓越ではないんですが、卓越年級が入

りましたが、その後３年間また悪い状態が続いて、西村部長のほうは中位とおっしゃっていまし

たが、私はどちらかというと低位に近くなっているかなというふうに感じております。ですので、

過去のところを見ると、漁獲量が3,000トンから5,000トンというような1960年代ぐらいまではそ

ういう時期がありましたので、場合によっては低位ということも考えられるかと思います。これ

については、やはり漁獲圧がまださほど高い魚ではないんですが、注意が必要ではないかなとい

うふうに考えておるところです。若干西海区水研と、あるいは日本海区水研の意見かもしれませ

んが、若干違いがあるようなことはご承知おきいただきたいと思います。

それと、４番のヤナギムシガレイですけれども、これはムシガレイのかなり高い高級なカレイ

なんですが、子持ちガレイとか、ササガレイとかいうような形で干物にしてよく流通しておりま

す。結構ムシガレイに比べると大分高い魚です。ただ、ムシガレイよりも全体的に体が小さい、

成長が遅いということなのかもしれませんね。

97年か98年ぐらいに何か特別なイベントが起こったのだと思います。98年以前はほとんどとれ

ない状態が急に98年ごろからとれ出しまして、急激な資源回復が起こった。その辺の過程はわか

りませんけれども、近年は大体資源量が750トンから1,500トン。この1,500トンというのがずっ

とほぼ続いていて、高い水準で今維持されております。雌親の資源量も370から870トンでずっと

ふえてきて、 近ふえはとまっていますが、高いところでとまっております。

それで加入量の1,300から1,800万匹でずっとほぼ安定してきたんですが、ここ３年間、2008年

以降、８、９、10年級と、さらにちょっとワンランクが感じが得られていますので、これについ

ては非常に不思議なんですが、漁獲圧がやや低いと。なぜかわかりませんけれども、そういう解

析結果になりまして、今のところ資源は高位で安定していると。唯一安心して見ていられるお魚

かなというふうに思っております。

逆にソウハチなんですけれども、ソウハチは、ちょっと冷たい海の魚で、ほかの種類が大体日

本海の中ぐらいまでしかいないところに対して、ソウハチは日本海北部北海道の沖までずっと分

布する、冷たいところ、この漁業にしますと、130メーターを境にしたちょっと深いところで操

業する場合にこの魚が多くとられるんですが、これはこれまでのお魚と違いまして、もう時間も

ありませんので、省略しますけれども、1998年から2001まで非常に悪い状態で資源が急激に下が

ったんですが、その後、2004年から続けて卓越年級がまた３年ぐらい続けて起こったということ

で、Ｖ字回復いたしました。

先ほども申しましたように 近では2006年ぐらい以降は、ちょっと低温傾向ということで、冷
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水種のソウハチにとっては追い風が吹いているというところで、これについてもそれほど、今の

ところ資源量が安定している。また、いつ以前の98年代のようなことが起こらないとは限りませ

ん。今のところは安定、資源量も安定して比較的安全な資源じゃないかと。

あと、その他の魚種としましては、キアンコウはほぼヤナギムシガレイと似たような結果で自

然回復をしてきたと。2003年には漁獲量が茨城県とか常盤とか東北沖を抜いて日本一になったと

いう状況にありまして、これは今もある程度続いていますが、資源尾数は非常に少ないんです。

体が非常に大きい魚ですので、なのでちょっと間違いが起こるとすぐに資源ががくっといってし

まう可能性を持っています。非常に注意はしなきゃいけませんが、今のところまだそんなに心配

がない状態です。

あと、近年イボダイがずっととれて、この時代でとれていたんですが、 近はやはり卓越年級

が出ていないようで、これは資源が大分、寿命が短いものですから、あっという間に資源がなく

なってしまって、ふえたり減ったりが非常に激しくて今は低水準で漁獲がしにくい状況になって

います。

以上で、私のほうからは。

○橋本会長

ありがとうございました。資源状況の説明について、西海区水研と今井教授からご報告があり

ました。引き続き、この旧日本海西部九州西海域底びき網、２そうびきの包括的資源回復計画の

取組状況を九州漁調からご報告願います。よろしくお願いします。

○島崎課長

それでは、取組状況についてご説明いたします。本年３月15日に開催されました広域漁業調整

委員会でご説明さしあげたところでございますが、本旧資源回復計画については、３月で終了い

たしております。先ほど会長のほうからも若干冒頭ご説明ございましたが、旧資源回復計画で実

施してきた取り組みは、それぞれ全国底びき網漁業連合会が作成しております沖合底びき網漁業、

以西底びき網漁業における資源管理計画に組み込み、引き続き実施しているところでございます。

具体的には、底びき網漁業といたしまして、山口県以東底びき網漁業協同組合、以西底びき網

漁業といたしまして、以西底びき網漁業協会は社団法人全国底びき網漁業連合会の資源管理計画

へ参入し、指定省令に示されれている資源管理措置の遵守に加えまして、自主的な管理措置につ

いても、管理計画を通じて取り組んでおります。そのための組織といたしまして、社団法人全国

底びき網漁業連合会に資源管理委員会を設置しまして、取り組みが継続実施されているところで

ございます。また、引き続き取組団体、相互の情報交換が重要になってきますので、従前同様、
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資源管理指針に係る行政研究担当者会議を開催いたしまして、相互の連絡体制を図っておるとこ

ろでございます。

平成24年度の取組状況については、お手持ちの資料５－３でございます。引き続き改良漁具と

いたしまして、コットエンド上部の一部大目合の漁具を使用しております。また、資源の積極的

培養といたしまして、マダイ、アマダイ、クエの放流、それと休漁に取り組んでおります。沖合

底びき網漁業においては、対馬沿岸漁業者と共同の取り組みといたしまして、省令で操業禁止期

間は終了以降、１カ月にわたり、特定の海域において、操業自粛を行っております。これは先ほ

どお話ございましたアカムツの産卵親魚保護への取り組みということでございまして、対馬西側

の沖底の漁場でありますが、そこで南北に約５マイル、東西に約2.5マイルの区域を設けまして、

相互にそこでの漁を自粛している期間がございます。

また、環境保全組織といたしまして、特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構の補助

を利用いたしまして、海底清掃を実施しております。現在は期中でございますので、まだ操業期

間中の回収量は未集計でございますが、表にはイメージつきやすいように昨年の回収量をお示し

しております。一方、休漁期間中のごみの回収につきましては、本年度の実施数量を記載してお

ります。引き揚げられるものの多くは、ロープですとか、廃棄された網、それから、かごですと

か、筒といったものが多いということでございまして、狭い船上の中での回収作業というのは、

重量よりも体積が大きいために船員の皆様は苦労しているということをお聞き及んでおります。

説明としては、以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。この旧２そうびきの包括規約の資源状況、それからその後の取組状

