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日本海・九州西広域漁業調整委員会 第23回九州西部会

１．日 時

平成２５年３月１３日（水）１１：００～

２．場 所

南青山会館 大会議室

（東京都港区南青山５丁目７−１０）

３．出席委員等

（１）委員

【部会長】

学識経験者 橋本 明彦

【県互選委員】

山口県日本海海区 上野 知昭

福岡県連合会区 山田 真知子

佐賀県連合会区 杠 学

長崎県連合会区 大久保 照享

熊本県連合会区 福田 靖

鹿児島県連合会区 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

漁業者代表 田中 猛

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

漁業者代表 濱村 尚登
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学識経験者 清野 聡子

学識経験者 安成 梛子

４．議題

（１）広域資源管理の取組状況について

①九州・山口北西海域トラフグ

②南西諸島海域マチ類

③有明海ガザミ

（２）九州西海域に係る広域漁業調整委員会指示について

①九州・山口北西海域トラフグ

②有明海ガザミ

（３）その他
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○事務局（佐藤）

定刻前ではございますけれども、皆さんおそろいとなっておりますので、ただいまから日本

海・九州西広域漁業調整委員会第23回九州西部会を開催いたします。

本日は本部会の全ての委員17名のご出席を賜っておりますので、日本海・九州西広域漁業調整

委員会九州西部会事務規程第５条に基づき、本日の部会は成立していることをご報告いたします。

それでは、議事進行を橋本部会長にお願いいたします。橋本部会長、よろしくお願いします。

○橋本部会長

おはようございます。年度末のお忙しいところをありがとうございます。

東京も、何だか三寒四温どころか１日おきに気温が乱高下している状況でございますが、本日

午前中、九州西部会に出席をいただいてありがとうございます。

最初に、前回の本部会におきまして海区互選委員の交代についてご報告をいたしましたが、本

日、中園明信委員の後任である山田真知子委員に出席をいただいておりますので、恐縮ではござ

いますが、山田委員より一言ご挨拶をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

○山田委員

福岡県からやってまいりました山田と申します。よろしくお願いいたします。

九州ですけれども、日本の西部海域の漁業資源を守るこの会議に参加させていただいて、大い

に勉強させていただき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

ありがとうございました。

また、農林水産大臣選任の委員さんの交代がございましたので、ご報告をいたします。

農林水産大臣選任委員の潮田道夫委員が退任され、後任の委員に安成椰子委員が選任されてご

ざいます。恐縮でございますが、本日ご出席をいただいておりますので、安成椰子委員より一言

ご挨拶をお願いいたします。

よろしくお願いします。

○安成委員

水産新聞協会の理事をしております安成梛子でございます。学識経験者という大変大きなタイ

トルをいただきましたけれども、現場のことを一生懸命調べて、それを皆さんに広くお伝えする

役目が我々の役目だと思っていますので、一生懸命努めさせていただきます。よろしくお願いい
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たします。

○橋本部会長

どうもありがとうございました。

また、本日は水産庁からは熊谷管理課長、それから保科資源管理推進室長、ほか多数の方が出

席されております。

それでは、議題に入ります前に、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。

○事務局（佐藤）

それでは、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。

お配りしている資料ですが、まず、本日の部会の議事次第、委員名簿、配席図、出席者名簿、

本日の部会でご説明させていただく資料が、資料１－１、１－２、１－３、資料２－１－１、２

－１－２、２－１－３、２－１－４、資料２－２でございます。

配付している資料は以上となっておりますが、不足等がございましたら事務局のほうまでお申

しつけください。

よろしいでしょうか。説明の途中でも、資料に落丁等があればその都度、お手数ですけれども

事務局にお申しつけいただければと思います。

○橋本部会長

それでは、これから議事に入らせていただきますが、後日まとめられます本部会の議事録の署

名人を、いつものように選出しておく必要がございます。事務規程第11条により、部会長の私か

ら指名をさせていただきたいと思います。

本日の署名人としては、海区互選委員から福田委員、農林水産大臣選任委員からは森脇委員、

このお二方に本日の部会の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

うかよろしくお願いいたします。

それでは、議題に入らせていただきますが、まず議題の（１）、広域資源管理の取り組みにつ

いてに入りたいと思います。

本部会に関係します「九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理方針」、「南西諸島海域マチ類

広域資源管理方針」、「有明海ガザミ広域資源管理方針」、この３つの取り組み状況について事務

局から報告、説明をお願いしたいと思います。

それでは、最初に九州・山口北西海域トラフグについて、事務局からご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。
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○事務局（藤尾）

