
日本海・九州西広域漁業調整委員会

第２４回日本海西部会

議事録

平成２７年１１月２５日（水）

水 産 庁



- 1 -

１．開催日時

平成２７年１１月２５日（水）１０：３０～１１：５７

２．開催場所

コープビル 第３会議室

（東京都千代田区内神田１丁目１－１２）

３．出席委員

【部会長】

学識経験者 橋本 明彦

【都道府県海区互選委員】

石川海区 志幸 松栄

福井海区 齊藤 洋一

兵庫海区 吉岡 修一

鳥取海区 生越日出夫

島根海区 肥後 和雄

【農林水産大臣選任委員】

漁業者代表 森脇 寛

漁業者代表 金子 岩久

学識経験者 清野 聡子

学識経験者 安成 梛子
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４．議題

（１）部会長等の互選について

（２）広域魚種の資源管理について

①日本海西部アカガレイ

②日本海西部ズワイガニ

（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

（４）その他
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５．議事内容

開 会

○事務局（原）

おはようございます。

定刻となりましたので、ただいまから日本海・九州西広域漁業調整委員会の第24回日本

海西部会の開催をさせていただきます。

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

して、まことにありがとうございます。

私、５月から事務局でございます境港漁業調整事務所資源課の課長を務めております原

と申します。

部会長が選出されるまでの間、私が進行役を務めさせていただきますので、よろしくお

願いします。座って進行をさせていただきます。

まず、大臣選任委員の漁業者代表の交代がありましたので、ご報告いたします。中川善

文委員が退任されまして、後任として藤田博英委員が選任されております。藤田委員にお

かれましては、本日は都合がつかずご欠席となっておりますので、次回、ご紹介させてい

ただきたいと思います。

続きまして、本日の委員の出席状況につきましてご報告いたします。委員数15名のとこ

ろ、府県海区互選委員の西川委員、大臣選任委員の濵田委員、濱村委員、藤田委員が事情

やむを得ず欠席されております。それから、川越委員のほうですけれども、ちょっと事情

があっておくれてくるというご報告がありまして、そういうことで、結果、過半数を超え

る11名の委員のご出席を賜っておりますので、部会事務規程第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、水産庁から加藤管理課資源管理推進室長、それから水産総合研究センター日

本海区水産研究所の銭谷資源管理部長、上田主任研究員にご出席いただいております。そ

れから、ほかに多数の方々にご出席いただいております。本部会の事務局ですけれども、

４月の人事異動によりまして、当事務所の所長が竹葉から久保寺にかわっておりますので、

お知らせいたします。

それでは、議題に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。本日、お手元

にお配りしている資料は、議事次第、委員名簿、出席者名簿、配席図、資料の右肩上に資

料番号をつけておりますが、資料１－１として「平成27年度資源評価票（ダイジェスト
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版）」のアカガレイ、資料１－２としてズワイガニを用意してございます。続きまして、

資料２－１ですけれども、こちらは「広域資源管理の取り組みについて」、資料２－２が

資源管理のＰＲパンフレット、続きまして、国が行う漁場整備事業であるフロンティア漁

場整備事業の資料としまして、資料３－１、３－２、３－３がございます。

不足等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

落丁等がありましたら、遠慮なく事務局のほうに申しつけください。取りかえさせていた

だきます。

それでは、議事次第に従いまして進めさせていただきます。

議題の（１）ですけれども、部会長等の互選に入らせていただきます。

ご案内のとおり、昨年の部会では部会長及び部会長職務代理者の互選手続を行わずに、

従来の部会長のまま議事がとり行われてしまいました。後日、皆様にご了承いただいてと

り行ったところでございます。

今回は、改めまして、部会長及び部会長職務代理者の互選の手続を行わせていただきま

す。部会事務規程第３条第１項に基づきますと、部会長及び部会長職務代理者の互選につ

きましては、委員が互選するということになっております。どなたか立候補、もしくはご

推選される方がいらっしゃいましたら、ご意見をお願いいたします。

生越委員、お願いします。

○生越委員

鳥取海区の生越と申します。

部会長につきましては、前期に引き続いて橋本委員さんに、また部会長代理には、これ

も引き続き肥後委員さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○事務局（原）

ただいま生越委員のご提案を皆様にお諮りしたいと思いますけれども、いかがでしょう

か。

（「異議なし」の声）

○事務局（原）

異議なしという声をいただきました。ありがとうございます。

それでは、部会長に橋本委員、部会長職務代理者に肥後委員が選任されました。橋本部

会長におかれましては、部会長席までご足労いただきまして、以後の議事進行をお願いい

たします。よろしくお願いします。

○橋本部会長
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ただいま部会長に選任いただきました橋本でございます。

