
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海・九州西広域漁業調整委員会 

第２２回日本海西部会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１１月１８日 

水産庁境港漁業調整事務所 

  



日本海・九州西広域漁業調整委員会 第２２回日本海西部会 

 

１．日 時 平成２５年１１月１８日（月）１３：３０～ 

 

２．場 所 航空会館 ７階 大ホール 

      東京都港区新橋１丁目１８番１号 

 

３．出席委員 

 （委 員） 

    志幸 松栄      ／     齊藤 洋一     ／     吉岡 修一 

    生越 日出夫     ／     肥後 和雄     ／     森脇  寛 

    田中  猛      ／     中川 善文     ／     川越 一男 

    橋本 明彦      ／     安成 梛子 

 

 （臨席者） 

日本海・九州西広域漁業調整委員会 委員 福田 靖 

石川海区漁業調整委員会事務局 次長 永井 優 

福井海区漁業調整委員会事務局 書記 瀬戸 久武 

兵庫県但馬水産事務所 専門技術員 水田 章 

兵庫県農政環境部水産課 主査 大野 泰史 

鳥取海区漁業調整委員会事務局 書記 前田 啓助 

島根県農林水産部水産課 主任技師 渡邊 朋英 

長崎県資源管理課 係長 松尾 秀男 

北海道機船漁業協同組合連合会 代表理事専務 柳川 延之 

兵庫県漁業協同組合連合会但馬支所 支所長 塩谷 政人 

兵庫県機船底曳網漁業協会 事務局長 守山 京都 

(一社)全国底曳網漁業連合会 業務課長 筆谷 拓郎 

日本遠洋旋網漁業協同組合企画推進部 係長 末武 大幸 

日本遠洋旋網漁業協同組合企画推進部 係長 新野 耕平 

全国漁業共済組合連合会 課長補佐 大塚 正人 

山陰中央新報社 記者 井上 誉文 

株式会社みなと山口合同新聞社東京支社 記者 木寺 弘和 

株式会社水産経済新聞社 記者 黒田 潤 

独立行政法人水産総合研究センター日本海区水産研究所 資源管理部長 銭谷 弘 

独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究所 資源生産部長 有瀧 真人 

独立行政法人水産総合研究センター本部研究推進部 研究開発コーディネーター 久保田 洋 

水産庁資源管理部管理課資源管理推進室 室長 加藤 久雄 

水産庁資源管理部管理課資源管理推進室広域資源管理推進班 課長補佐 城崎 和義 

   〃 調整係長 石川 傑 
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水産庁資源管理部管理課資源管理推進室沿岸資源管理推進班 課長補佐 日景 郁雄 

水産庁資源管理部管理課資源管理推進室企画班 漁獲情報係長 勝俣 亮介 

水産庁資源管理部管理課資源管理推進室企画班 指導係長 玉城 哲平 

水産庁増殖推進部漁場資源課沿岸資源班 課長補佐 梶脇 利彦 

水産庁漁港漁場整備部整備課 上席漁港漁場専門官 本田 耕一 

水産庁漁港漁場整備部整備課調整班 課長補佐 澤田 竜美 

水産庁北海道漁業調整事務所資源課 課長 蓬田 正道 

水産庁境港漁業調整事務所 所長 竹葉 有記 

水産庁境港漁業調整事務所資源課 課長 岡田 英明 

   〃 許可係長 山口 直実 

水産庁瀬戸内海漁業調整事務所資源課 資源管理係長 西川 栄一 

水産庁九州漁業調整事務所 所長 丹羽 行 

水産庁九州漁業調整事務所沖合課 課長 島崎 織人 

水産庁九州漁業調整事務所 資源管理計画官 佐藤 英雄 

水産庁九州漁業調整事務所資源課 資源管理係長 藤尾 竜太 

 

４．議題 

  （１）広域漁業調整委員会について 

  （２）部会長及び部会長職務代理者の互選 

  （３）水産資源の状況について 

    ・日本海西部アカガレイ 

    ・日本海西部ズワイガニ 

  （４）広域資源管理の取組状況について 

    ・日本海西部アカガレイ 

    ・日本海西部ズワイガニ 

  （５）その他 
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５．議事内容 

 

開   会 

 

○事務局（岡田） 定刻よりも少し早いですが、ただいまから、日本海・九州西広域漁業

調整委員会第 22 回日本海西部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様を初め、来賓の方々におかれましては、お忙しい中ご出席をいただきまして、

まことにありがとうございます。 

 遅れましたが、私は４月から事務局でございます、境港漁業調整事務所で資源課長をや

っております岡田といいます。よろしくお願いいたします。 

 以降、座って議事を進めさせていただきます。 

 それでは早速、事務局からということで、出席状況等についてご報告させていただきま

す。 

 本日は委員数 15 名のところ京都府海区漁業調整委員会の互選委員の西川委員、それか

ら、大臣選任委員の野村委員、濱村委員及び清野委員が、事情やむを得ずご欠席されてお

りますが、過半数を超える 11 名の委員のご出席を賜っております。部会事務局規程第５

条に基づきまして、本部会は成立していることをご報告いたします。 

 それから、続きまして、交代のありました委員のご報告をいたします。 

 本年の海区漁業調整委員会の委員の改正に伴いまして、府県海区互選委員のうち、京都

府が佐々木委員から西川委員に、島根県が岸委員から肥後委員に交代されました。 

 これとは別に、学識経験者の潮田委員も安成委員に交代されております。 

 それでは、吉岡部会長、議事進行のほうをよろしくお願いいたします。 

○吉岡部会長 本部会の部会長を仰せつかっております吉岡でございます。 

 本日は、大変お忙しい中を委員の皆様、そしてまた、来賓の方々におかれましては、ご

出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 さて、本日の部会では４つの議題が用意されております。 