九州漁業調整事務所で資源管理の担当をしています藤尾と申します。よろしくお願いいたしま

す。座って説明させていただきます。

お手元の資料の１－１をご覧ください。

まず、１の広域資源管理方針の実施措置、（１）漁獲努力量の削減措置の①の休漁期間の設定、

４ページ目にお示ししています対象海域、ＡからＥ海域まであるのですけれども、その海域ごと

に漁法別及び期間別の休漁を実施しております。

②といたしまして、全長制限、小型魚保護のため一部海域では20センチ以下でございますが、

全長25センチ以下の小型魚を再放流しております。

③操業の承認及び届出といたしまして、総トン数５トン以上のトラフグはえ縄漁業は広域漁業

調整委員会の承認制としております。また、県ごとの承認隻数の上限を設定しております。５ト

ン未満のトラフグはえ縄漁船につきましては、広域漁業調整委員会への届出としております。

昨年12月末時点のトラフグはえ縄漁業の承認及び届出隻数は、２ページ目の（参考１）に取り

まとめております。承認隻数が191隻、届出隻数が93隻、合計で284隻となっております。昨年よ

り20隻減少という実績でございます。

ただいまご説明いたしました①から③の漁獲努力量の削減措置は、広域漁業調整委員会指示に

よりその実効性を担保しております。平成25年度も同様の漁獲努力量削減措置を考えておりまし

て、この次の議題において委員会指示の内容をご説明させていただき、午後に開催されます本委

員会でご提案させていただく予定でございます。よろしくお願いいたします。

続きまして、（２）に移ります。資源の積極的培養措置といたしまして、関係県により効率的

な種苗放流、適地への放流、適正なサイズでの放流、健全な種苗放流を実施いたしました。

２ページ目の（２）に、平成24年度の種苗放流状況を挙げております。合計で約155万7,000尾

の種苗放流を実施しております。関係漁業者、関係県におかれましては大変なご努力をいただい

ているところでございます。

また、１ページ目に戻っていただきまして、（３）の漁場環境の保全措置の下の、２のその他、

①トラフグ親魚の標識放流。②関係県によるトラフグ外海産漁獲量につきましては前回の部会に

て説明させていただいたとおりでございます。

３ページ目、４ページ目でございますが、先ほど１の漁獲努力量の削減措置でご説明いたしま

した対象海域の定義を、表と図で示したものを添付しております。

５ページ目につきましては、広域資源管理検討会議及び各県の漁業者協議会等の開催実績を整
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理させていただいております。

説明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。

まず最初に、九州・山口北西海域トラフグの取り組み状況について説明がございました。ただ

いまの説明につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。

特段よろしいですか。

それでは、引き続きですが、次の南西諸島海域マチ類広域資源管理方針の取り組み状況につい

て、事務局からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○事務局（佐藤）

それでは、南西諸島海域マチ類広域資源管理方針の取り組み状況について説明させていただき

ます。資料１－２をご覧いただきたいと思います。

まず、鹿児島県の漁獲努力量の削減措置でございますが、①として保護区の設定、周年保護区

を４区、期間保護区13区の合計17区を設けております。

②として小型魚の保護の取り組みとして、小型魚のハマダイ保護のため、小型魚が漁獲された

場合には漁場移動を実施しております。

③その他といたしまして、ハマダイにつきまして漁獲可能な時期において専獲を控えることと

しております。

次に、沖縄県でございますが、①のとおり、周年保護区を１区、期間保護区４区の合計５区を

設けて実施してございます。

小型魚保護の取り組みとしまして、②のとおり、小型魚の保護のため、尾叉長30センチ未満の

ハマダイ、20センチ未満のアオダイ、ヒメダイ、オオヒメが釣れた場合には、漁場移動等を実施

しております。

沖縄県におきましては、③の公的担保措置で、保護区の設定や取り組みの実効性を担保するた

めに、沖縄海区漁業調整委員会から指示を発出していただいております。こちらの委員会指示に

つきましては、３ページ目に添付してございます。

それから、④その他として、産卵親魚保護のため、沖ノ中ノソネ保護期間を変更して取り組ん

でおります。

資料の２ページ目ですが、ただいまご報告しました鹿児島県17カ所、沖縄県５カ所の計22保護

区の場所を図面に示してございます。



- 7 -

それから、４ページ、５ページには、広域資源管理検討会議及び漁業者協議会等の開催につき

まして一覧表に取りまとめております。

マチ類の資源管理の取り組み状況につきましては以上でございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ただいまのマチ類についての説明について、何かご質問等ございますでしょうか。

清野委員、どうぞ。

○清野委員

こうやって保護区を設定されて、漁業者の方努力されていると思うんですが、これは公開の状

況というか、ここは保護している場所ですよというのは外から見えるんでしょうか。

というのは、やっぱり海外の漁船との関係というのもありまして、日本がそれだけ努力して魚

を守っているということがどこまで伝わっているかというのがあるかと思います。多分、いろい

ろ漁業関係の会議では、資料がこうやって出るんだと思うんですけれども、もうちょっとそうい

うことがあると、消費者の人だとか、あるいはもうちょっと広い意味での海洋の保全の議論のと

きにアピールできるかなというふうに思います。そのあたり、お差し支えなかったら教えてくだ

さい。

○橋本部会長

清野委員からは、こういった保護している保護区の場所だとかそういった情報を、海外の船、

海外のほうにも情報として周知されているようなことはないかと、そういうことだと思いますが、

何かありますか。

○事務局（佐藤）

こちらにつきましては、水産庁のホームページ、それから以前ご指摘がありました九州漁業調

整事務所のホームページをわかりやすいように整理いたしまして、こちらの取り組みについては

九州漁業調整事務所のホームページのほうにアップしてございます。ただ、外国語のほうについ

ては、申しわけありませんがまだ整理しておりません。

以上です。

○清野委員

海洋保護区に関しては、世界的にもデータベース化というのが国連機関によって進んでおりま

して、こういった漁業者の自主的な取り組みだとかそういうものも、各国から上がってきたデー

タについてはプロテクティッドプラネットというデータベースに登録をしているところです。現
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在は、国立公園とか国定公園とかそんなものしかほとんどないんですけれども、各国政府がきち