本日は大変お忙しい中、また冷たい雨の降る足元の悪い中、委員の皆様ご参集いただき

まして、まことにありがとうございます。

今般、資源管理の重要性がますます高まっているという中で、日本海西部海域の資源の

回復と漁業の発展というものを念頭に置きながら、日本海西部会の部会長として皆様のご

協力を今後ともいただきながら取り組んでいきたいというふうに思いますので、どうかひ

とつよろしくお願いいたします。

それでは、座って進めさせていただきます。

まず、部会長の職務代理者に就任いただきます肥後委員に一言ご挨拶をいただきます。

よろしくお願いいたします。

○肥後委員

島根海区から互選で選出されております肥後でございます。私は出番がないことを祈っ

ておりますけれども、職務代理の職務を果たしてまいりたいと思いますので、どうかよろ

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。

それでは、議事に入らせていただきますが、冒頭に、後日まとめられます本部会の議事

録の署名人を選出しておく必要がございます。部会事務規程の第11条では、部会長から２

名以上を指名するということになってございますので、僭越ではございますが、私のほう

で指名をさせていただきます。

本日の日本海西部会議事録の議事録署名人としては、府県海区互選委員から齊藤委員、

大臣選任委員からは森脇委員、このお二方に議事録署名人をお願いしたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。

それでは、配付の議事次第に従いまして進めさせていただきます。

最初に、議事次第の（２）の広域魚種の資源管理について、この資源状況あるいは取り

組み状況の説明を最初に行いまして、次に、（３）の国が行う漁場整備事業、通称フロン

ティア漁場整備事業、これについて一部変更ということがあるそうですので、このご説明

をいただくことになっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、議題（２）広域魚種の資源管理でございます。

本部会の所掌でございます①の日本海西部アカガレイ、それから②の日本海西部ズワイ

ガニ、この資源状況について水研のご担当からそれぞれ説明をいただいて、資源状況の説
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明が終わった後に、この両魚種の広域資源管理の取り組み状況というものを事務局から説

明いただくという手順で進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、日本海区水産研究所資源管理部の銭谷部長さんから、まず日本海西部アカガ

レイの資源状況について概略を説明お願いいたします。よろしくお願いします。

○銭谷部長

おはようございます。日本海区水産研究所の銭谷でございます。

アカガレイについて、私のほうから説明させていただきます。

とりあえず、座らせていただきます。

資料といたしましては、資料１－１というものでございます。平成27年度資源評価票

（ダイジェスト版）というものがございます。これは水産庁のホームページ等にも既に公

表されている資料でございます。

アカガレイにつきましては、その生物特性として、寿命が20歳という非常に長寿命であ

るということが１つの特徴であると思います。

続きまして、漁業の特徴について簡単に説明させていただきます。

本資源の９割以上が沖合底引き網と小型底引き網で漁獲されております。中でも、沖合

底引き網の１そうびきが全体の４から６割を占めているということで、さまざまな資源評

価の判断材料に１そうびきのデータが使われていることになります。

それから、漁獲の動向です。そこに図が出ておりますが、海域別の漁獲量ということで、

ちょっと年代が短いですけれども、91年から出ております。92年の2,281トンを最低とい

たしまして、95年から2005年の10年間で3,500トン前後と、2008年以降は5,500トン前後で

推移しております。2014年は5,637トンというような値となっております。

海域別に見ますと、やはり石川以北に比べて福井以西、日本海西部海域と呼ばれるとこ

ろの漁獲が多いということになります。

続きまして、資源評価の方法です。日本海全域におきます沖底１そうびきの、皆様がよ

く提出されております漁獲成績報告書から求めた資源密度指数という資源状態を示す指標

でございまして、それをもとに資源状態を判断しております。また、新たに子供がどれだ

け加入してきたかという新規加入量調査というもの、その状況も一応考慮して資源状態を

推察しております。

それでは、実際の資源状態ですが、下にあります図の左側のほうが資源密度指数の1979

年から2014年までのデータを示したものです。高位、中位、低位というように三分割され

ております。三分割は、このデータが集まっておりました最高の値が30という値ですので、
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それを三等分しまして、10が中位と低位の境、20が中位と高位の境というふうに判断して