況、この２つの説明でございました。これらの２つの説明につきまして、ご意見、ご質問等あり

ましたら承りたいと思います。どなたかございますでしょうか。

大変魚種の種類も多く、長い説明になりましたけれども、特段何か。

清野委員、どうぞ。

○清野委員

２つありまして、一つはやはり国際的な問題でございまして、これの資料の中で日本側の努力

だけではもう無理であるというようなことが書いてあるものも多くございました。それにつきま

して、先ほどそういうカニの話もあったんですけれども、もうちょっと具体的にどこまで何が協

議が進んでいるのかというのを、水産庁の中では、ご存じなんだと思うんですけれども、社会の

中では余りもうちょっと情報が出てもいいと思います。
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というのは、きのうも生物多様性条約の話をしまして、そういう条約で何か守ろうってなかっ

たから、個別の案件は解決しないということありましたけれども、やはり世界的にこの東の東ア

ジアの漁業とか海域がかなり厳しい状態にあるというのは、海洋環境の国際会議でアジアだけじ

ゃなく、世界出るとき必ず出ます。それで、いろいろなヨーロッパの政府とかＮＧＯとかそうい

うところも東アジアの海どうなっちゃっているのかというので、非常に関心が高くて、西アフリ

カに相当するぐらい非常にその厳しい状態にあるというのが、 近になって情報がヨーロッパに

出てきています。

つまり、欧米で何かいろいろ有名になっていたのは、日本の一部の漁業だったりしたわけです

けれども、もっとすごい問題が東アジアにあってということが、やっと国際的なこういう場でこ

ういう海洋環境の場に出てきたので、その機会をやはりきちんととらえて、日本側の努力という

のは示すと同時に周辺各国も同等に努力はしてほしいということは、同じレベルで不公平じゃな

く、同じレベルでやってほしいということはもっと言っていただいていいと思います。

海洋保護区の話も韓国、中国では、イエローシーをめぐる特に沿岸ですけれども、いろいろな

干潟の開発とかあったことから、韓国、中国の海洋保護区のネットワークというのはできてきま

した。これは日本の企業がその形成を支援してきました。

一方で日本はどうするんですかというのを、ここ近年聞かれていまして、ことしは、韓国のチ

ェジュで自然保護会議があり、水産庁の生態系保全室のほうからご出席もされていましたし、マ

グロのセッションもありました。そういうときにもっとやはりそういう場でどんどん日本の努力

を、公平は求める。つまり向こうをやめるというのができないんだったら、こちらの努力と同じ

ぐらいのことはやってほしいということをもっともっと言わないと、先方の世論の中でもほとん

ど出てきません。

だからそれはずっときのう、きょうと続けて言いますけれども、もう全くの発信不足です。そ

のやっとＮＧＯや研究者が東アジアの海こんなことになっているということを言って、ことしの

９月に香港で持続可能な漁業がどうなるのかというフードショーがあったときに、やはり世界の

人がこんなことになっているというのを、驚いたわけです。

ですから、今まで自分たちの身を削れるところは徹底してやってきたと思いますので、それは

世論を身につけてください。これは漁業じゃなくて、海ごみについては、余りに日本海と東シナ

海の沿岸に海外のごみがひどいので、一般市民も怒って、それでいろいろメディアに出た結果、

先方の政府が漁業者を教育するようなプログラムをつくって、そういうことをやる。他国に迷惑

かけますというのを自国の政策の中で、自分の漁民を教育するということをされているわけです
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ね。だから、私はやはりそういうふうな場をもうすべてをつくしてやらないと、もう共倒れにな

ってしまうと思います。

もう１個細かい話で一転して恐縮なんですが、アカムツの話ですけれども、アカムツ多分2012

年はもっと悲惨な数字が出てくると思います。これアカムツとか、それから対馬の西海域の特に

海溝のあたりの、もう本当モラトリアムにしない限りは、アカムツ、アンコウ、その他魚類とい

うのが絶滅しちゃうんじゃないかというぐらい、悲惨です。

それをやはり今さっきも申し上げたその日韓とか中国の枠組みの中で、だれがやはりそういう

本当に赤信号になったのをモラトリアムをかけてでもやるという意思を示すのかというのは、こ

この、特にきょう、ご説明あったあたりは本当に重要です。

当然大臣許可漁業の方々きょう来られていて、そういう禁漁が進むと心配だということとかも

十分伺っております。それから、すごい努力をされているのもずっと資料の中で見ています。そ

こをやはりここは本当にただずるずる共倒れるか、本当に決断するかの瀬戸際に来ておりますの

で、大臣許可漁業の方々も心配されて、どんどん大変だし、大中の中でもその会社つぶれそうな

ところとかもふえているので、いま一歩の本当の努力をお願いしたいと思います。

タイミングは、韓国の大統領選挙です。それは、大統領選挙では海洋をどうするかということ

は争点になっていますから、これを漁業資源がもう枯渇して沿岸地域はだめになるかどうかとい

うのは、やはり日本も政変いろいろありますけれども、そういう機会をとらえて、きちんと先方

に言ってもらえば、ちゃんと努力をしてきたのも伺いましたけれども、やはり新しいフェーズで

どんどん国際世論も身につけながら、頑張っていただきたいと思います。長くなってすみません

でした。

○橋本会長

ありがとうございました。清野委員からは、前回の部会等の場でもご意見があったとおり、日

本側の努力を伝えて、同じ努力をほかの国にも求めるようなことが 終的にはこの資源の回復の

ために、国際的に絶対必要であるというご趣旨だと思いますので、何かこれに関してコメントが

水産庁のほうではどうでしょうか。

これは国際的な交渉のお話もございますし、部長も来られておりますが、関係の部局に伝える

とともに、広域の漁場委員の中でそういうご意見もあったということで要望としてお聞きおきし

ておくということで。

資源管理部長が到着されましたので、一言ごあいさつをいただいて、もし、コメントがあれば、

そのごあいさつ含めてでも構いませんので。
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○須藤部長

きょう、おくれてまいりまして申しわけございません。きょう、六本木で台湾との重要交渉を

事務レベルのものですが、準備会合をするということで、大臣にご説明を中間報告等していまし

たので、それでおくれました。申しわけございませんでした。

きょうは、日本海の北部、西部、九州の西部につきましてのご議論の後、本会合ということで、

ご審議賜りまして、皆さん非常にハードスケジュールで多くの議題をご審議いただいております。

大変ありがとうございます。日ごろ資源管理と漁業調整の課題につきまして、ご協力、皆さん方

のご意見をいただきながら、進めさせていただいております。大変ありがとうございます。

ただいまのご議論、まさにコメントというのは非常にしにくい議論でありまして、恐らく確か

におっしゃるとおりで、日本海の暫定水域があるところと、それからそれ以上に非常に問題なの

は、東シナ海ですね。そこの中国船の乱獲ぶりは非常に激しくて、これをどういうふうに解決す

るのかというのは大きい課題なんです。これは十数年前より、日中、日韓の協定ができたときか

ら、議論も続けておりますが、なかなか枠組みが非常に暫定水域が入っているという点で、なか

なか前に行っておりません。

おっしゃるようなところは、本当に全体的な意味で発信をしながら、全体的な枠組みとして、

声を上げていかないといけない状況になっているのは本当に痛感しておりますし、例えばごみの

問題も十数年前に私も交渉をやっていたときに韓国に予算措置をつけろと言ってやっとスタート

したという経緯もあります。交渉の中ではそういうことをやっていましたけれども、全体の枠組

みの中でそれが大きい動きになるかどうかというのは、もう少し掘り下げていかなきゃいけない

状況なのは確かでございます。

そういうところを踏まえて、皆様方いろいろな形で、ご意見賜って、それが周りのいろいろな

方々のご協力を得る形でやっていかないと、相手は非常に大きい国ですし、特に中国は。それと

韓国は大統領選挙、実は私の認識では大統領選挙があったから、動くというほど生易しい国では

ございません。そういうところと相手にしているときには、本当に世界の声と日本の中の声とそ

れぞれ同じような方向性で向かっていかないと、難しいのかなと思いますので、引き続きよろし

くお願いいたします。

そういうようなことで、今のコメントについてはそうでございますが、それ以外のコメントも

ぜひきょうの場におきまして、皆様方のご知見をいただきながら私どもの資源管理、漁業調整を

進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○橋本会長
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それでは、ほかにこの２そうびきに関連して何か質問等ご意見等ございますでしょうか。もし