んと位置情報を公開して伝えれば、グーグルとかああいうので見えるようになっていますので、

日本政府でもぜひ、今回議論になったような取り組みに関しては、そういった関係機関を通じて

国際的に伝えていくこと。それから、国内でも、日本語の画面で同じように見られますし、向こ

うが他言語にしてくれますので、そういう意味ではぜひ情報を伝えていただけたらと思います。

そこに、いろんな頑張っている漁業者の写真とかそんなの、ほかの国とか載っけたりしている

ので、今、若い漁業者の方なんかはいろいろ写真を撮られたり発信されているんで、ぜひそうい

うことでご検討ください。九調さんもほかの事務所さんも今すごく発信を頑張ってくださってい

るので、それはとても感謝しております。

以上、コメントです。

○橋本部会長

ありがとうございました。

なかなか国際的、言語の話もございますけれども、そういったいろんな国からの、そういう漁

業者の自主的な取り組みも含めたデータベースみたいなものがやれるようになってきているとい

う話ですので、何かきっかけがあれば、こういった資源に着目した取り組みというものが、そう

いうところにもアップされていくようなことが検討されればいいなというふうに思います。

九調のホームページとかの言語の翻訳や何かの予定は、こちらは今のところはないですよね。

韓国語も中国語も関係ある漁場だと思いますけれども、予算の関係ももちろんあると思いますけ

れども。

○事務局（佐藤）

そこは検討したいと思います。

○橋本部会長

まず、そこら辺からやるのが重要かと思います。九調には優秀なハングルを話す人もおられる

と聞いておりますけれども。

よろしいですか、そのぐらいで。

それでは、ほかにはこのマチ類についてはよろしいでしょうか。

それでは、３番目ですが、次に有明海ガザミ広域資源管理の取り組み状況について、事務局か

ら説明をお願いしたいと思います。資料は１－３でしょうか。よろしくお願いいたします。

○事務局（藤尾）
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ご説明いたします。資料１－３をご覧いただきたいと思います。

まず、１ページ目でございますが、１に広域資源管理方針の実施措置、（１）漁獲努力量の削

減措置、①で抱卵ガザミの保護といたしまして、採捕された黒デコと言われる抱卵ガザミの畜養

等を行うことによりまして、抱卵ガザミの産卵機会の確保を行いました。

②小型ガザミの保護といたしまして、小型のガザミを保護するため、採捕されたガザミのうち

全甲幅長12センチ以下の小型のものを再放流することによりまして小型のガザミの保護を実施し

ております。

③採捕禁止期間の設定といたしまして、日本海・九州西広域漁業委員会指示に基づきまして昨

年６月１日から６月15日までの間、たも網その他のすくい網によるガザミの採捕を禁止いたしま

して、抱卵ガザミの保護を行いました。

有明海において、たも網その他のすくい網によるガザミの採捕禁止措置につきましては、平成

22年度から遊漁者も対象となっておりますので、（４）その他にありますとおり、遊漁者に対し

ても事前の周知を行っております。

また、広域漁業調整委員会指示による採捕禁止期間中におきましては、関係県のご協力を得な

がら指導、取り締まりを実施いたしました。今後とも関係県の協力を得ながら周知徹底を図ると

ともに、指示内容が守られるよう指導、取り締まりを行っていきたいと考えております。

なお、平成25年度も同様の内容の指示を考えておりまして、先ほどご説明いたしましたトラフ

グと同様、次の議題におきまして委員会指示の内容をご説明させていただき、午後に開催されま

す本委員会においてご提案させていただく予定としておりますので、よろしくお願いいたします。

また表に戻っていただきまして、（２）資源の積極的培養措置、（３）漁場環境の保全措置につ

きましては、前回の部会にて説明させていただいたとおりでございます。

１枚めくっていただきまして、２ページ目におきましては、広域資源管理検討会議及び各県の

漁業者協議会等の開催実績を整理させていただいております。

説明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。

有明海のガザミ、広域資源管理方針に基づく取り組み状況の説明でございました。ガザミにつ

いて、何かご質問等ございますでしょうか。

よろしいですか。

もしないようでしたら、次の指示に係る議題に進みたいと思います。
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次の議題、（２）でございますが、広域漁業調整委員会指示の説明に移りたいと思います。