おります。それで、2015年のデータを見ますと、高位のところに増加しております。それ

から、直近５年、2010年から14年の推移から、動向は増加というように判断しております。

それから、その図の右側のほうなんですが、新規加入量調査ということで、これは２歳

魚のときの調査船によって得られたデータの値を示しております。例えば2003年、折れ線

グラフの図の青いところが非常に大きい値になっております。こう卓越年級があったと思

われますが、これ以降、何回か小さな山はあったんですが、最近年はちょっと大きい山が

見られていないということになっております。それで、この2003年にあった大きな山をも

とにして、資源がどんどん回復していったと思われますが、先行きを考えますと、やや不

安なところもあるというふうに判断しております。

それで、管理方策のほうですが、資源の水準は高位とございまして、また本種は20歳と

いう長寿命であるということで、新規加入量は極めて少ないということもありますが、一

応高位の水準であるということで、1.0という値のパラメータを掛け、2014年の漁獲量と、

それから資源密度指数の３年間の増減をもとに1.09という値を掛けて、2016年のＡＢＣは

6,100トンというような値を提示させていただいております。

それから、漁獲量についてはデータの不確実性等がございますので、安全のために0.8

掛けにしたものをＡＢＣのターゲットといっておりますが、それは4,900トンという値と

いうふうに提示をしております。

アカガレイにつきましては、以上ということなります。

○橋本部会長

ありがとうございました。

日本海西部アカガレイの資源状況についてご説明がございました。

久しぶりに部会で、資源水準が多いあるいは増加という状況をお聞きしましたが、2013

年以降、加入魚が若干少ないということから、油断はできないような状況もあると。

何か資源状況のご説明に対して、質問等ございますでしょうか。

よろしいですか。

それでは、続きまして、日本海区水産研究所の上田主任研究員から、日本海西部ズワイ

ガニの資源状況についてご説明をよろしくお願いいたします。

○上田主任研究員

ただいまご紹介いただきました日本海水産研究所の上田と申します。ズワイガニのほう

の説明をさせていただきます。
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資料としては、資料１－２に、平成27年度資源評価票（ダイジェスト版）というのが配