なければ時間の関係もございますので、次の議題に移りたいと思いますがよろしゅうございます

か。

それでは、議題の５番目になると思いますが、太平洋クロマグロの広域資源管理の取組状況に

ついての議題に移りたいと思います。なお、この質疑応答につきましては、先ほどと同様に資源

状況の話、それから資源管理状況の話、この２つの説明が終了したあとでまとめて、行いたいと

思います。

初にこの太平洋クロマグロの資源状況につきまして、独立行政法人水産総合研究センター、

今は遠洋水産研究所と言わないで、国際水産資源研究所、クロマグロ資源部のクロマグロ資源グ

ループ長、竹内グループ長のほうから説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○竹内グループ長

ただいまご紹介にあずかりました国際水産資源研究所、昨年の９月から遠洋水産研究所から国

際水産資源研究所に名前が変わっておりますけれども、こちらのほうのクロマグロ資源部、クロ

マグロ資源グループのグループ長をやっております。それでは、説明のほうを座ってさせていた

だきます。

太平洋クロマグロなんですけれども、こちらのほうを漁業にかかわっている国が日本だけでは

なく、米国、メキシコ、台湾、韓国、それから一部南半球の国も入っておりますけれども、そう

いった国が漁獲しておりますので、資源評価に関しては、ＩＳＣ、北太平洋におけるマグロ類及

びマグロ類似種に関する国際科学委員会というこういった国際的な枠組みで資源評価を行ってお

ります。それから、資源管理に関していいますと、ＷＣＰＦＣ、こちら中西部太平洋のほうです。

それから、東部太平洋アメリカ側のほうは、ＩＡＴＴＣ、こういった２つのＲＦＭＯが資源管理

のほうの国際的な枠ぐみとなっております。

近の漁獲なんですけれども、ここ10年は平均で２万トン強ぐらい、多い年でいきますと３万

トンぐらいの漁獲を記録している年もありました。この２年ですね、資料６－１に基づいて今説

明させていただいておりますけれども、こちらのほうの資料でいきますと、その2010年の漁獲の

ほうは、１万7,000トンとなっておりますけれども、こちらのほうの統計のほうが整理されたの

は、昨年の７月時点でして、この後各国、それから日本国内の沿岸漁業も含めて、そういったと

ころの統計が更新されてきておりまして、現在では2010年が２万トン強、それから2011年ですね、

こちらのほうは２万トンを若干割る程度１万9,600トン程度ということになっております。

過去にさかのぼりますと、裏側のページに過去の漁獲量、1952年からの漁獲量がありますけれ
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ども、 大でいきますと、４万トンという数字も記録しております。ただ、逆に漁獲が少ない年

というのもありまして、一番 小でいきますと１万トン切ったこともあります。これほどクロマ

グロに関しては、漁獲の変動が大きい資源になっております。

それから、漁獲対象となるような年齢ですけれども、これに関しても、この１ページ目の一番

上のところに、それこそ大間ですとかそういったところで見られるような体長が250センチ程度

の非常に大きなクロマグロ、それから、逆に養殖種苗の漁獲対象として、夏場に太平洋岸ですと

か、それからちょうど今ぐらいの時期に日本海、隠岐あたりを中心にして、ひき縄で漁獲されて

おります20センチ、これですと、体重でいきますと、200グラムから300グラムになります。こう

いったものまで非常に幅広く漁獲対象となっております。

寿命も、これだけ大きくなる魚ですから、比較的長くて国際水研を含めた水産総合研究センタ

ーでは、クロマグロの耳石のほうをこの何年か集中的に集めておりまして、そちらのほうから年

齢、成長のほうを調べておりますけれども、そちらの中で出てきております 高齢が26歳という

ものが出ております。

それから、産卵場ですけれども、これは台湾南方から南西諸島周辺、それから日本海のほうに

なります。一昨日、水産庁のほうからプレスリリースがなされたと思いますけれども、この数年

来集中的に産卵場の調査を行っておりまして、そちらの中でも日本海、それから南西諸島水域で

のその産卵場の広がりというものがだんだんわかってきている状況にあります。過去でいきます

と、さらに例えば小笠原のほうですね、このあたりでまき網でクロマグロが巻かれたときに、産

卵していたというような報告もありますので、クロマグロの産卵場というのは、かなりいろいろ

産卵に適する場所というのはいろいろあるんだというふうに思われます。ただ、年変動も非常に

大きいようで、日本海でも、これ日本海で全域というわけではなくて、年によって産卵している

場所というのも移動しているやに思われます。

それで、資源の状況のほうに入らせていただきたいんですけれども、クロマグロの資源評価に

関しては、これはいわゆる統合モデルと言われる資源評価モデルで資源評価を行っております。

早速結果のほうの説明をさせていただきたいんですけれども、一番２ページ目の下のほうです

ね、こちらのほうに左側が産卵親魚の過去50年以上の動向推移、それから右側に加入量のほうの

推移を示しております。近年この資源評価、これは 新の資源評価が2010年の７月に行われたも

のですけれども、この時点での 新年これが2008年ですけれども、2008年時点では資源は過去資

源評価の対象としております期間の中での中間的な水準にあるというふうにＩＳＣの中で結論づ

けられました。
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一方で加入のほうですね、こちらのほうは、資源量の親魚量の変動に比べて、余り、加入量自