これも例年と同じ指示事項ということでございますが、先ほど事務局より説明のございました

九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理方針に基づく取り組み、これに関しまして、平成25年

度漁期に対応した日本海・九州西広域漁業調整委員会指示、今度は第33号、それから34号と、そ

の案が作成されておりますので、本部会でその概要につきまして事務局から説明をお願いしたい

と思います。それでは、よろしくお願いします。

○事務局（佐藤）

それでは、トラフグ広域資源管理方針の資源管理措置に係る日本海・九州西広域漁業調整委員

会指示、第33号（案）と第34号（案）につきましてご説明をしたいと思います。本委員会指示

（案）につきましては、午後に開催されます本委員会でご提案させていただくことになっており

ますので、よろしくお願いいたします。

委員会指示（案）につきましては、資料２－１－１から資料２－１－４までが関係資料でござ

いますけれども、この場では資料２－１－１の委員会指示の概要に沿って説明をさせていただき

たいと思います。お手元の資料２－１－１をごらんください。

まず、トラフグの資源管理に関する広域漁業調整委員会指示は、指示第33号（案）及び指示第

34号（案）の２本から構成されております。

指示第33号（案）におきましては承認制・届出制の実施となっており、（１）の承認性・届出

制の実施としまして、①承認対象船を、総トン数５トン以上のトラフグのはえ縄漁船としており

ます。

②として、漁獲努力量の増加を制限をするために、県ごとに承認隻数の上限を定めております。

各県ごとの承認隻数の上限は表のとおりとなっております。合計で271隻となっています。

③の届出対象船舶は、総トン数５トン未満のトラフグはえ縄漁船としております。

（２）の承認番号の表示につきましては、承認を受けたトラフグはえ縄漁船において、船舶の

船橋両側の見やすい場所に承認番号を表示することとしております。

（３）の漁獲成績書の提出につきまして、取りまとめ期間ですけれども、平成25年９月から平

成26年３月までの操業記録を提出いただくことにしてございます。この操業記録を取りまとめて

いただくために、提出期限は平成26年４月30日までとしております。関係漁業者の皆様にはご苦

労をおかけしておりますが、漁期分をまとめて提出していただくこととしております。

次に、（４）の指示の有効期間につきまして、平成25年度漁期ということで平成25年４月１日

から平成26年５月31日までとしております。ここで指示の有効期間を５月31日までとしておりま
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すのは、漁業者の皆様から当該県を通じて提出していただくためでございます。

続きまして、２つ目の指示第34号（案）についてでございますが、こちらにつきましては操業

期間の制限等に係るものでございます。

まず、（１）の操業期間の制限としまして、別図を、２ページ、３ページにつけてございます

が、海域をＡからＥの５つに分けまして、海域及びはえ縄、底縄の漁法ごとに休漁期間を設定す

ることとしております。

次に、（２）としまして、一部海域では20センチ以下でございますが、全長25センチ以下のト

ラフグを採捕した場合には再放流に取り組んでいただくこととしております。

（３）の指示の有効期間につきましては、こちらも平成25年度漁期ということで、平成25年４

月１日から平成26年３月31日までとしてございます。

以上が、広域漁業調整委員会指示第33号（案）及び第34号（案）についてのご説明でございま

す。以上でございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

例年のとおりということではございますが、指示の33号のほうが承認性と届出制の手続に係る

指示、34号が操業期間等の制限、そういった２つの指示の案ということでございます。何かご質

問、ご意見等ございますでしょうか。

例年と有効期間が変わったりとかそういうことも、前年と同じだということでよろしいんです

ね。

よろしいでしょうか。

それでは、特段ご意見もないようでございますので、この委員会指示の第33号それから、第34

号ですか、この案につきましては、午後に開催されます日本海・九州西広域漁業調整委員会の本

委員会のほうに提案をいたしまして審議をいただくということにしたいと思いますが、それで委

員の皆さん、よろしいでしょうか。

どうぞ、上野委員。

○上野委員

ごく簡単なことで。

指示の有効期間ですね。指示の有効期間が25年４月１日から次の年の５月31日となっています

ね。１カ月余分というかな。これで漁獲成績の報告書は３月いっぱいですね。ここら辺の期間の

設定というのはどうですか。ちょっと教えてください。
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○事務局（佐藤）

こちらは、操業期間は３月までなのですけれども、操業期間中の実績を取りまとめていただい

て、その後、関係県を通じて提出していただいておりますので、そこで猶予期間を若干設けてい

るということでございます。

○橋本部会長

漁業者が提出するのは、例えば４月末までだと。ただ、その後、都道府県に報告して、その事

務の時間だとかそういったものを考慮してもう１カ月あるということじゃないですか。

○上野委員

３月31日だったらだめなんですか。指示の期間が、１年間ということは。何で２カ月。２カ月

になっちゃうもんね。

○事務局（佐藤）

ここは、提出期間を含めて委員会指示の期間となっていますので、３月31日と……

○上野委員

事務手続もあわせて２カ月延ばしてあるということですか。

○事務局（佐藤）

はい。

○上野委員

それも含めて。

○事務局（佐藤）

含めて、はい。

○上野委員

今までもそうなっていました？

○事務局（佐藤）

そうです。

○上野委員

そういうことですか。

○橋本部会長

昨年も一昨年もそうでした、たしか。操業のほう、漁業の期間としては１年間の３月末までと。

それにおいてその結果の漁獲成績報告書の提出手続、県まで、これは最終的には本庁まで来るん

でしょう。そういった事務手続の時間を考慮して２カ月間の有効期間というものを設定して、提
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出の事務も含めてお願いしているということのようでございます。