付されていると思います。そちらから説明したいと思います。

ズワイガニは、まず成長の図を地図の右側に載せておりますが、アカガレイほどではな

いにせよ非常に長寿命であるという種です。

グラフの中に数字が書いてあると思いますが、これが生まれてからの脱皮回数を示して

います。雄だと脱皮回数が12回目と13回目の脱皮、甲幅だと約10センチ以上ですね。雌だ

と11回目の脱皮した成熟した雌というのが水揚げ対象になると。ですから、これまで成長

するまでに、横軸に年齢と書かれておりますけども、少なくとも８年以上は生まれてから

水揚げされるまでにかかっていると、そのようなとられ方をしている種であります。

漁業の特徴ですけども、今回この会で対象とするＡ海域でありますけども、とられ方と

してはほとんどが沖底または小底でとられていると。一部カニかごによる漁獲もあります

けども、これで漁獲されております。

漁期が決まっておりまして、11月６日から３月20日、雌だと１月20日まで、そのほかに

もサイズ制限であったり、あと、自主的に初産の雌のアカコを水揚げしないようにすると

か、航海当たりの漁獲量の上限を設けるなどの自主規制が設けられております。

続きまして、漁獲量の動向です。グラフとしては、次のページの左上の漁獲量のグラフ

がそれになります。この青いほうがＡ海域、今回対象とする漁獲量です。1970年より以前

では、もう１万5,000トンに迫るような漁獲量があった時期もありましたけども、70年以

降に急激に減少しまして、1990年には2,000トンまで減少しました。その後は2007年まで5,

000トン程度まで増加しておりましたが、その後、近年は再び減少しておりまして、2014

年の暦年ですとこのＡ海域では3,300トンという漁獲量でした。

また、この系群は日韓暫定水域もありますので、そちらでは韓国が漁獲をしておりまし

て、このグラフに載っている韓国の漁獲量の一部が日韓暫定水域のものであると考えられ

ております。そのトレンドもこのＡ海域の、特に西部のほう、隠岐諸島周辺の漁獲動向と

非常に似ておりまして、2007年をピークに下がっているというような漁獲の状況でありま

す。

続きまして、資源評価の方法ですけども、まず資源水準を判断するためには長期間のデ

ータということで、沖合底引き網の漁獲成績報告書から求めた資源密度指数という指標を

用いて判断しております。そのグラフは、次の３ページの上から３段目のＡ海域と書いた

高位、中位、低位と書いてあるグラフがそれになります。1970年からのデータが示してあ

りますけども、漁獲量と同じように70年に入って急激に減少して、90年ごろまで減少し続
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けておりました。そちらが2006～7年ごろまで増加傾向にありまして、その後はやや減少

して横ばいぐらいなかげんで今まで続いているということです。

この図に示してありますとおり、この資源密度指数が一番高かった1970年とゼロの間を

三等分したところを高位、中位、低位といたしまして、それに基づいて水準を判断すると、

2002年以降、Ａ海域の資源水準は中位となっております。

続きまして、資源動向の判断ですけども、それにつきましては、トロール調査をこの日

本海西部で140調査点で行っておりまして、それに基づいた資源量の動向から判断してお

ります。資源量のグラフは、３ページの一番左上のグラフです。青い線が資源量を示して

おります。この資源量ですけども、99年以降調べられておりまして、2007年まで増加傾向

にありましたが、その後、2008年に大きく減少しまして、その後、増減ありますけども、

緩やかに減少しているという状況です。

この結果から、資源動向を判断するんですけども、資源動向は直近の５年の推移から判

断しております。それに基づきますと、2011年から15年の資源動向としては横ばいという

判断をしております。したがいまして、資源水準は中位で、資源動向は横ばいというのが

Ａ海域の資源の状況であります。

また、雌の親魚量、雌ガニの量も求められておりまして、その図が今の資源量のグラフ

の下、縦軸に漁期後親魚量と書いたグラフですけども、それが雌ガニの量です。こちらも

資源量とおおむね似た推移なんですけども、2007年が一番多くて、2008年に大きく減って、

その後増減ありながら、おおむね横ばいであるというところです。

Ａ海域では、これ以上親魚量が減らないように管理をすべきというＢlimitというもの

を設定されておりまして、そのＢlimitが2,400トン、この赤い点線で示してありますけど

も、2015年の親魚量、かなり少なかったんですけども、このＢlimitはかろうじて上回っ

ておりまして、2015年の親魚量は2,500トンということでした。

というところまでが、これまでの資源状態であります。

ＡＢＣを算定するんですけども、その際には、今後の資源の動向というものも加味して

おります。今後の資源の動向というのは、トロール調査から推定した水揚げ対象よりも小

さい小型のカニがどれぐらい多いか少ないのかと、そういうことを基準にしております。

それについてはこのダイジェスト版の中には詳しい図などはないんですけども、2008年

に資源が大きく減って以降、その小型のカニも割と少ない状況が続いていたんですけども、

ここ３年間ぐらいは３年前ぐらいに小型の２～３センチのカニが割と多いというのが見え

始めて、去年はそれが４～５センチぐらい、ことしは６センチ大が割と多いという状況が
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ありました。それが脱皮して、今、漁期が始まっておりますけども、約８センチ以上ぐら

いになっているんじゃないかと思われます。それらが来年の漁期には脱皮して、徐々に漁

獲加入をしてくるというような状況にあります。

そういった今後の漁獲加入が少しよくなるという状況を加味して、資源評価ＡＢＣを算

定すると、現状の漁獲圧、最近３年ぐらいのとり方を続けた場合でも、若干ですけども、

今後５年間では資源や親魚量がふえるというような状況となっております。

それに基づきまして、2016年のＡＢＣを算定しております。ＡＢＣの表は３ページと４

ページにまたがっておりますけども、主なところを説明すると、４ページのほうの一番上、

現状の漁獲圧の維持というところです。これは、この３年間の漁獲を続けた場合というよ

うなとり方をした場合ですけど、それだと2016年のＡＢＣは3,400トンです。また、その

下に2014年の親魚量の維持というのがあります。これはまさにそのとおりで、2014年の親

魚量を５年後も維持できるようなとり方をする場合です。そういうシナリオに基づいた場

合には、2016年のＡＢＣは3,800トンということになっております。

というところが、このＡ海域の資源評価の結果となっております。

また、今後のＡＢＣ以外の管理方策としましては、ズワイガニは大型のみを水揚げしま

すが、そうでない小型のものが網に入ってしまって混獲死亡しているというような状況も

ありますので、それらを減らすことができれば、より今後の加入がよいというものを生か

すことができるというように考えております。

以上でズワイガニの説明を終わります。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ただいま日本海西部のズワイガニの資源状況についてご説明がございました。