体の変動というのは、大きいんですけれども、ただ親魚量の増減に対して余り加入量の変動とい

うものが対応していないというようなことも資源評価の中では言われております。

近年のところの資源の動向なんですけれども、一つＩＳＣで強調されているのは、若齢魚の漁

獲圧の高さ、特にゼロ歳から３歳程度までのところの漁獲圧の高さというものが指摘されており

ます。近年そういった若齢魚のところの漁獲圧が増加しているということが指摘されております

けれども、 新年、この時点では2004年から2006年を 新年にとっておりますけれども、この時

点での漁獲圧が今後続いた場合には、親魚量は歴史的な中間レベルから徐々に減少していって、

過去 低水準に近いところまで減少するのではないかということが、ＩＳＣでは結論づけられて

おります。

それで、先ほど 新の資源評価は2010年７月というふうに申しました。現在の時点は2012年に

なっております。この2010年以降、特に資源評価で取り扱っているデータでいきますと、2008年

ですから、もう４年前になっておりますけれども、これ以降で見ていきますと、本年の７月に札

幌でＩＳＣの本会議が行われまして、その際に資源評価まではいきませんでしたけれども、資源

状態に関して議論が行われました。

そこでの議論というのは、一つは、はえ縄、特に南西諸島水域の産卵場でのはえ縄のＣＰＵＥ

の急速な連続的な減少、それから、将来予測を先ほども紹介しましたとおりで、将来予測に基づ

くと、漁獲圧が高い状態が続いた場合には、資源は過去 低水準に、親魚量ですね、過去 低水

準に近づくであろうというようなところから、かなり危機感というのは持たれております。です

ので、ここでは資源水準というのは中位、それから資源動向というのは、減少となっております

けれども、実際それから４年たったところで見ていきますと、中位から下位にどんどん移ってき

ているというような状況だと思われます。

それから、先ほど資源管理に関しては、国際的な枠組みとしてはＷＣＰＦＣ、それからＩＡＴ

ＴＣ２つがあるというふうに申しますけれども、ＷＣＰＦＣに関していえば、2010年の12月に保

存管理措置が採択されて、2011年から効力を発揮しております。それからＩＡＴＴＣに関しては、

2012年の６月に同じく管理措置というものが合意されまして、本年からそちらのほうの効力が発

揮されております。

私のほうからは以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。次の説明の太平洋クロマグロの広域資源管理の状況についての話は、
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プロジェクターを使用してやられるそうですので、若干準備をいたしますので、ちょっとお待ち

ください。

○梶脇課長補佐

水産庁漁業調整課の梶脇でございます。私のほうから、太平洋クロマグロの広域資源管理の取

組状況につきまして、皆様にご説明をしたいと思います。資料番号は右肩に６－２と書いてござ

います。同じものをプロジェクターを使って説明をしたいと思います。

プロジェクターが見えないようですのでお手元の資料のほうで説明させていただきます。 新

鋭の機器もこの場では通用しないということがわかりました。

それでは、皆さん改めまして、仕切り直しをしたいと思います。まず、２ページ目をお開きく

ださい。これまでもこの広域漁業調整委員会の中で、丁寧に説明をさせてもらってきました。日

本周辺の太平洋のクロマグロの管理の方針でございますが、ことしの４月に通称まぐろ法と呼ん

でおりますが、長い名前でまぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法という法律がご

ざいますが、この基本方針、この法律に基づく基本方針をこの４月に変更いたしまして、この中

に特にクロマグロの未成魚、通称小型のマグロ、ヨコワですとか、メジとかというふうに呼んで

おりますけれども、未成魚の漁獲を抑制削減するというような基本的な方針を書き込み、そして

親魚資源の持続的利用が図られるように、国は積極的な措置を講ずるということを明記させてい

ただきました。上側の箱のとおりでございます。

そして、そのための具体的な施策としましては、特に 近養殖生産量、天然種苗を使う、ヨコ

ワを使うクロマグロの養殖が報道でも見られますように、非常に急速に増産しているということ

で、養殖生産量のデータ収集をしっかりとると。やるということと、それから養殖業の実際の漁

業者ですとか、養殖場のほうの状況を把握するというようなことを国の方針として位置づけてお

ります。実はその方針の約２年前の５月にこういった方針をさらに細かくしたものを発表をいた

しておりましたけれども、法律に基づく基本方針として、位置づけましたのは、４月に位置づけ

たということになっております。

したがって、方針のもとで、前後が逆になっておりますけれども、この方針のもとでちょうど

22年の５月に発表いたしました太平洋クロマグロの管理強化についての対応というのは、その細

部の対策をこの中で決めているものというような位置づけになってございます。

次のページに移ります。３ページでございます。沿岸漁業の管理強化ということで、この委員

会の皆様方のご理解とご協力を得て、沿岸のひき縄漁業などの自由漁業についての届け出制を、

23年の４月と書いていますが、ここはタイプのミスでございまして、23年の７月から順次実施を
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しております。一番、 初先頭を走っていただきましたのは、この日本海・九州西の広域漁業調