 最初に広域漁業調整委員会について説明をしていただくことになっております。 

 続きまして、部会長及び部会長職務代理者の互選を行いたいと思います。 

 その後、水産資源の状況について、広域資源管理の取り組みについて、ご説明をいただ

くことになっておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思うわけでございます。 
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 それでは、議事に入ります前に、先ほど事務局からご報告がございました、新委員につ

いて本日ご出席いただいております、肥後委員、そしてまた安成委員から一言ずつご挨拶

をいただけたらと思うわけでございますので、肥後委員、よろしくお願いをいたします。 

○肥後委員 失礼いたします。 

島根海区漁業調整員会から海区の互選委員として、今回委員に就任いたしました、肥後

でございます。新参者でございますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉岡部会長 ありがとうございました。 

それでは、安成委員、よろしくお願いいたします。 

○安成委員 大変新参者でございますが、学識経験者というような、すごいタイトルには

とても及びません。新聞で報道のほうをやっております安成と申します。 

 学識経験者のほうは清野さんが十分に実力を果たしていただくと思いますので、私のほ

うは非常にシンプルな立場から、ご意見を申し上げたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○吉岡部会長 ありがとうございました。 

 続きまして、お配りをいたしております資料の確認を事務局からお願いをいたしたいと

思います。 

○事務局（岡田） それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 本日お手元にお配りしております資料につきまして、まず、議事次第。それから日本海

西部会委員名簿、それから配席図、それから出席者名簿がございます。 

 それから、資料につきましては３点ございまして、まず、資料１として「広域漁業調整

委員会について」。 

 それから、資料２につきまして、表がございますが、「2013 年資源評価対象種の資源

状況」につきましてでございます。 

 それから、資料３につきましては「広域資源管理の取り組みについて」ということで、

１枚紙ということでございます。 

 不足がございましたら、事務局までお知らせください。また、説明の途中でも、資料に

落丁がございましたら、その都度、お手数ではございますが、事務局にお申しつけくださ

い。 

 それでは、吉岡部会長、引き続き議事進行をよろしくお願いいたします。 

○吉岡部会長 部会事務規程によりまして、11 条にありますように、後日まとめられま
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す本部会の議事録の署名人を選出しておく必要があるわけでございまして、事務規程にお

きましては、部会長から２名以上を指名することになっておりますので、まことに僭越で

はございますけれども、私のほうで指名をさせていただきたいと思います。 

 今回の部会議事録の議事録署名人といたしましては、府県互選委員のほうから肥後委員、

大臣選任委員のほうから森脇委員のお二方にお願いいたします。どうぞよろしくお願いい

たしたいと思うわけでございます。 

 それでは、議題１でございますが、「広域漁業調整委員会について」ということで、議

事を進めさせていただくわけでございますが、議題１の「広域漁業調整員会について」で

すが、既にご存じとは思うわけでございますけれども、新しい委員の方々もご出席してい

ただいておりますので、改めて「広域漁業調整委員会について」事務局から説明をお願い

いたしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局（岡田） それでは、広域漁業調整委員会の概要について、要点をご説明させて

いただきます。 

 お手元に少し、若干分厚いですが、資料１のほうをごらんください。 

 広域漁業調整委員会は、平成 13 年の漁業法の改正により、国の常設機関として農林水

産省に設置されており、資料１の、１枚めくっていただいて、２の図のとおり、「太平

洋」、「日本海・九州西」、「瀬戸内海」の３つがございます。 

 １ページに戻りますが、委員会の機能につきましては、都道府県の区域を超えて広域に

分布回遊する水産資源を対象とした資源管理に関する事項についての調整などを任務とし

ております。また、資源管理措置の適切な実施を担保するために「委員会指示」の発動も

行っております。 

 委員の構成につきましては、都道府県ごとに互選された海区代表者、国が選任する漁業

代表者、並びに学識経験者で構成されております。日本海・九州西広域漁業調整委員会に

つきましては、資料１ページの３にございますとおり、全委員 29 名のうち、海区代表が

19 名、漁業者代表が７名、学識経験者が３名となっております。以上のことは漁業法な

どに記載されておりますが、詳しくは資料１の４ページ以降を後ほどお目通しをお願いし

たいと思います。 

 次に、日本海・九州西広域漁業調整委員会についてご説明いたします。資料を少しめく

っていただきますが、15 ページに事務規程がございます。冒頭、15 ページの事務規程の
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第１条で日本海・九州西海域における資源管理及びこれに係る漁業調整を所掌としている