よろしいでしょうか。

○上野委員

はい。

○橋本部会長

ほかに何かございますでしょうか、今フグのほうの２つの委員会指示について。

よろしいですか。

清野委員、どうぞ。

○清野委員

この委員会指示の工夫は漁業者の方に対してなんだと思うんですけれども、実はこの九州西部

海域でこれだけ漁業者の方、規制を受けたり努力されている一方で、前回も話題になりましたけ

れども、フグの産卵期とか稚魚が育つような時期に砂利採取とか航路掘削だとか結構やっており

ます。そのことを少しでも影響を弱められないかというその検討を、関係する行政のほうとも行

いました。そのときに、もっと詳しい地図があると気をつけようがあるんじゃないかということ

なんですね。

ですから、多分漁業調整の世界ではいろんな、今資料にあるような結構大きい図面で海底とか

は白地図になっていて、これというのは漁業者の方はプロなんで、その海底が砂地がどこでどう

なっているとか、どう回遊してくるとか、関係者の間ではわかっているんだと思うんです。ただ、

こと外の人たちに対しては、やっぱりこの莫大な海域の中でどこがフグの生態上ホットスポット

であるかというのを、もっともっと細かい情報とかをいただけると、調整がまだできるんじゃな

いかなと思います。

ですから、今後いろんな技術が進んでくる中で、よりフグの詳細な調査結果を、追跡調査とか

採捕位置とかですね、データ自体は試験場さんとか水研にあるので、そういう意味での重要な場

所を示していただくと、多分対外的にもあるいは操業的にも内部の水産的にも意味がある情報に

なってこようかと思います。ですから、海洋空間計画みたいなことで今、各分野の情報を重ね合

わせていくということがありますけれども、特に漁業に関してはもっと魚が選好する、選んで好

む場所というのを丁寧に書いていただいて、企業秘密でないぐらいの大体のところでいいんです

けれども、そうしていただくように。

○橋本部会長
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企業秘密というのは。

○清野委員

ここはいい、すごいよく釣れるところとかは公開できないと思うんですけれども、何かそうい

う意味でぜひ、これも情報発信の一環でございますけれども、よろしくお願いいたします。

○橋本部会長

何か、九調のほうからコメントございますでしょうか。

漁場は、そういう秘密みたいなのが漁業者の間にあるかもしれませんが、産卵場であるとか試

験研究の段階で重要な海域があるとか、そういうのはもうちょっと緻密な、こんな大きな地図で

なくて、もうちょっと詳細なものが多分今でもあるんだとは思うんですね。

何か九調のほうで。

○事務局（佐藤）

詳細な地図とかそういうものは現時点で当方には特にございません。それから、前回の部会の

中で瀬戸内海水研の藤井部長が、産卵場とかその辺についてはまだ詳しくわかっていませんと。

わかっているのは東海とか一部のところだけだということを言われています。こちらについては

県のほうで、まず情報とかあれば、その関係する海砂利とかの調整のときに情報交換をしていた

だくことになるというふうに思っています。

○清野委員

具体的な例で言うと、壱岐とそれから本島の間の海域というのは今そんなに重要度としては低

いということで、ほかの産業の方が掘削されたりすることが多いんですね。そうすると、それが

魚がいなくなっちゃってから調査をしても、昔はここでいろいろ産卵していたとか、ブドウイカ

がいたとかいう話はあるんですけれども、今行っても余りいないので、これから調査してもます

ますそこは大事でなくなっちゃうような、何かちょっと逆転現象があるんです。そういう意味で

は、もともといろんなざっくりした情報でも、こういう砂地の環境が重要とか、昔はここでこう

いうのがいたとか産卵したとかという、本当にその断片的な記録でもあるかどうかで、そこをど

ういうふうにほかの産業と漁業とが争って保全するかということが全然違ってくるんだと思うん

です。

だから、今はそういう他産業の規制の話で私も言っていますけれども、もしそこが仮にトラフ

グの回遊ルートになっているとか重要な場所であるとしたら、壊れた場所を修復していくだとか

そういうことというのはあり得るんです。

これは、今、九州の話をしていますけれども、瀬戸内の備讃瀬戸も随分と砂利掘削をして、イ
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カナゴもいなくなっちゃうし、いろいろ海洋環境上も漁業資源上も問題になりましたが、やはり