整委員会の指示でございます。これも23年７月から実施しました。そしてことしの７月から太平

洋、瀬戸内海もすべてこの指示を入れていただきまして、日本全体で沿岸のひき縄等の自由漁業

がすべてこの委員会に基づく届け出制ということになっております。届け出をしていただき、そ

してその中で漁獲実績の報告を義務づけいたしまして、皆様方に提出していただくというような

取り組みをさせていただいております。定置につきましては、もう前回説明したとおりですので、

説明を省略いたします。

その結果、ひき縄漁業等の届け出の状況でございますが、ことしの７月末の状況ですけれども、

全体で実績数届け出といたしましては、表のほうにありますが、１万1,615隻ということになっ

ておりまして、トップは長崎と、そして次に高知、和歌山、三重というような県が続いておりま

す。漁法的に見て見ますと、やはりひき縄が全体に占める割合が過半数以上ということで、約8,

000隻がひき縄漁船によるものと。その他に釣りというような漁法がございます。これが届け出

をした初年度の今の現状となってございます。

次に、これから今管理強化の取り組みをまだスタートさせたばかりですけれども、その資源管

理の強化を進めるに当たっての課題なり、今後の対応としてどういうことが考えられるかという

ことについて、簡単にまとめたものが資料の４ページでございます。クロマグロについては、太

平洋クロマグロにつきましては、やはり日本は 大の漁業国であり、かつ消費国であるというこ

とで、日本がリーダーシップを発揮しながら、資源管理に取り組むということが大きな基本方針

だというふうに思います。

その中で、中ほどに書いてありますけれども、未成魚の漁獲、ヨコワの漁獲抑制削減をしてい

くということと、卵を産まなければ資源がふえないわけですから、親魚の量をしっかり変動幅の

中におさめながら、過去の 低水準を下回らないように親魚をとりつくさないようにしていこう

と、ヨコワについても３年あるいは５年待てば、親になるということで、いかにとり残しをして

いくのかということをやっていくのがこの管理の基本であるというふうに整理されております。

科学委員会ということで、大体３年に１回ぐらいの頻度で国際的な科学委員会の中で、クロマ

グロの資源評価が行われます。ことしにつきましても、本来７月に資源評価が約３年ぶりの資源

評価が出るはずでしたけれども、継続審議ということで、つい先立ってまで11月にハワイのほう

で継続審議が引き続き行われまして、その中で先ほど竹内さんのほうからお話がありましたけれ

ども、クロマグロの作業、資源評価の作業をしておりまして、ことしの12月年内には資源評価が

公表される見込みというふうに聞いております。



- 33 -

資源評価の結果を受けて、現状を分析をしながら、今後の対応策を走りながらまた考えていく

ということになるわけですけれども、沿岸・沖合・養殖・国際対応ということで、４つの箱がご

ざいます。沿岸につきましては、スタートさせた届け出をしっかりやっていくということでござ

います。そして届け出漁船を、届け出漁船の中から養殖用稚魚に従事する船が約2,400隻ござい

ます。届け出をしていない船から、稚魚を買うようなことはできるだけしたくないというような

声が大手の企業のほうからも起こっておりますので、できるだけ稚魚の供給についても、透明性

を高めるような対策が必要なのではないかというふうに思っておりますが、これにつきましては、

また皆様に改めて次回以降の委員会の場の中で、ご審議をしていただきながら、対応を検討して

まいりたいというふうに思います。

沖合漁業につきましては、本当に努力をしていただきまして、漁獲量の削減，特に九州のまき

網の方々、あるいは山陰のまき網の方々、全体で約26％の削減ということに取り組んでいただい

ております。そして境港の親魚とっておられる夏場の漁獲についても13％の削減ということで、

沿岸につきましては届け出のみの今対応でございますが、沖合については、血のにじむような思

いで、ヨコワの削減をやっていただいているというような今現状にございます。

養殖につきましては、あとで少し掘り下げて説明しますけれども、今、水産庁のホームページ

の中にすべての漁場のリストアップ、ラインナップが公開されております。136の漁場というこ

とで養殖業者の名前、そして養殖場の位置なども含めて、すべてオープンにしておりますけれど

も、今の養殖場が現状以上に増えないような対応をとってもらうような方針を既に各都道府県知

事に通知をいたしております。

そして一方で天然種苗を使った養殖場の数は、抑制をしていくという方針はございますが、近

畿大学に見られるように完全養殖の人工種苗を商ベースで取引されるようになっておりますので、

天然種苗の抑制との裏腹の中で、人工稚魚の漁場については、これはしっかり人工種苗の漁場で

あるということを明記した上で、都道府県知事が適切に漁業権の管理をやっていくというような

方針を去る６月８日付の水産庁長官通知で通知を都道府県知事に対してさせていただいておりま

す。

国際対応につきましては、ちょうど来週からＷＣＰＦＣということで、フィリピンで中西部の

マグロ類の委員会が開催されます。そしてまた東側につきましては、太平洋の東側、特にカリフ

ォルニア沖につきましては、ＩＡＴＴＣという委員会の中で管理がされております。太平洋を２

つの国際管理機関が一緒に協力しながらやっているわけでございまして、その中で、日本周辺で

しっかり取り組んだことが結果としてメキシコに回遊した資源が先取りされて、日本の管理がそ
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こが効果が減殺されるということにならないような対応を検討していかなきゃいけないというふ

うに考えております。そういった検討する場というのは、やはり国際的な枠組みの中ということ

で、ＷＣＰＦＣの会合の中で検討していくということでございます。

後のページですけれども、クロマグロの養殖の管理協会に関する大臣指示ということで、ち

ょうど今週の月曜日の日本経済新聞の社説にも出ておりましたし、かなりいろいろな報道がされ

ましたので、九州の方々は特にこの報道を目にすることは多かったんだろうというふうに思いま

す。

ことしの10月26日、先月ですけれども、農林水産大臣指示を全国の都道府県知事に対して出さ

せていただきました。この指示の内容につきましては、一言で申しますと、来年９月１日に漁業

権の切り替えが予定されておりますが、切り替えを待たずに期中であっても、10月26日以降天然

種苗を活け込みのための漁場の新たな設定を当面の間行ってはならないという大臣指示でござい

ます。さらに、生けすの規模拡大によって、全体の天然種苗の活け込み尾数が増えるようなこと

もやってはならないと。つまり現状維持を大臣指示の形で担保をとったということになっており

ます。

これはどういうことかといいますと、ちょうど６月８日付で来年の漁業権の切り替えに向けて

の水産庁の長官通知を都道府県知事に出させていただきました。都道府県の漁業権の免許は平成

12年から自治事務に変わっております。その中で、天然種苗の生け込み増加につながる新たな漁

場設定は慎重に対処してほしいと、説明会の場では現状維持が原則なんだということを再々お願

いをしてきましたけれども、この水産庁長官の技術的助言の中でなかなか管理の徹底ですとか、

関係県の公平性を確保するということの観点に立つと全体として統一的な強制力のある指示のほ

うが透明性が高いという判断に立ちまして、この一月前ですけれども、大臣指示を強制力を持っ

て出させていただくということで処理を図りました。

したがいまして、今の養殖場136の養殖場を基本としながら、今後クロマグロの養殖につきま

しては、健全な形で振興していただくように、体制を整えることができたというふうに整理をし

てございます。一応かいつまんで今の広域的な取り組みの状況を説明させていただきましたが、

別途クロマグロの資源管理については、全国の関係者が大変多うございますので、１年に１度は

必ず全国会議を今やっております。ことしは８月29日に三田の共用会議所で行いまして、総勢33

0名余りの方々が全国から出席していただいておりますし、資料についても水産庁のホームペー

ジにはすべて公開をしておりますし、議事録も公開をしておりますので、どうかそういう資料の

ほうもご参考に見ていただきますと、さらに理解は進めていただけるというふうに思っておりま
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す。よろしくお願いします。

○橋本会長

ありがとうございました。この資源状況の話と今スライドを使って行われた広域資源管理の状

況についてでございますが、これは引き続き、広域の漁調委の委員会指示の話は決定事項なので、

ここまでで一応切って、まず、ご質問ご意見等いただいた上で、委員会指示のほうの話に移した

いと思います。

野村委員、どうぞ。

○野村委員

私たちは２年前からそういう国の管理対策といいますか、そういうのに基づいて経営が厳しい

中でも、こうやってクロマグロの漁獲制限を守ってきました。今、梶脇さんから言われたように

その努力は認められて嬉しく思っておるところでございます。

ただ、先ほど竹内さんのほうから、今後のクロマグロの将来の資源のちょっと危惧するような

話がございましたが、我々も経営をこれだけ厳しい状況下に置かれておりますので、これ以上規

制が厳しくならないように、また先ほど自分たちがここでヨコワをとり控えても、果たして親と

なって戻ってくるのかどうか。これもまたわからないわけなんです。それで、国際的に納得のい

くそういう管理、これを早くやってほしい。そういうふうに思うところでございます。

それから、あと１点なんですが、ついでに先ほど須藤資源管理部長さんのほうから、東シナ海

の乱獲について、大変大きな問題というお話がございましたが、きのう、きょうとこの会議に出

させていただいて、きょうほど国際的ないろいろな問題が出てきたのは初めてでございます。皆

さんそれぞれ各地区地区でこういう問題があるんだろうと思います。こういう東シナ海の資源を

枯渇させないように枯渇してしまったら元も子もないんです。そういう意味で水産庁初め、中国、

韓国、台湾、皆さんがこぞって資源管理に取り組むように一生懸命努力していただきたいと思い

ます。

以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。マグロの話につきましては、ほかに何かご意見等はございませんか。

大久保さん。

○大久保委員

今、私が言いたいことは梶脇さんがみんな言われて、本当に何もしっかりした資源管理をされ

ているなと感心しております。ただ、２点だけ言いたいのは、平成21年まで冷水が北海道から日
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本海沿岸を南下してくる中で、22年度から23年、24年度と水温が地球温暖化で急激に高くなって、