ことのほか、順次、委員の招集、定足数、議題、議事録などを定めております。 

 それから１枚めくっていただきまして、資料１の 17 ページの 14 条をごらんいただきた

いのですが、まず、北海道から富山県までの海域を日本海北部会、石川県から島根県まで

の海域を日本海西部会、それから山口県から鹿児島県及び沖縄県までの海域を九州西部会

としており、部会ではそれぞれの海域において完結する事項を取り扱うこととされており

ます。 

 それから、同じく 14 条でございますが、７項と８項におきましては、部会で調査審議

した結果を本委員会に報告することや、部会が設置された海域で完結する事項について調

査審議した結果は本委員会の結果としてよいことなどを規定しております。 

 本日の会議におきましても、この西部会の調査審議の状況につきましては、明日、開催

予定をされております本委員会に報告をしたいと思っております。 

 以上、簡単ではございますが、広域漁業調整委員会の概要についてご説明させていただ

きました。 

 ありがとうございます。 

○吉岡部会長 ただいまの説明につきまして、何か皆様方のほうでご質問がございました

ら受けたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事を進めます。 

 議題２でございますが、「部会長及び部会長職務代理者の互選」ということを議題とさ

せていただきます。事務局から説明をしてください。 

○事務局（岡田） 議題２でございますが、平成 13 年に第１回西部会が開催されまして、

それ以降、吉岡委員には長年にわたり日本海西部会の部会長として当部会の運営にご尽力

をいただいております。このたび、吉岡部会長より今後は別の委員の方に部会長職をお譲

りしたいとのお話がございましたので、日本海西部会事務規程に基づきまして、本日ご参

加の委員の皆様より、部会長の互選をお願いしたいと思います。 

 また、部会長職務代理者の佐々木委員がこのたび交代いたしましたので、あわせまして

部会長職務代理者の互選もお願いしたいと思います。 

○吉岡部会長 ただいまの説明のとおりでございまして、私は長い間務めさせていただい
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たわけでございますので、一新すべきだということでお願いをした次第でございます。 

 ご意見がございましたら、お願いをいたしたいと思います。 

 どうぞ。 

○生越委員 鳥取海区の生越と申します。 

 私どもから、早速でございますけれども、部会長には他の部会同様に、橋本委員さん、

それから、部会長職務代理者には島根の肥後委員さんを推薦したいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○吉岡部会長 ありがとうございました。 

 ただいま、生越さんのほうから、部会長には橋本委員を、部会長職務代理者には島根の

肥後委員とのご推薦のご意見がございましたが、皆様方いかがでございましょうか。お諮

りいたします。 

 よろしゅうございますか。 

 拍手をもってお願いいたします。 

（拍手） 

○吉岡部会長 ありがとうございました。 

 お二方、ひとつよろしくお願いいたしたいと思うわけでございます。 

 それでは、交代をさせていただきます。本当に長い間お世話になりましたことを、また

ご協力いただきましたことを改めてお礼を申し上げまして、退席をさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○事務局（岡田） ありがとうございました。 

 橋本委員におかれましては、まことに恐縮ではございますが、こちらの部会長席にお移

りいただきまして、以降議事進行をよろしくお願いいたします。 

 また、吉岡委員におかれましては別のご用意いたしました席へお移りいただきますよう、

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。 

 吉岡委員が広域漁業調整委員会が始まって、12 年間の長きにわたって務められてこら

れたこの西部会の部会長職ということで、大変恐縮してございますが、推挙の声をいただ

いたということでございますので、部会長を務めてまいりたいというふうに思います。ど

うぞひとつ、よろしくお願いいたします。 

 それでは、座って議事を進行したいと思います。 
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 また同時に、肥後委員におかれましては、部会長の職務代理ということで、ご協力いた

だくこととなりましたので、今後ともひとつよろしくお願いいたします。 

 それでは、吉岡委員からも退任のご挨拶がございましたので、議事を進めさせていただ

きたいと思います。どうも吉岡委員、大変長い間ありがとうございました。 

 それでは、議事を進行いたします。 

 議題３でございます。「水産資源の状況について」でございます。アカガレイ及びズワ

イガニの資源の状況について、本日来られている日本海区水産研究所資源管理部の銭谷部

長さんから、説明をよろしくお願いいたしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○銭谷部長 ４月から、日本海区水産研究所の資源管理部部長を拝命いたしました、銭谷

でございます。よろしくお願いいたします。 

 座らせて、説明をさせていただきたいと思います。 

 資料２にアカガレイ及びズワイガニに関する資料がございます。 

 これは資源評価票のダイジェスト版と呼ばれるものです。それをもとにして説明をさせ

ていただきます。 

 最初にアカガレイのほうから説明をさせていただきます。アカガレイは皆さんご承知の

とおり、寿命がおよそ 20 歳という、非常に長命のカレイでございます。 

 まず漁業の特徴から説明をしていきたいと思います。日本海のアカガレイの９割以上が

底びき網で漁獲されておりまして、その他はわずかに刺し網で漁獲されております。 

 次に漁獲の動向ですが、３ページ目の一番上の図、ちょっとぼやけていてわかりづらく

なっているのですけれども、この図が漁獲量の図をあらわしています。日本海での総漁獲

量は 1992 年が、最低の約 2,300 トンでありました。その後、90 年代後半や 2005 年以降

に、前後に顕著に増加しまして、2007 年から 10 年は 5,500 トン前後で推移しております。

2012 年は 2011 年よりも若干減少しましたが、5,800 トンとなっております。 

 それから、資源の評価の方法です。方法といたしましては、沖合底びき網の漁獲成績報

告書から求めました、資源密度指数という資源の指標がございまして、それから資源の水

準、動向を判断しております。 

 また、５、６月に実施しています、水研センターの調査船調査の結果から、資源動向及

び加入状況を検討し、さらに、新規加入量調査、これは石川県、京都府及び兵庫県で実施

していますけれども、この調査から卓越年級群が出たか、出ないかというようなことにつ
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いても分析しております。 