そこが漁業資源上大事な場所だということで、現在修復の段階に入っています。だから、やっぱ

りこれから日本の沿岸で修復をかけていくときの優先順位としても、特にトラフグとかそういう

ものに関してももう緊急事態ですので、そういう知見を集めていただくことだと思います。

○橋本部会長

ありがとうございます。

なかなか、他産業との調整という、他産業を規制するような内容も時には必要なのかもしれま

せんけれども、それをするだけのやっぱり情報も水産のほうとしてもまずは集約しないといけな

いし、最終的にはそういった他産業の事業も含めて調整されて資源が保全されるということが一

番望ましい方向だと思うんですけれども。まず、各地の県段階の試験場であるとか、それ以外の

研究機関であるとか、そういったところでできるところからそういうまず知見を自分たちのもの

として集約しないと、そこからでないとなかなか始まらないと思いますので。

そういうのを心に留めて、このフグについての話でございましたけれども、わからないことも

なかなかまだ多い資源ではございますけれども、研究者の方もそれから関係の行政の方もそれか

ら漁業者のほうの方々も、そういう情報の集約にご協力を今後も願えればというふうに思います。

トラフグについてのこの指示２つ……はい、上野委員。

○上野委員

ややこだわるようですが、先ほどの件ですけれどもこれは昨年も５月31日ですか。これはダブ

るんじゃないの。25年の４月１日からだから、昨年の指示有効期間が５月31日だったら、１カ月

ダブるよね。

○橋本部会長

これはちょっと私から言っていいのかどうかわかりませんけれども、今回出すこの33号につい

ての指示の有効期間は４月１日から来年の５月末まで、こういう意味です。昨年も、31号だった

か同じ指示が出されているんですけれども、31号についての有効期間は、去年の４月１日からこ

としの５月末までというふうに、指示ごとの有効期間ということでこういうふうに書いてあるん

だと思います。

○上野委員

そうすると、１カ月ダブるんじゃないの。

○橋本部会長

いや、指示が違いますから。それの指示、同じものの指示が２つダブっているというわけでは
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ないので。

○上野委員

いや、同じものではなくて、去年の指示がまだ１カ月残ったときに、既に指示を出すというこ

とですね。だから、１カ月ダブるわけですよ。

○橋本部会長

ですから、指示が発出されている期間としてはダブっているのかもしれませんけれども。

○上野委員

だから、その……

○橋本部会長

ちょっと事務局のほうから。

○事務局（佐藤）

確かにそこは、実績報告書を出していただくためにダブっております。ただ、操業期間とかそ

ういうものとは全く別。34号で、操業期間は何日までと設定し、有効期間は３月31日としてお

ります、こちらは……

○上野委員

いや、操業期間はいいよ。ただ、指示が１カ月ダブるというのは、同じ会長が最初に出した指

示が４月であって、今度はまたその１カ月前に指示を出している、その１カ月期間というのはダ

ブるでしょう。今の言う、今度は５月１日からの指示になるんじゃないですか、これ。４月１日

からじゃなくて。５月31日まで出ておれば、６月１日から５月31日になるんじゃない。

○事務局（佐藤）

そうすると、４月１日からの操業期間の分の実績がなくなり……

○上野委員

それは、もう前回で含めてあるから、大丈夫。

○事務局（佐藤）

いえいえ、そこは３月31日までの操業期間でありこの33号、前回の号報を忘れましたけれども、

今回の33号と34号これはセットになって前回とは別、あくまでも操業実績を出すための期間が後

ろに１カ月ずれているということです。

○上野委員

ちょっと理解できない。
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○事務局（丹羽）

後ほど個別にご説明させていただきたいと思いますので。

○橋本部会長

あくまでこれは報告書の手続の期間を有効期間内に含めるということで２カ月、毎年その年の

指示事項については付加しているということのようですので。

また、ちょっと場外ででも、担当のほうから。なかなかちょっとぴんとこないところがあるか

もしれませんね。

○上野委員

小さい話で。

○橋本部会長

いえいえ、ありがとうございます。

それでは、このトラフグに係る委員会の指示事項、33号、34号についてよろしいですか。

もしよろしければ、午後の本委員会のほうに提案いたしたいと思います。

それでは、次の委員会指示に係る事項ですが、次の議題に入ります。

有明海ガザミの資源管理に係る指示でございます。（２）のほうでございますが、先ほど事務

局より説明がございました有明海ガザミ広域資源管理方針に基づく取り組み、これに関しまして

平成25年度漁期、これに対応した日本海・九州西広域漁業調整委員会指示、今度は第35号（案）

と、これが作成されてございますので、本部会でその概要につきまして事務局から説明をお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。

○事務局（藤尾）

資料２－２をごらんください。日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第35号（案）につきま

して、ご説明いたします。

指示内容でございますが、「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第２

条第１項に規定する有明海」、ここで有明海の定義をしているのですけれども、「有明海において、

平成25年６月１日から同年６月15日までの間は、たも網その他のすくい網によりがざみを採捕し

てはならない。」となっており、有明海におけるガザミの採捕の禁止の内容は今年度と同様の指

示内容となっております。

指示の有効期間につきましては２に示していますように、平成25年４月１日から平成26年３月

31日までとするという内容でございます。

簡単でございますが、指示内容の説明については以上でございます。
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○橋本部会長