ただいまの資源状況について、何かご質問等ございますでしょうか。ありましたら、よ

ろしく。

川越委員、どうぞ。

○川越委員

資源状況のことなんですけど、私ら現場のほうから見ていると、水温にも多少ズワイガ

ニに影響があると。なぜかというと、水温が高目のときは浅いほうにいる。そして、年々

温暖化かどうかわかりませんけど、海洋環境の変化で少しずつ今漁期なんかは割合水温が

高い。すると、浅いほうに行って、なかなか深いほうにカニが出ないというような状況が

現場としては想定されるんです。
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そういう中で、やはりこの資源量を維持しようと思ったら、カニはある程度深いほうに

出ていって移動してもらわないとなかなかふえていくとかということがない。どうしても

浅いところにいると漁獲圧が強いというような関係で、ことしの漁期を見ていると、若干、

今言われたような資源評価で、我々としては加入量がふえることには期待はしているんで

すが、実際はなかなか浅いほうから深いほうにカニが移動しない。というのは、水温が多

少影響しているんではないかなと、なかなか例年よりは１度ぐらい高い。

そういうことによって、カニは高温時というか水温が高いときには、夏とかがそうなん

ですけど、非常に浅いほうに生息をしている。それがなかなか深いほうに移動しないとい

うようなことで、浅いところでの漁獲圧が強いと、非常に、ことしの状況を見ているとと

っちゃうというか、そういうことが危惧されているわけですけど、そういう水温とカニの

移動というようなことでは、何かしらそういう調査研究はあるんですか。

○上田主任研究員

その水温との関係ですけども、まず、深いほうと今言われましたけども、深いほうの水

温というのは日本海というのは極めて安定しているというのが一つあります。水深300メ

ートルより深くなるとほぼ１度未満というところ、そこにたくさんカニもいるわけですけ

ども、今お話がありました浅いほうですけども、浅いほうは水深200メートル、またそれ

より浅くなりますとそれよりも水温が高くなります。それに関連する調査ですけども、特

に隠岐諸島よりも西のほう、浜田沖冷水が年によってちょっと浅めだったり深目だったり

するというようなこともありますけども、それを考慮しまして、それ以前は調査は水深20

0メートルより深いところでしかしていなかったんですけども、2011年からその浜田沖中

心に水深200メートルよりも浅いところの調査もやっております。180メートル、一番浅い

ところで160メートルの調査もやっております。そういう海域にはどういうカニがいるか

というと、ご存じとは思いますけども、水揚げ対象よりも小型のものですね、そういうも

のがたくさんいます。その量というのは、確かに水温分布と若干関係があるんじゃないか、

まだちょっとデータがたくさんはないんですけども、関係あるんじゃないかなという感覚

的なものとしてはあります。

ですから、その浅いところの調査をもう５年やっていますけども、これは今後も続けて、

この浅いところのカニの量、これをちゃんと把握して、それがどのように加入していくの

かということもちゃんととらえて、資源評価に反映させていくということを今後やってい

きたいというふうに考えております。

○川越委員
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言われるとおりで、現場の状況を見ていますと、９月とかの高温時のときには非常に浅