 アカガレイの資源状態ですが、３ページ目の一番下の図にありますけれども、これをご

らんください。これは資源密度指数の経年比的な変化を示していますが、この資源密度指

数の経年的な変化からは中位の水準と判断しております。 

 また、2012 年、この資源密度指数は、2011 年よりも若干減少していますが、最近の５

年間での動向を見ますと、横ばいということになっております。 

 そういうわけで、資源水準は中位、動向は横ばいというのが資源の状態です。 

 それから、３ページの真ん中の図がございます。これは新規加入量調査の結果なのです

が、この結果によりますと、2001 年の年級群、これは 2003 年に 10 センチから 15 センチ

ぐらいの大きさになっているものですが、ちょうど 2003 年に青色の兵庫県のデータが非

常に大きな値を示しています。これが卓越年級群ですけれども、2001 年級群以降の卓越

年級が、残念ながらそれほど大きいものは認められてはおりません。 

 それから、管理方策です。アカガレイにつきましては鳥取県の水揚げの全長規制、あと

改良網の普及など小型魚の保護が進みつつあります。その効果も出ているということが想

定されます。しかしながら、アカガレイというのは、最初に言ったように、長命な魚であ

りまして、しかも成熟に結構時間がかかります。というわけで、過度に漁獲が高まるよう

なことがないように、配慮を続けながら資源を大切にして、有効利用するべきであるとい

うのが、管理方策になると考えております。 

 ということで、中位、横ばいということでありますが、2014 年のＡＢＣは前年よりも

500 トン減りまして、一応、ＡＢＣの計算のためのルールがございますけれども、それに

よりまして計算したところ、4,600 トンという値を提案しております。 

 アカガレイにつきましては以上です。 

 それでは、ズワイにつきまして引き続き説明をさせていただきます。 

 ５ページ以降に書いてあると思います。この魚種は日本海の重要魚種でありまして、い

わゆるＴＡＣ対象魚種でもあります。 

 漁業の特徴なのですが、富山県以西ではほとんどが沖合底びき、新潟以北では主に小型

底びき網と刺し網によって漁獲されております。資源評価を行う場合にも、富山県、新潟

県を境として２つの海域で行っております。それぞれ、Ａ海域、Ｂ海域と呼んでおります。 

 漁獲の動向ですが、１枚めくっていただいて、６ページ目の一番上の図をごらんくださ

い。Ａ海域は紫色で示していますが、この図を見ますとわかりますように本系群の漁獲量
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のほとんどが、Ａ海域で獲られているというようなことになっています。 

 それから、1970 年以前には両海域合わせまして１万 5,000 トンに達しておりましたけ

れども、90 年代初めには 2,000 トン以下に減少しています。その後増加傾向を示しまし

て、2006、2007 年には 5,000 トンを超えましたけれども、最近年の 2012 年は 4,200 トン

とちょっと減少しております。 

 また、韓国も漁獲をしておりまして、韓国の漁獲は 2007 年がピークで 4,000 トンを超

えておりましたが、その後減少しまして 2009 年以降は横ばいで推移しております。 

 ここから先の説明は、当部会に関係しますＡ海域のみについて行いたいと思います。 

 まず、資源評価の手法に関してです。沖合底びき網漁業の漁獲統計から求めました長期

的な資源密度指数の推移から、資源水準を判断しております。また、漁獲動向につきまし

ては、調査船調査によるトロール調査の結果から判断しております。 

 資源の状態についてですが、６ページ目の中段の左側の上下に、Ａ海域の資源量と資源

密度指数の経年変化を図に示してあります。縦軸が資源量と書いてあるものと、資源密度

指数と書いているものの２つがあると思います。 

 それで、Ａ海域につきましては、長期的に見ますと、資源密度指数、下のほうの図なん

ですが、93 年以降増加傾向にありまして、高豊度の年級が複数加入したことによりまし

て、2002 年以降、資源水準は中位に回復しているようです。しかし、2007 年ごろから加

入量が減少し始めまして、以後は資源量は減少と増加を繰り返しております。この傾向か

ら、資源動向は横ばいと判断しています。 

 最後に管理方策ですが、トロール調査の結果から推定されます、2012 年から 2016 年に

加入仮定のもと、現在の漁獲圧を引き下げることで、親魚量の維持及び増加が可能と考え

ておりまして、漁獲のシナリオとしては、７ページに示したような、親魚量の増大、直近

の親魚量の増大、直近の親魚量の維持、漁獲量の維持等を示しています。 

 わかりやすく、拡大した表というのは 10 ページに示しております。これで見ますと、

我々、水産研究所のほうで提案しています、ＡＢＣというものは上から５番目、青いライ

ンよりも上の部分をＡＢＣとして示しております。現状の漁獲圧の維持というのは、ＡＢ

Ｃとして推奨はしておりません。それで、ＡＢＣとして推奨しております範囲は、赤字で

示した 2,600 トンから 3,700 トンの範囲にあります。 

 ズワイガニにつきましては以上です。 

 ありがとうございました。 
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○橋本部会長 ありがとうございました。 