ありがとうございます。

このガザミの指示第35号も、昨年と同様、６月１日から15日までのガザミの採捕禁止というこ

とを指示する内容となってございます。

何かこの指示案につきましてご質問等ありますでしょうか。

こちらのほうは、有効期間はちゃんと４月１日から３月末まで。これは報告とかするのがない

ので。

○事務局（佐藤）

報告はありません。

○橋本部会長

35号の案につきまして、よろしいでしょうか。

それでは、ないようでございましたら、この委員会指示第35号の案につきましては、午後に開

催されます日本海・九州西広域漁業調整委員会の本委員会に提案をいたしまして審議をお願いす

るというふうにしたいと思いますが、それで部会の委員の皆さんよろしいでしょうか。

よろしいですか。ありがとうございました。

それでは、この委員会指示の第35号というものにつきましては、この後の本委員会に提案する

こととしたいと思います。

それでは、次の議題ですが、その他ということでございます。議題の（３）のその他について

でございますが、この機会でございますから委員の皆様方から何かございますでしょうか。

どうぞ。

○川越委員

実は、ここの福岡県さんがされているガザミのところの漁場環境の保護ということで、覆砂と

いうことがやられていますよね。実はこの覆砂ということを、今ほかの沿岸漁業の漁場環境の保

全というようなこと、造成も兼ねて試してみようかというふうな動きがあるんですけれども、こ

の覆砂の効果、ガザミなんかは海底に潜られるからそうなんだろうけれども、ほかの海に砂をま

くというんですか、そこらの効果というのはどういうのがあるんですか。ちょっとわかっていれ

ば教えてほしいですけれども。

○橋本部会長

これはどなたが。よろしいですか。
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○事務局（佐藤）

覆砂した後に放流するという効果につきましては、調査はしてございます。こちらにつきまし

ては、現在もどういう効果があるのか引き続き行っておりますが、まだ結論は、まだ出ていませ

ん。調査中ということです。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ほかに、何かございますでしょうか。

覆砂の効果とか、清野委員がお詳しいんではないかというふうに思います。

野村委員。

○野村委員

いろいろ資源が不足してくる中で、こういう現説の中でこういう会議だと思っておりますけれ

ども、何かこれをやってすぐ効果が出るということはないと思います。だから、この前、鹿児島

でもウナギのこと県でもありましたけれども、せめて考え得る要因を一つ一つでも削除していこ

うというのがこの会議だというふうに思っていますので、やはり今やったからこれが全部効果と、

そうしたらこういう会議で全部資源が復活しますよね。しないんですから、現実は。だから、何

が要因なのか、そこら辺を含めてやはりトータル的に見ていくべきなんじゃないかなというふう

に私は思っています。

以上です。

○橋本部会長

達観したすばらしいご意見をありがとうございます。

確かに私も、大学時代から資源をやっていた者としては、資源が減少している要因、増加して

いる要因なんていうのは一つだけではなくて、いろんな要因が多面的にかみ合ってそういう状況

を生んでいるということを考えると、一つの方策だけで資源が全て復活するというものでもない。

例えば、増殖、添加をしながら資源管理、小さいものをとらないと。そういうのを組み合わせで

やらないとなかなか資源動かないと。あるいは、それ以上のことをやらなければいけないかもし

れない。

そういったものも含めて、今後いろんな資源についてできる限りの資源にやさしいような取り

組みが行われるような、ヒントや情報提供とかそういうものでも、今後のご意見としていただき

たいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
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○野村委員

余りとるな、とるなということだと漁業者がいなくなってしまうので、そこら辺の塩梅という

のはやはりよくしていかないと。私は、本当に間違った方向に進むんじゃないかなというような

懸念もある。

例えば私も、イワシも今、一生懸命管理されておりますけれども、イワシは鹿児島、カイコサ

ンがとるときには、私もまだ現役でした。だけど、それだけいっぱいあったイワシも、とってし

まったかというとこれだけもとっていないと、これだけあったらですね。そういう状況だったの

に、いなくなったと。だから、ほかにもやっぱり要因があるんじゃないかというのがあるもので、

こういう話をするんです。

以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。

何か委員として、課長、コメント特段ございますか。もしあれば。

○事務局（熊谷）

最近マイワシが日本海側で非常に増えていると。いろんな定置でもたくさん入っているという

ふうに報告を受けております。一時はどうなることかということがあったと思いますが。

その時々によって、やっぱり漁業という存在もございますし、その中で資源管理をどうしてい

くかということでありまして、この午後の会議でございますが、数量管理というのが万能ではな

く、いろんな手法を組み合わせる中でどうやってその資源を管理していくのが最も適切かという

ことを、やはりいろんな立場から議論していくというのが一番大事じゃないかというふうに思っ

ております。そういった中で、ほとんどの資源というのは、沿岸、沖合、いろんな方々が協力し

て取り組んでいくというのが基本だと思いますので、その手法は、先ほどの野村委員からござい

ましたように、いろんなことの組み合わせの中で、試行錯誤しながら取り組んでいくということ

が基本ではないかというふうに思っています。

そういったベースでも、やはり資源が今どういう状況にあるかということについて常にウォッ

チ、見ていくということが一番重要かなというふうに思っております。

以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ほかに、ございませんでしょうか。ちょうど時間も指示された時間に近づいてまいりましたけ
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れども。