冷水の南下が遅れ、韓国寄りに南下しているんですよ。それで、今でもスルメイカがすごく韓国

ばかりとれ、マグロはどうしても餌を追って、回遊しますので、その中でマグロ等も随分韓国に

行っていると思うんですよ。冷水が韓国から対馬海峡に入ったら即マグロとかイカとかとれるわ

けですよ。そういう状況の中で今後は韓国の方にマグロやイカが回遊していきます。

それで１点だけ韓国に資源管理をしっかりしてもらうと。それともう一つは養殖の稚魚、稚魚

を養殖で天然の養殖の地魚をとるので、今我々のうちの組合でも、この過去５年間随分10キロ前

後のマグロの水揚げが急激に減ったわけです。それでマグロの養殖のためだけじゃないと思いま

す。水温の関係上もあろうと思うんです。そういう中で、国の完全養殖を急いでやってもらうこ

とをしてもらいたいと。

この２点をどうかよろしくお願いいたします。

○橋本会長

ありがとうございました。この日本海の水域においてマグロの管理をさらに日本側がこれだけ

やっていることについても、ほかの特に韓国にも資源管理を十分にやるようなことを伝えてほし

いという点と、それから養殖につきまして、近畿大学のような完全養殖からくる人工種苗ですね、

それによる完全養殖というほうにも力を注いでいけるようにしてほしいというご意見でございま

した。

何かご説明が、梶脇補佐。

○梶脇課長補佐

大久保組合長のほうからございました韓国の対策につきまして、そしてまた完全養殖のお話に

ついて若干説明します。

韓国につきましては、今年とても韓国水域の中に漁場が形成されたということで、昨年１年間

の大体漁獲量が500トンから600トンの範囲でそのほとんどが日本に輸入されております。上場さ

れる魚市場は福岡の中央卸売市場ということで、韓国のヨコワのほとんどすべてが日本に輸入さ

れています。今年、数量が私の記憶ですと1,353トンというのが先週までの状況ということで、

それこそ３倍とまでは言いませんが、2.5倍ぐらいのことし急激な獲れ高と日本への輸出があっ

たということになっています。

これらについては、大変危惧しておりまして、８月に水産庁のほうから、韓国政府のほうに対

して、漁獲を抑制してほしいということを外交ルートで水産庁のほうから韓国側のほうに申し入

れを行っております。また、さらに国内の卸売市場、それから輸入業者、買参人の方々に対して
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も、これ以上韓国からのヨコワを買わないような対応をしてほしいということで、輸入の自粛を

求めるような書簡も水産庁のほうから発出させてもらっております。

なかなか輸入制限ということを水産庁単独で国際ルールのない中で、やっていくということに

ついては限界がありますが、今、そうはいっても手をこまねいてはいられませんから、やれる対

策をしっかり関係者の日本側の関係省の皆様の協力のもとで、やっていきたいというふうに思っ

ています。

それから、完全養殖につきましては、先ほどの資料の２ページ目にもありますが、22年５月11

日に発表した太平洋クロマグロの管理強化の方針の中の一番下に調査研究の強化というのが謳わ

れています。この中に完全養殖に向けた対応を国として力を入れていくということは、書かれて

います。

先週ちょうど３連休も近畿大学のシンポジウムが串本であって、宮原次長と同席をさせていた

だきましたけれども、人工種苗に対する今各社の思いというのは、相当高まってきておりますし、

そこに人員と予算を集中投下するような機運は相当高まっているというふうに肌で受けとめてい

ます。

国のほうも、これは熊谷課長のほうが詳しいんですが、ちょうど国の西海区水産研究所、長崎

の市内にございますが、独立行政法人の西海区水産研究所のほうに人工種苗に対する技術、特に

安定採卵とそれから育種について、近畿大学とジョイントをしながら、さらに商ベースで人工種

苗の技術が高まるような対策をということで、陸上に20メートルの親魚養成用のいけすを設置を

して、陸上に親魚を上げて、そして温度管理をやりながら、安定採卵をやっていくというような

プロジェクトがことしから始まりつつございますので、大久保組合長のそういう要請につきまし

ても、一つ一つですが、十分ではありませんが、一つ一つ対応していっているという今の現状を

お伝えしたいと思います。

○橋本会長

ありがとうございました。ほかに何かご意見、ご質問でも構いませんが。

はい、清野委員どうぞ。

○清野委員

今、福岡魚市場の話が出まして、やはり九州の消費者の人も、これはやはり何か 近おかしい

んじゃないかというようなことがだんだん漏れ聞こえてというか、理解が進んできました。だか

ら、今ご指摘いただいたこれだけ皆さん苦労されている中で、何かそういうものを買っている消

費者の責任というのもあるので、まずはちょっと私の大学のある足元のほうからそういうことへ
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の理解をふやすのと、ヨコワだけじゃなくて、アマダイのちっちゃいやつとか、これはどうかと

いうのをだんだん消費者とお店のほうもリテラシーが上がってきたので、少しずつやはり一連の

漁業者だけじゃない協力の中で、消費者の改善もしたいと思っています。

だから、ぜひまたそういうこともメディアの方とか、あとそういう関係にいろいろな九調の方

がお話をしてくださるとか、何かぜひちょっとまず福岡改善したいと思いますので、いろいろ行

政の、漁業者の皆さんには消費者を代表して本当にすみません、ちょっと福岡いろいろ問題ある

と思って。

○橋本会長

ありがとうございました。また、引き続き清野委員もその地元のほうで消費者に対する発信と

か、機会をとらえて協力願えればというふうに思いますのでよろしくお願いします。

マグロについては、ほかの魚種に比べれば消費者いろいろなところで、ニュースとかそういう

のでもされるようになって、消費者の関心ももちろん高い魚種でございますから、さらにこうい

う日本の漁業者が苦労している点、それを同列の中でほかの関係する太平洋を挟んで、非常に広

域に国際責任も関係する資源でございますので、外国に対してもその日本の漁業者の苦労してい

る点を共有するような形で、この国際社会としてこの資源を守っていくという枠組みがどんどん

進んでいくようなことが期待されるというふうに思っています。ほかにこのクロマグロの資源、

あるいはこの管理の状況についてよろしいですか。

もしよろしければ、ちょっとこのクロマグロに関しまして、先ほど届け出の実績の話が梶脇補

佐のほうからございましたが、その広域の漁調委として指示を出している点をまた新たに出しな

おすということが議題としてありますので、ちょっと議題が前後いたしますが、次第では議題７

になっていると思いますが、沿岸クロマグロ漁業に関する広域漁業調整委員会の指示についてと

いうことをクロマグロの一連の議事として、説明をしたいと思います。

梶脇補佐よろしくお願いします。

○梶脇課長補佐

それでは、引き続きまして、私のほうから説明させてもらいます。お手元の資料番号右肩に７

－１と７－２がございます。７－１につきましては、皆さん方は、また自県に帰られた際に、コ

ンパクトに説明するものとしてお使いいただけたらというふうに思っております。私のほうの説

明は、７－２でご説明させてもらいます。

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第三十二号ということで、きょう、皆さんにご審議賜

りたいというふうに考えております。この指示につきましては、実は23年の３月３日に、今から
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ちょうど約１年半ぐらい前に届け出制を施行する際に、出した指示と基本的にというか、中身、