 ただいま、アカガレイとズワイガニ資源の状況について、日本海区水産研究所の銭谷部

長さんから説明がございましたが、何かこの２種類の資源状況について、ご質問等ござい

ますでしょうか。 

 じゃ、川越委員。 

○川越委員 では、２点ほど伺います。 

 アカガレイについて、今までの資源状況のところで、確かに 2001 年の卓越年級群がそ

れ以後見えないということは、今年の動きを見ていると、若干そういう傾向があらわれて

きているかなと、今年の当初からアカガレイの漁獲量が減っております。そういうことも

影響するのか、そしてまた今年は、夏季の異常高温ということで、近年の表層水温を見て

みますと、２度から３度ぐらい高い、こういうことが底生の魚類にも影響するものなのか、

これはズワイガニについても、何だかそういうような違和感がある。 

 それから、ご存知のとおりアカガレイについて、研究所は、セル病なるものが一部の海

域で、発生していると報告している。こういうことが年次で繰り返してあるものなのか、

また、それが増大してきていて、どこかで切れるものなのか、ここがわかれば教えてほし

いと思います。 

 それから、もう１点いいですか。２つ目で、ズワイガニについては、いろんなＡＢＣの

算定ということで、非常に漁獲成績とトロール調査という２つのところでの算定が、主だ

ったＡＢＣの算定だと思われますが、漁業者、ＴＡＣで非常に今年も減らされました。非

常に経営が、燃油が高騰して厳しい中、ＴＡＣをどんどん下げられるのは、非常に経営的

にもしんどい。我々当然自主規制をもって、きちんとやるという中で、非常に山陰沖につ

いてはフロンティアを含め、以前からの自然増殖礁を含めると二十七、八カ所の保護育成

礁もあります。そういうところの、資源状況、保護育成礁の中の資源状況の解明ができて

いない、それをもってＡＢＣの算定をされることもどうかな、今後、そこらについての資

源状況の解明というものも、非常に今の時代になると必要不可欠だというふうに私は考え

ておりますので、そこらもＡＢＣの算定においては考慮いただきたいというふうに思いま

すので、そこら辺の２点をひとつよろしくお願いします。 

○橋本部会長 ただいま、川越委員からアカガレイとズワイガニ、両方についてご質問が

ございましたが、何かコメントをお願いいたします。 

○銭谷部長 まず、ズワイガニにつきまして、現在資源量を推定しています現存の調査は、
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かなりハードな調査になっております。保護礁とかの近くまで頑張ってやっているという

ふうなことは聞いておりまして、それなりにこれ以上やるというのも、なかなかつらいの

かなというのもあります。あと、生残に関しての効果につきましては、取り入れて考えて

いるようなことがあったかなとは思います。 

 それから、アカガレイにつきまして、カレイ類、卓越年級が出るか出ないかなんですが、

例えば、夏の異常高温とかが効くんじゃないかというようなお話でした。カレイ類は一応、

浮遊期間とかもございますから、結構浮魚的な環境変動を受ける場合もございます。そう

いうようなことも、一応これからは見ていかなきゃいけないとは思います。 

 ただ、残念ながらその加入量の結果を示すデータが、まだ 2002 年からしかございませ

んので、長期的な変動をなかなか捉えることが、まだデータの数の問題で難しいのかなと

は思います。 

 それから、Ｘ－cell(Ｘ細胞病)ですね。これにつきましても、担当の者が一応、どのく

らい病気が広がっているとかをいろんな県の方から情報を集めているとは聞いておりまし

て、一応、それは継続的にやっていくということは聞いております。 

 以上です。 

○橋本部会長 ありがとうございました。 

 川越委員からは現場の漁協の観測の状況も含めてのご質問をいただきましたが、ズワイ

ガニについては、例えば、フロンティア漁場、育成礁、そういったところの効果ともＴＡ

ＣのＡＢＣの算定とか、そういったものに考慮してほしいというご意見も出されましたの

で、今後調査の中でできるような形で進めていただきたいと思います。 

 ほかに何か、このアカガレイとズワイについて、ご質問等ございますでしょうか。 

 私からでちょっと恐縮なんですが、アカガレイの漁獲はこの表を見ると、比較的昨年度

ぐらいまで好調な感じがするんですが、本年度に入ると少し、何か陰りが見えていると、

そんな感じなんでしょうか。 

 ほかによろしいですか。 

 それでは、なければ、アカガレイとズワイガニの資源状況についてはこれで終了いたし

まして、次に議題の４番目、最後の議題になると思いますが、議題４「広域資源管理の取

組状況について」事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（岡田） それでは、議題４「広域資源管理の取組状況について」要点をご説明

させていただきます。 
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 お手元に資料３、１枚紙をごらんください。 