よろしいでしょうか。

じゃ、清野委員。

○清野委員

水産の持っている、試験場さんが持っているデータだとか、あるいはさっき覆砂の話がありま

したけれども、漁業者の方が知っていることがきちんと海に生かされるような場を確保するとい

うのが、今後すごく大事なことだと思うんです。きのうも豊前海の干潟の港湾の話があったんで

すけれども、水産側からもっともっときちんと、どういうふうにすると魚がいなくなるとか困る

とかというのは、今までは余り言ってこなくて、その水産の発言力というのは各県の特に沿岸に

関しては、ほとんど重要な会のときに発言させてもらえないということがございました。

ただ、世の中的には、やっぱり国内の水産資源を徹底して守ろうというような機運が出てきま

して、さっきの砂利だとか河川のダムとか堰とか港湾とかも、やっぱり沿岸漁業がきちんと成り

立っていて、かつ、その沿岸から沖合に出ていく魚のそういう育つ場も守られるということに関

しては、もう社会的な合意がほぼできていると思いますので、もっともっときちんと、水産庁も

各県も水産課もデータを出しながら交渉していただけたらなというふうに思います。

さっきの覆砂の効果に関しても、多分、漁師さんにきちんと聞いてやったらもうちょっと効果

が出たのかなという事情もありまして、ちょっと入れた場所がピントはずれだったとかそういう

のが実際にあるんですね。だから、むしろ普段から漁師さんに、もっともっと海についての発言

の場を確保していただいて、その一種の海の専門家というかコンサルタントとしてきちんと機能

していただけるような場を、行政が確保して差し上げることが大事だと思います。

つまり、国の事務所というと、国交省とかは現場事務所とか河川事務所とかダム事務所とか国

が直接地域の中に事務所を持っているんですけれども、九州のあらゆることを九調さんが一つの

オフィスで抱えられていて、個々の現場を国として応援するという影が見えないんですよ。そう

すると、どうしてもほかの国というのがきちんとフロントに出てくる業界というか世界と、県が

本当に立場がなかなか見えないまま出ていくところだと、水産の場の確保がないですし、そうい

う状態を見て漁業者の方も、何かうちは弱小なのかなというふうに思って寂しくなるということ

だと思います。

だから、さっき鹿児島県のほうからもお話がありましたように、本当に海を知っている自分た

ちが社会に必要とされているし活躍できるんだという場を、やっぱり個々の沿岸の事業とか川と

か港とかのところで国として場を設けて、特に若い人とか指導漁業士とかそういう人に場を与え
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ていただきたいと思います。もちろん代表者の方とか、いろんな協議会とか入られているんです

けれども、もっと若い世代にもそういうワーキンググループとかをつくって、自分たちの海は自

分たちで決められるんだという自信と誇りと、あとほかの世界の人からも漁業者に聞いてよかっ

たと思うような、そういうやり方をしていただけたらと思います。

だから、覆砂なんかやっぱりそういう代表で、本当に海を知っているとか潮の流れとか砂の動

きを知っている人に聞いたところは、覆砂とか藻場だとかそういうのがうまくいくんですよ。で

も、うまく相談しなかったところは、お金を入れたのにうまくいかないとか、逆に砂が流れてほ

かに迷惑をかけたとかあるので、大きい意味での水産政策の話になりますけれども、一つ一つの

現場でチャンスはありますので、ぜひ、九州のように漁業を応援したいという地域ではいい事業

をやっていただけたらと思います。

以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。

○福田委員

今、覆砂の話が盛んに出てきていますけれども、有明海の場合は有明海異変というのが起こっ

たのはご存じだと思います。結論から言うと、流れが遅くなってきたんですね、干潟の。流れが

遅くなってくるので、巻き上げが少ない。それで泥質化がどんどん進んでいる中で、その中で覆

砂をしても効果というのは何年も続かない、せいぜい数年でしょう。こういう覆砂を何回もやっ

ても、全体の環境が変わっている中では永続的に効き目は続かないのではないかと私は思ってい

ます。

○橋本部会長

ありがとうございます。

いろんなご意見をいただきましたけれども、清野委員からは、そういった覆砂のような事業、

いろんな事業をやるに際して、現場を一番知っている漁業者の生きた意見が反映されるような場

というものについて。これは各委員の皆さんも各地に戻られたときに、そういう話を発端として

少しでも進めていただきたいと思いますし、あるいは各県のほうのご努力によるところも確かに

あると思いますし、新しい関係の場合や何か話し合いの場を設定するときにそういうことに流用

して話を進めると、そういうことも必要じゃないかというふうに思います。

確かに、先ほどの有明海の話のように、もう海域全体としてちょっとそういう大きな環境が変

わってきているようなところに対する事業の効果というものも、どういうことをやったら本当に
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この水域に一番効果があるかとか、そういうのも検証しながらやるということ。それから、先ほ

どの清野委員が言われたような、現場を一番知っている者の事業を効果的に進める上での有効な

意見反映ができるような場の設営、そういったものにも留意をする必要があるんじゃないかなと

いうふうには思います。

時間が、ほぼまいりましたので。

それでは、事務局から次の部会の開催予定について、お願いいたします。

○事務局（佐藤）

次の部会につきましては、今後緊急の開催の予定がなければ、本年は９月から10月ごろに開催

したいと考えております。

なお、次回部会の開催日時、場所等につきましては、改めて事務局より委員の皆様に連絡をと

らせていただくことになると思いますので、よろしくお願いいたします。

○橋本部会長

ありがとうございます。

それでは、ちょうどお昼５分前になりましたが、本日の九州西部会、午前中はこれにて閉会を

したいと思います。委員各位の皆様、ご臨席の皆様におかれましては、議事進行への協力あるい

は大変貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

なお最後に、議事録署名人に指名をさせていただきました福田委員、それから森脇委員、この

お二方には、後日事務局からこの部会の議事録が送付されますので、署名をよろしくお願いいた

したいと思います。

それでは、これをもちまして、日本海・九州西広域漁業調整委員会第23回の九州西部会を閉会

させていただきたいと思います。どうも議事進行に協力ありがとうございました。

閉 会