いところ、190メートルとかに雄ガニが揚がっている、そういうような状況で、我々とし

ても非常に資源を憂う中で、やはりそういうときの近年の水温の上昇傾向を見たときに、

カニの移動が非常になかなか深場に出ていかないと、浅いところに漁場が形成されるとい

うことになると、やはり浅いところで資源がいるということになると、非常に漁獲圧が強

い。どうしても深いほうになると、若干のいろんなそういうリスクは軽減されるんですけ

ど、浅いところにいるとどうしてもとっちゃうというような状況が想定されるわけで、そ

ういうような水温の状況によってカニの移動がどういうふうな動向があるのかということ

が、もしもまたこの先あわせてわかるなら、それに向かってのこの先の自主管理の規制措

置も強化しなければならんというのが、ことしなんかは特にそういう意味で、まだ漁期が

始まって１カ月はならんわけですけど、なかなか漁場の形成を見ていると、そういうよう

なことが感じられて、そこらのことも今後のトロール調査、定点で140カ所はされている

んだけど、そこらも若干工夫をしていただければ何かしらまたわかるんではないかなと思

いますので、よろしくお願いします。

○上田主任研究員

データはこれからも蓄積されていきますので、そういう浅いところの未熟な個体の資源

状況というのをもっとしっかり把握できるように進めていきたいと思っております。

○橋本部会長

ありがとうございました。

川越委員からは、現場の現状も含めた大変貴重なお話をいただきました。

資源のそういう水温とか、深度別の知見がさらに深まって、今後このズワイガニの資源

管理にさらに生かせるようなことを期待いたしたいというふうに思います。

ほかに何か資源で、はい、どうぞ。

○肥後委員

これはお願いなんですけれども、ズワイの今いただいているこのデータだけではなかな

か非常にわかりにくいところがありまして、データとしては雌、雄別々にこれを示すこと

がもし可能であれば、そういうデータとしてこの場に提供していただくことができれば、

特にズワイの場合は雌と雄とで別々に見たほうがいろんな意味でわかりやすいんではない

かという気がいたしました。これはできればということでお願いでございます。

○橋本部会長

ありがとうございます。
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データとしては示すことはできるんでしょうか。

○上田主任研究員

はい、資源評価自体は雄と雌、また雄はカタガニとミズガニ別々に資源量を計算してＡ

ＢＣを出すという作業をしております。これはダイジェスト版ですけども、ダイジェスト

じゃないほう、資源評価報告書の詳細版というんですけども、そちらのほうにはミズガニ、

カタガニ、雌と別々に資源量が出ております。

ちなみに、このダイジェスト版は確かにそこまで細かく分けていないんですけども、こ

としから先ほど雌の親魚量という、Ｂlimitに近いというようなお話しましたけども、そ

れに関しては雌ガニの量でして、これはことしから載せた図でありまして、一応、雌だけ

は別に示しました。しかしながら、カタガニとミズガニは一緒になって示しているという

のがあります。

ダイジェストなのでどこまで細かくここに載せられるかという部分があるんですけども、

どのように可能か、今後検討したいと思います。

○橋本部会長

ありがとうございました。

これホームページのほうには、詳細版も並んでいつもアップされているんでしたよね。

○上田主任研究員

はい、そのとおりです。現状では、ことしの資源評価結果はダイジェスト版のみが載っ

ている状況で、例年３月ぐらい、年度末には詳細版のほうも全て公表されるという予定に

なっております。

○橋本部会長

よろしいですか。

それでは、ほかに何か資源状況についてご質問等ございますでしょうか。

はい、安成委員。

○安成委員

資源状況は日本のほうはわかるんですけれども、ここに韓国の漁獲量があって、そこに

2005年、2006年の漁獲量が高いんですが、韓国の暫定水域の資源の情報というか、そうい

うものというのは共有されているのか、手に入っているのかというようなことがあれば、

実際はどうなっているのか、その努力はされているのかも含めてお聞きしたいと思います。

○上田主任研究員

韓国の情報なんですけども、詳しいものはないという、得られていないというのが実際
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のところです。