 皆様ご存じのとおり、アカガレイの漁場につきましては、ズワイガニ漁場と広く重複し

ている上、両種ともに沖底、それから小底の主な対象魚種であるということで、いわば表

裏一体の管理対象資源と捉えて、これまで資源管理について取り組みをしておりました。 

 資源の状況につきましては、先ほど銭谷部長のほうからご説明いただいたとおりでござ

いますので、この議題におきまして改めて繰り返しご説明は行いません。当該資源管理体

制につきましては、平成 14 年からアカガレイ、ズワイガニの資源回復を図るために、

「日本海西部あかがれい・ずわいがに資源回復計画」を策定し、関係者の皆様による漁獲

努力量の削減措置等を取り組んできたところでございます。この資源回復計画につきまし

ては、ご存じのとおり、平成 23 年度で計画自体は終了いたしましたが、平成 24 年度以降、

「資源管理・漁業収入安定対策」に基づく資源管理指針、または資源管理計画体制におき

まして、引き続き適切な資源管理に取り組んでいるというところでございます。 

 具体的には、別に新しい枠組みをここで構築するというわけではなく、従前に行ってき

ました資源回復計画の取り組みを後退させないために、これまでの計画の実施体制を基本

に、今後の広域資源管理に対応するということで、関係府県が連携いたしまして、情報共

有するための協議会なるものを、昨年新たに設置したところでございます。 

 協議会の主な取り組みでございますが、国の資源管理指針や関係府県の資源管理指針に

基づき、管理計画等が策定されておりますので、その実施状況等を関係各府県から情報収

集していただき、それを協議会で報告してもらい情報共有を図っているというところでご

ざいます。 

 これにあわせまして、アカガレイ、ズワイガニに関する調査研究についても、研究者を

招きまして、意見交換をさせていただいております。現在のところ、この協議会の役割に

つきましては、主に関係府県の皆様に情報交換をする場を提供していくということになっ

ており、そういったことで皆さんが取り組んでおられる資源管理計画が、これまでの努力

が後退することなく進んでいき、そうなることに貢献するものと位置づけております。 

 今、ご説明いたしました内容を一つの図にいたしますと、資料３の下にあるものになり

ます。 

 それでは、昨年開催いたしました西部会以降の活動でございますが、１枚めくって、裏

側でございますが、そちらをごらんください。 

 本年は２回協議会を開催しております。先月、第３回協議会を開催したところでござい
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まして、関係府県の方にお集まりいただきまして、各府県の操業状況、資源管理、または

取り組みの方針について情報交換、意見交換を行ったところでございます。 

 また、関係会議といたしまして、ＴＡＣ関連として全底主催の日本海ズワイガニ特別委

員会が開催されております。これについてもあわせて、こちらのほうに挙げさせていただ

きました。 

 最後ではございますが、先ほどからお話しさせていただいております、関係府県の資源

管理の取り組みでございますが、主なものを、資源回復計画以降も継続的に取り組まれて

いるものを、資料３の２の下の表でまとめております。 

 これにつきましては昨年もご紹介させていただいておりますので、個別にはご紹介は行

いませんが、これ以外に関係府県間、業界の管理計画などを通じて、操業の実態に合った

自主的な規制も行っております。そういったものについても引き続き、継続的に実施され

るよう、協議会等を通じて情報収集を共有していきたいと考えております。 

 簡単ではございますが、日本海西部アカガレイ・ズワイガニ広域資源管理の取り組みに

ついてご説明させていただきました。 

○橋本部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいま、アカガレイ・ズワイガニ広域資源管理の取り組み状況について、事務局から

説明がございましたが、ご質問がありましたらお伺いしたいと思いますが、何かございま

すか。 

 前々からの委員の方たちは何度か聞かれている状況だと思いますが、新しい委員の方で

も何か、ご質問等ございましたらこの場で。特段ございませんか。 

 特段、ご質問もないようですので、最後に議題５の「その他」に移りたいと思いますが、

この、せっかくの席でございますので、委員の皆様から何か、ご意見等ございますればお

伺いしたいと思いますが、何かございますか。 

 齊藤委員、どうぞ。 

○齊藤委員 先ほどの議論の中で、川越委員がかなり非常に貴重なご意見をされたと思う

のは、私どもの県においては底びき主体になっているんです、漁業が。最近は皆さんもご

承知のようにイカ釣り漁業、これは全然だめです。それから、まき網はとっくに頓挫して

いますし、私どもの福井県においては底びきだけ、しかも小底が今、私ども、昔の話を言

っては何ですけれども、50 年前、130 ぐらいおったんです。それが今、もう約半分に減っ

ています。 
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 それはまさに少子高齢化といううたい文句の中で、漁業を受け継ぐ、引き継ぐ人がいな

くなってきています。しかも今やっと、漁業を引き継いでいるのは、船主の息子。船主の

息子以外に、船主の息子が例えば、昨今の大学なんかに行ってしまうと、もう家に戻って

こない。大きな大学を出てしまうと漁師なんかやめるということで、そういった関係で、

減ってきた隻数もそういう後継者、船主の息子がいなくなった状況の中で、廃業に追い込

まれてきているというのが現実です。 

 そうして今なお、まさにこういう、先ほどＴＡＣのちょっと話が出たんですけれども、

私どもが今やっている漁業者が生活するためには、今日なんかのこの問題でも、私どもの、

川越委員もご承知だと思いますが、底びき漁においてはアカガレイとカニが主たる漁業の、

しかもそれが我々の生活源になっているんです。 

 そういう中で、確かに水産庁のお偉方がいろいろ研究されて、減ってきている、だから

資源を守る。守るためには、いわゆる自粛したり、短縮したりしている状況の中で、今ま

さに生活の糧としている、主産業たるカニとアカガレイの規制をやっていくと、今ますま

す底びき漁業というのは成り立たなくなってきます。 

 しかも、そういった環境で、いろんな時代が変わってきていますから、後継者もいない

中、生活できないからやめざるを得ませんが、特に、前も私はこの委員会で油の問題も取

り上げてまいりました。しかし、今年は油はずっと、アベノミクスか何かは知らんけれど

も、企業、大企業、特に漁業関係以外の企業は確かにもうかっていますよ。トヨタなんか

いいますと、２兆何千億とか利益ができるようなことを言っていますね。そういった中で、

我々の零細の漁業を経営する者にとっては非常に厳しい状況の中では、この油の問題とい

うのは、非常にネックになっています。これも、昔の話といっては何ですけれども、我々

のやっていた十二、三円の状況から、今まさに 100 円を超えている状況の中で、とてもじ

ゃないが経営が成り立っていきません。 

 我々はいわゆる、ここに今日お見えの底びき業界というのは、福井県、石川県も小型が

多いんでしょうけれども、我々より以西の人は沖合底びき網が多いと思いますけれども、

そういう中で、今普通、大体 3,000 万から 4,000 万円水揚げして、そのうち油代だけで、

２割、３割という、いわゆる燃油だけで２割、３割の経費がかかっている中で、とてもじ

ゃないがやっていけない。しかも今、そういう主たる、我々が獲物としてとろうとする魚

を制限されると、これはとても底びき漁業をやっていけない状況なんです。 

 だから今、私は川越委員が言わんとしたところは、ちょっと私が先走って物言うわけで
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はございませんけれども、このＴＡＣのあり方についても、やっぱり見直していただきた