内容的には全く同じでございます。

年度、前回は７月、先ほどの説明のとおり、７月のスタートだったということで、初夏からの

スタートでした。全体のクロマグロの管理を進める上で、委員会指示を単年度ごとに出すという

のが基本的な姿ということでございますので、この25年からの措置につきましては、基本的には

１月から12月の単年度の委員会指示ということで、毎年皆様方にお諮りをしながら、処理をして

いきたいというふうに考えている次第でございます。変わった点だけ、お話をいたします。

中身は変わっておりませんので、変わった点は２番の届け出のところでございます。先ほど言

いましたように25年の１月１日から25年の12月31日までの間において、日本海・九州西で沿岸ク

ロマグロ漁業を営もうとする者は、届け出をしてほしいということになります。いつまでにか、

いつまでに届けするのかということが３行目に書かれておりますが、ことしの仕事納めの28日ま

でということで、お願いをしたいと思っています。

ただ、これにつきましても、基本的にはそうなんですけれども、制度を動かしてみて、１年目

で起こったことというのは、都会から戻ってきて、Ｕターンをしてきて、届け出をしてやりたい

というようなことが期中においても起こります。その場合は、ご相談をいただきながら、対応さ

せていただいております。むしろ漁協の方々、あるいは県庁の方々からすると、申請が届け出が

ばらばらに出てくると、事務処理上困るので、どこかの期限を切って届け出をさせてほしいとい

うことで、設けているものですので、何も日にちがずれたからといって、それで一切１年待たな

ければ届け出ができないというようなことで、運用はしておりませんので、その点ご留意をいた

だきたいというふうに思います。

その点が変わっただけでございまして、あとの仕組みは、全く前回お出しをした内容と同じで

ございますので、説明は省略させていただきます。質問に答える形で処理をしたいと思います。

以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。議題７の沿岸クロマグロ漁業に関する広域漁業調整委員会指示、届

け出の更新といいますか、来年平成25年のカレンダーイヤーに営む沿岸のクロマグロ漁業につい

ては、本年の御用納めの日までに届けるという委員会指示を発出したいとこういうことでござい

ました。何かご質問等ございますでしょうか。

内容は変わっておらずに、その期間と届け出の期間を指示するということでございます。よろ

しいですか。
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それでは、漁業法の第68条に基づくこの広域漁業調整委員会の指示といたしまして、日本海・

九州西広域漁業調整委員会指示第三十二号ということですが、これを発出するということと決定

してよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○橋本会長

よろしいということですので、また、あわせまして、今後のこの事務手続上の部分的な修正、

文言の修正等につきましては、私にご一任いただいてよろしいでしょうか。

ありがとうございます。それでは、事務局はこの委員会の指示についての発出についての事務

を手続を進めてもらうようお願いいたします。

それから、議事次第では前後いたしましたが、一つ、次第では議題の６になっていると思いま

すが、部会における広域資源管理の取組状況についての部会で検討を審議された事項についての

報告をお願いしたいと思います。

○事務局（鏑木）

それでは、特段資料は用意してございません。資料１－２の先ほどご説明しました紙があるか

と思います。日本海の北部会におきましては、スケトウダラの日本海北部系群、それから日本海

北部マガレイ、ハタハタの２つのグループにつきまして、広域の資源管理を引き続き取り組んで

いるということでございまして、両方とも資源回復計画の内容を後退させない形で引き継ぐとい

うことで、取り組んでまいるということでございます。

それから、同じく日本海の西部会、こちらのほうでは、アカガレイとズワイガニについての取

り組みが引き続き行われております。これも、回復計画からのを引き継いで、同じことを同じよ

うに措置をとっていくということでございまして、このアカガレイ、ズワイガニのことに関しま

しては、後ほどお話が出ますが、フロンティアの漁場整備事業といったことともかかわりまして、

先ほどの国際化の問題といったことも配慮しながら、広域の資源管理を進めていくべきというご

意見をいただいております。

それから、本日の午前中に有明海のガザミ、それから九州・山口北西海区のトラフグ、それか

ら南西諸島のマチ類という、これらにつきまして、ご審議をいただきました。これらにつきまし

ても、あれなんですけれども、回復計画からの取り組みを引き続きやっていくということになっ

ておりましたが、こちらにつきましても、トラフグですとか、マチ類につきましては、やはり近

隣の国とのいろいろな資源管理といったものを意識しながらやっていかなければいけないという

ご指摘をいただいております。
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それから、ガザミとかトラフグにつきまして、これは海砂といいますか、海砂とかそういった

環境問題にもかかわってまいりますので、そういった点で広い視野に立ったいろいろな取り組み

をしてほしいというご要望があったということをご報告させていただきます。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。すみません、議事進行の不手際で若干時間を押しているようでござ

いますが、今の部会で検討している状況の報告についてはよろしいでございますか。

それでは、すみません、追っかけるようですが、その他の 後の事項に入りたいと思います。

資源管理に関するような連絡報告でございますが、初めに資源管理・漁業所得補償対策の実施状

況についてのご報告をしたいと思います。

事務局、鏑木さんですか。

○事務局（鏑木）

それでは、これも簡単にしたいと思います。資料の８をごらんください。この広域調整委員会

の場でもいろいろとご報告をしているんですが、資源管理・漁業所得補償対策という新しい取り

組みの中で、今資源管理を維持しているわけでございます。

１枚めくっていただきますと、都道府県ベース、それから大臣管理漁業の中の各漁業種類ごと

の参加隻数といったようなものの、ことしの４月ですが、状況をまとめたものをつけております。

今回特に資料をおつけしましたのが、その次の４ページ目からなんですが、これも部会あるいは

本会議で今までのところをもちまして、再三お話をしておりますように、今の資源管理という取

り組みがこの資源管理計画という中でいろいろ取り組まれているわけでございます。

各地で、どのような事例があり、それがどのようにこういった漁業所得の向上といいますか、

そういったことに寄与しているかということで事例を幾つか挙げるということをいたしまして、

これをことしの４月の頭に公表いたしまして、今もホームページで見られるようになっておりま

す。ですので、今後、皆様方が資源管理のいろいろな取り組みを推進していく上で、ご参考にし

ていただければということでつけております。この部会の関係では、ベニズワイの例をひかせて

いただいております。

こういった各地の資源管理の取り組みにつきましては、いろいろと当方のほうでも調査といい

ますか、そういうことをかけておりまして、引き続きましていろいろな形でこういった優良事例

とか、取り組みにつきまして、皆様方漁業者の方々にご報告をしていくように努めてまいってお

りますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。資源管理・漁業所得補償対策の優良事例等の資料が示されておりま