いと思います。 

 そしてもう一つは、この例えば富山以西のＡ海域でのカレイの、いわゆる他県の資源の

状況をやっていますけれども、これはひとつお願いしたいのは、例えば、アカガレイなら

アカガレイ、どの県、例えば、島根県や鳥取県、それから兵庫県とか、沖合でのそれぞれ

の県の海域の状況というんですか、当然アカガレイもそうですが、ズワイガニについても

その県々での海域の状況を一遍、調べていただきたいと、こう思います。 

 今までの全体のデータでじゃなくて、それぞれの海域の状況はどうなっているかという

ことの、一遍調査をお願いしたいという、これはズワイガニの問題ですけれども、カレイ

についてもそういう研究をひとつ、お願いできませんかということでございます。 

 それから、さっきの油の話に戻りますけれども、私どもがいつだったか、全国の漁民を

挙げて、例の日比谷公園でしたか、そこに陳情というか、いわゆるパフォーマンス的なこ

とをやりましたけれども、それ以降、政府のほうも何とか考えると言っていましたけれど

も、全然今の状況は変わってないでしょう。今の例えば、セーフティネットの話において

も今のまま、ずっとそのままになっているし、例えば今の状態で、95 円何とかかんとか

といっている状況の中では、とても我々漁業者は成り立っていきませんよ。 

 そこらも、もっと水産庁の人らも、その現場現場でどういう状況になっているかという

ことをもっと浜へ足を運んで、現場の状況のもっともっと意見を聞く、それは我々は代表

になって来てこういう会合に出さしてもらっていますけれども、それ以外に浜へ行って、

浜の状況がどうであるかというのをやっぱり、漁業者の生の声をやっぱり聞いていただき

たい。当然我々も本当は代表者ですから、生の声をこういうところで発言せなあかんので

すけれども、さらにそういう意見を求めていただきたいと、大変長くなりましたけれども

以上です。 

○橋本部会長 齊藤委員、どうもありがとうございました。 

 大変たくさんの意見をいただきましたけれども、特に底びきについては高齢化等の、後

継者の問題もあるし、引き続き燃油の高騰、経費は抑える極限まで行っているのに、漁獲

も抑えており、非常に経営も厳しい状況になっていると。 

 こういった中でＴＡＣの設定等についてもう少し考えてほしいと。これは水政審、審議

会のほうにも声を届けていただきたいと思うんですけれども、それからもう一つはその資

源について、それぞれの県の海域の、要するに調査をということですか。それともそれぞ
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れの県の当業船の操業状況なんかを県域ごとにやってほしいと、そういった調査も含めて。 

○齊藤委員 データも欲しいということです。 

○橋本部会長 欲しいということですね。それは先ほど紹介のあった広域の取り組みの協

議会、そういった場でできれば提供してほしいということだと思うんですけれども、何か

水産庁のほうからそういったことについてご回答いただけますでしょうか。 

○加藤室長 水産庁資源管理室長の加藤です。よろしくお願いいたします。 

 今の、特にズワイのＴＡＣの関係だと思います。ＴＡＣにつきましては来週開かれます、

水産政策審議会の資源管理分科会で研究者からＡＢＣの提示があり、ズワイについては年

を明けて来年、４月以降のものを決めるという形になっております。 

 これまでも特にズワイガニ、Ａ海域につきましては資源評価の結果が実際の漁獲よりも

ちょっと低目に出るというようなところもありまして、漁業実態を参考にＡＢＣを若干上

回るＴＡＣを設定している現状にございます。その後、資源の再評価等がございまして、

大体現在のところ、ＴＡＣイコールＡＢＣというようなラインに来ているという状況です。 

 まずはそのＡＢＣそのものの精度を高めることについては、現場に参りますと関係の

方々からよくご意見を伺うところでございます。我々もズワイの資源評価の担当者とはい

つも、情報交換・共有しておりまして、できるだけ資源評価の精度を高めることについて

は、研究所と一緒に前向きに対応を今後ともしていきたいと思っております。 

 一方でＴＡＣだけではなく、特にＡ海域におきましては、関係県の漁業者の方々が協調

して雌ガニ、ミズガニの実際の採捕期間短縮で資源の回復に努められております。我々は、

現地にお伺いをして、ご相談しておりますが、今後も同じようにやっていきたいと思いま

す。 

 やはり、一番の問題はどういう資源管理をすれば、資源回復に効果があるのかというこ

とが、皆が分かった上でやるということだと思います。管理が資源に及ぼす効果の検証を

やりながら、現場の漁業者の方々にも十分ご理解をいただきながら、やっていかなければ

ならないと思っておりまして、それについて、研究サイドに管理側から、いろいろ要請を

させていただいております。 

 当方でも、調査予算もありますので、十分活用しながら、資源管理がどのように資源回

復に反映されていくかを引き続きやっていきたいと思っております。 

 ＴＡＣについては、これでよろしいでしょうか。 

○橋本部会長 それでは、銭谷さんのほうからも。 
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○銭谷部長 ご要望いただきました、各県地先別の漁獲状況ですね。もしかしたら、もと

もとのデータは各県の地先別の漁獲データとしてあるのかもしれません。それはでも、資

源の評価のときにはずっとそこに魚がいるわけではないということで、全体として評価し

ているということもあるかと思います。 

○齊藤委員 それともう１点。そこで言うと、その地先でとれている、例えば福井県でと

れている、アカガレイとかズワイガニがどっかに移動しているんですか。 

○銭谷部長 そこら辺は、移動するかどうかはちょっとわからないと思います。はっきり

としたデータは多分ないと思います。一般論として、魚がずっとそこにいるかどうかとい

うことだと聞いてください。 

 細かいデータがあるならば、担当のほうにこういう要望がありましたから、まとめてみ

てはどうですかということはお伝えいたします。 

 私のほうはこれで以上でしたっけ。 

○竹葉所長 境港漁業調整事務所長の竹葉でございます。 

 燃油高騰で厳しい漁業経営状況ということでございますが、燃油対策につきましては７

月に支援を拡充したところでございます。なかなか厳しい状況というのは認識をしており

ます。現場の状況をよく聞いて、検討してほしいということで、我々も本庁と相談しつつ、

漁業者の声を聞きに行く、もっとしっかり聞くということに努めていきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 齊藤委員、よろしいでしょうか。 

 当部会の責務と広域漁業調整委員会の責務として資源の管理、資源を守っていくという

ことは大変重要なことだとは思うんですが、そのためにやはり必要なのは、同時にそれを

漁獲する漁業者にも、資源にも優しく、それから漁業者の経営にも優しい、バランスをと

ったものでないと、資源はいっぱい増え出したけれども、漁業者のほうは先に廃業に追い

込まれてしまうとか、それではこれは本末転倒になってしまうわけですから、やはり漁業

者と経営も加味しながら、かといって資源を無視したような漁獲というのは、もうこの時

代はできないわけですから、そういったバランスをとりながら、この委員会もその責務を

果たしながら、で、行政のほうも先ほどの燃油の話もあり、いろいろと現場の声も、漁業

調整事務所も、水産庁も行けるときは現場に行っていると思いますんで、ますます関係の

皆さんの声がいろんな仕組みに反映できるように、私も夏に日比谷公園で汗を流した者と

しては、やはりもうちょっと燃油が高止まりしている状況の中で、先ほどの紹介のあった
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所得補償の仕組み、共済を使った仕組みもさらに活用しながら、何とか資源も守りながら、

漁業者も生き残っていく。後継者問題というのは、なかなか難しいものがあると思います

けれども、そういったものがバランスがとれて進んでいくようにしたいなと自分では思っ

ております。 

○齊藤委員 よろしくお願いします。 

○橋本部会長 ほかに、ちょっと時間になりましたけれども、ほかにご意見等、その他で。 

 森脇委員、どうぞ。 

○森脇委員 先ほどの加藤室長のお話の中で、ＴＡＣに関してＡＢＣがすなわちＴＡＣみ

たいな話が、ちょっと出たと思いますが、その件につきましては、ＴＡＣはＴＡＣなので、

ＡＢＣが即ＴＡＣということは、私どもにとっては非常に厳しくなってくるように思うん

です。そういうことですので、ＡＢＣというのはあくまでもＴＡＣを決めるための一つの

手段であって、それがＴＡＣになってしまうとどうも都合が悪いので、その辺はぜひよろ

しくお願いします。 

○橋本部会長 森脇委員のおっしゃりたいことは、ＴＡＣはそういう経済的要因というか、

単なる価格の数字だけじゃなくて、そういったものも考慮されて決めるべきだと、こうい

うことをおっしゃりたいと思うんですけれども。 

○加藤室長 ＴＡＣとＡＢＣは、最近は同量で管理ができる状態になってきておりますけ

れども、ＴＡＣ設定当初はかなり社会経済的な要因というのを見て、ＡＢＣを基本にしつ

つもＴＡＣを決めてきたという歴史がございます。 

 ただ、我々としてはまず一番最初に基本とすべきはＡＢＣであって、それが実際のその

漁獲、漁業者の経営にとってどういうような影響があるかというのは、これまでも勘案し

て考えてきましたし、今後も状況に応じて考えながら対応したいと思います。 

 そのためにＴＡＣ設定に当たりましては、毎年定期的にＴＡＣ設定に関する意見交換会

を公開でやっております。そこでのご意見も踏まえながら、今後も、適正なＴＡＣを関係

業界の方との意見交換のもとに設定したいと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 それでは、いろいろとご意見をいただきましたけれども、ほかに何かござ

いませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、最後に事務局から次回の部会についての、開催予定につきまして説明を願い
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ます。 

○事務局（岡田） ありがとうございました。 

 次回部会につきましては、今後部会長初め委員の皆様方のご都合をお伺いしまして、本

委員会との兼ね合いを見ながら検討の上、改めてご案内したいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 ただいま、事務局から説明がございましたとおり、次回のこの西部会の開

催につきましては、日程調整の上、改めて委員各位にご連絡をいたしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○齊藤委員 終わったんですか。 

○橋本部会長 まだです。 

 それでは、これを持ちまして第 22 回の日本海西部会を閉会させていただきます。委員

各位、ご臨席の皆様におかれましては、議事進行に貴重なご意見をいただきました。あり

がとうございました。 

 なお、最後でございますが、議事録署名人をお願いいたしました、肥後委員と森脇委員、

この両名におかれましては、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たいと思います。 

 それでは、長くなりましたが委員の皆様、ご苦労さまでございました。またよろしくお

願いいたします。 

 

閉  会 
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