すので、またゆっくりとごらんになって各地に戻られたときにそういう参考でお話しいただけれ

ばと思います。

それから、すみません。じゃ引き続きまして、その他の中の来年度、平成25年度の資源管理関

係の概算要求について、お願いいたしたいと思います。簡潔によろしくお願いいたします。

○事務局（鏑木）

それでは、資料９をごらんください。これは、現在要求しております25年度の予算の概算要求

の概要でございます。正直言いまして内容に変更はございません。金額などでは、いろいろ財政

等では、事情がございまして変わっておりますけれども、内容についてはことしと同様な事業を

来年も要求しておるということでございます。

簡単ではございますが、以上です。

○橋本会長

ありがとうございます。来年度概算要求中の内容については、本件については、内容は変更が

ないということでございますので、適宜お目通し願えればというふうに思います。

それでは、 後になりますが、その他の３番目で、国が行う漁場整備事業、フロンティア漁場

整備事業につきまして、報告があるということでございますので、このフロンティア漁場整備事

業について、水産庁整備課、石井上席漁港漁場専門官からご説明をお願いしたいと思います。

○石井上席漁港漁場専門官

整備課の石井でございます。よろしくお願いいたします。座って失礼いたします。資料10に基

づく報告事項でございます。フロンティア漁場整備事業の軽微な変更についてご報告させていた

だきます。

まず、１ページ目でございます。このフロンティア漁場整備事業の簡単な概要でございます。

この事業につきましては、排他的経済水域において、国が資源の回復を促進するための施設整備、

魚礁等の施設整備を資源管理と一体的に行い、それによって水産資源の生産力を向上させるとい

うものでございます。

要件は、２番に書いてあるとおり、排他的経済水域であること、それからＴＡＣまたはＴＡＥ

魚種であること。また、保護措置が講じられている魚種を対象としたものという要件がそろった

場合に、この事業はできるということになっております。現在、日本海西部地区、それから、五
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島西方沖地区で実施させていただいているというものでございます。

２ページ目、開いていただければ幸いでございます。これが日本海西部地区フロンティア漁場

整備事業の概要でございます。総事業費、左の上に書いてございますが、65億円、事業期間は平

成19年から平成26年度でございます。計画規模でございますが、この右に書いてある平面図のよ

うに21群の保護育成礁を、１群は２キロ四方でございます、これを全部で21群整備するというこ

とになっております。この右の平面図でごらんいただきたいんですが、紫色の星印につきまして、

平成24年度本年度中に完成が見込まれている保護育成礁の群でございます。

次のページでございます。３ページでございます。これがきょう報告させていただく軽微な変

更の内容でございます。当初予定しておりました、これは場所がこの３ページの図の赤く丸つい

てございます隠岐北方漁場の第１群と第２群、この保護育成礁の場所でございます。これにつき

まして、当初設置予定を計画していた場所につきまして、海底の凹凸があったということ、それ

から、もう一回関係者の方々と協議させていただいて、若干ずらす必要があるということから、

軽微な変更の範囲内で場所を移動させていただいたというものでございます。そういうことで、

きょう報告に至った次第でございます。これにつきましては、関係漁業者の方々と協議して同意

を得て、本日に至りました。

以上、報告を終わりたいと思います。

○橋本会長

ありがとうございました。ただいまのフロンティア整備事業の漁場整備事業について、何かご

質問、ご意見等はございますでしょうか。よろしいですか。

それでは、議題10のその他でございますが、議事次第の事項については、終了いたしましたが、

ここでその他事項で保科室長のほうから、一言。

○保科室長

すみません。お時間をいただきます。今後のこの委員会の議事に関連することなので、きょう

は情報提供ということでご紹介させていただきます。

実は、ＴＡＣ魚種に関することなんですけれども、現在７魚種をＴＡＣに指定して、数量の管

理をしています。それで具体的にはサンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、サバ類、スルメ

イカ、ズワイガニを今現在やっているんですけれども、それに漁獲量が次ぐような魚種の資源管

理について、水産政策審議会というＴＡＣの数量を決めたりしている国の審議会がこの会議とは

別途あるんですけれども、その中でそういうほかの漁獲量の大きい魚種についても、そういう管

理をしていったらどうかというような議論が先般ありました。
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それでその中には漁獲量が多いものは数量管理したらどうかという意見もあれば、ＴＡＣが万

能というわけでもないから、それは漁業の状況も分析しながら、管理方法を検討していくべきな

んじゃないかと。そういう会議の中で、議論があったということです。

それで、こういう次ぐような魚種というのは、実は、カタクチイワシとか、ホッケとか、ブリ

とか、ウルメイワシとかそういった魚になるんですけれども、これらの魚は、確かに漁獲量は多

いんですけれども、これまで資源も割といい状態が続いてきたということもあって、ご承知のと

おりこういう広域的な資源管理の場でも余り議論はしてこなかった魚種です。

なものですから、審議会でそういう議論もあったので、少し今後この資源管理についても整理

をしていく必要があるかなというふうに思っています。

それで、ちょっと水産庁のほうでそういう検討していきたいという中で、ちょうどこの広域漁

業調整委員会の皆さん、この会議が広域的な資源管理を扱っているということと、それから委員

の皆さん現場の資源管理のさまざまな調整に直接かかわっていらっしゃって、現場の実態に即し

た意見を伺えるかなというふうに考えておりますので、また、今後整理をしていく中で、必要に

応じてご意見を伺っていきたいというふうに思っていますので、その際にはどうぞよろしくお願

いします。

以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。水政審の場で、広域な資源で漁獲量も多いというようなカタクチイ

ワシとかホッケとかブリとか、そういった魚種についても、検討の必要性があるかどうか。広域

の漁調委の議題に上げるような形になるかどうか。今後も必要に応じて水産庁の検討を漁調委の

ほうに報告をいただくということのようでございますが、それでは、今の報告等も含めまして、

本日の議案に全体に関してでも構いませんし、新しく委員になっておられた方もおられますので、

何か 後に一言ご意見、コメントでも感想でも構いませんけれども、何かございませんでしょう

か。

もう大体予定の時間にそろそろ近づきつつありますので。よろしいですか。新しい委員の方た

ちよろしいでしょうか。ちょっと本日はメニューがなかなか多く、そろそろ皆さんお疲れかもし

れませんが、何か 後に一言コメントとかございませんか。よろしいですか。

わかりました。そろそろ切り上げたいということだと思います。

それでは、引き続き次回の広域の漁業調整委員会の開催予定について、事務局から説明願いま

す。鏑木さんお願いします。
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○事務局（鏑木）

長い間のご審議お疲れさまでございます。

次回でございますが、例年どおり来年の２月から３月ごろということを一応考えておりますが、

日時、場所等につきまして、会長、あるいは委員の皆様のご都合を聞きながら、追ってご連絡を

いたしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

○橋本会長

次回の委員会は、例年どおり来年の年度末の２月ないし３月に予定ということでございますが、

日程が決まりましたら、また委員の皆様方にはよろしくご参集をお願いしたいと思います。

それでは、大変長くなりましたが、本日の委員会は、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、議事進行へのご協力、あるいは貴重なご意見

等を賜りまして、まことにありがとうございました。

なお、議事録署名人に指名させていただきました福井県の齊藤洋一委員、それから農林水産大

臣選任委員の野村俊郎委員、このお二方には後日事務局から当委員会の議事録が送付されますの

で、署名の方をよろしくお願いいたします。

それでは、長時間大変ありがとうございました。これをもちまして、第20回日本海・九州西広

域漁業調整委員会を閉会させていただきます。

大変ご苦労さまでございました。

閉 会