こちらに韓国の漁獲量として載っているものは、これは韓国の統計が、これはインター

ネットで公表されているものでもありまして、それは把握できるんですけども、このうち

のどこでとっているかという情報がわからないんですね。暫定水域でとっている部分もか

なりの割合占めているとも思われますし、一方で、朝鮮半島、韓国東岸ですね、そちらも

カニの漁場がありまして、そちらでもとられていると。漁獲量については、どこでどれぐ

らいとられているかという情報まではわからない、トータルしかわからないという状況で

す。

○安成委員

情報交換の場もないんですか。

○銭谷部長

情報交換の場は確かにあるんですけれども、カニについてはなかなか韓国側からそのよ

うな情報が提出されていないというのが現状です。これは、なかなか対外的な交渉事なの

で、我々科学者としてはちょっと歯がゆいところではあります。

○上田主任研究員

ちなみに、暫定水域の資源状況ということであれば、このＡ海域の資源量推定を行って

いるトロール調査、これについては日韓暫定水域の中でも行っております。特徴的なのは、

韓国は雄しかとらないわけですけども、雄ガニの水揚げサイズ、甲幅が９センチ以上のも

の、それがもう非常に少ない、ほとんどいないということがわかっております。

ですから、想定されることは、小型のカニが大きくなってきて水揚げサイズになった後

に、かなりな相当高い漁獲圧でとられているんじゃないかということが想定されます。

○橋本部会長

要するに、それ以上に甲幅が大きくなっているカニが出てこないということなんでしょ

うか。

○上田主任研究員

そうですね。恐らく、このトロール調査結果から推察すると、９センチを超えてきた年

にミズガニのうちに大半がとられてしまっていて、成長でいいますと９センチより大きく

なって、それが12回目の脱皮をしたサイズになって、もう１回脱皮で13齢となります。そ

れがこのＡ海域ではことしもよりブランド化が進んで、非常に高いブランドもつくられて

おりますけども、高いんですけども、そういうサイズまでに至らないうちにほとんどとら

れているんじゃないかというようなことがトロール調査結果から考えられます。



- 15 -

○橋本部会長

韓国の漁獲方法は、主体はやっぱり底引きなのですか。

○上田主任研究員

刺し網とかごですね。

刺し網が最近特に多いんじゃないかと思われますけども。

○橋本部会長

安成委員、よろしいですか、そういう情勢で。

ほかに、この資源状況についてご質問等ございますでしょうか。

はい、森脇委員。

○森脇委員

このズワイガニなんですが、ことし当初出漁したときには、境港の話なんですが、新聞

等で結構よくとれましたという話が載っていまして、最近、現場に出て仲買の人に聞いた

ときに、ことし余り水揚げがなくて高いんだよという話を聞いたんですが、この資源量と

いうのは、ことしは例年のトレンドとして下降気味なのか、中位ということなんですが、

ことしは何かそういうことを言っているんですけど、それは確認というか、今後の話にな

るんですか、確認されていますか。今後それがまた回復、とれていくのか、あるいはこの

ままとれないよという話になっていくのかということなんですが、その辺は後の話になる

んですかね。

○上田主任研究員

私のほうで把握しているのは、まだ11月、漁期も始まったばかりで現場に近い方のほう

が私よりもずっと詳しい情報をご存じだと思うんですけども、今のところ、ことしは割と

天気がよいみたいで、出漁回数としては比較的例年に比べると多目なんじゃないかなとい

うようなところまでは聞いております。

ただ、どこの場所でとか、１回の水揚げですごく多いとか、１網でとれる量が多いとか、

そこまでの情報は特に聞いておりませんで、恐らく全体で見るとことしは去年、去年は余

りとれなかった、少なかったんですけども、去年並みじゃないかなというふうに考えてお

ります。

ですから、割と出漁日数が多いというような傾向はあるんじゃないかと思いますけども、

資源が特に多いというようなのは特に私のほうでは聞いておりませんし、そういうのはな

いんじゃないかと思います。カニの多い場所というのは必ずありますけども、全体として

見た場合には、ことしはまだ多いとは言えない年じゃないかと思います。
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○森脇委員

ことしはとれないという話で、余りとれなくて値段が高いという話を聞くんですけど。

○上田主任研究員

場所によってはカニの少ない場所も、去年まではとれていたのにことし行ったらとれな

いなんという場所もそれはあると思いますし、逆に、ことしはとれるというような場所も

あるかもしれません。

あと、値段が高いという部分では、ロシアからの輸入制限による輸入の減少が去年は12

月から始まったわけですけども、ことしは初めから少ないというような状況もありますの

で、そういう輸入との関係もあって値段が上がっているというのもあるのではないかと思

います。

○橋本部会長

よろしいですか。

何かニュースで見ましたけど、一番ガニの競りか何かで去年の数倍の値段がついたズワ

イガニがたしか取引されていたと思います。まだ、これから主漁期だと思いますので、あ

る程度の量と落ちついた価格で推移していけばいいなというふうには思っています。

資源状況について、アカガレイのほうでもよろしいですけど、よろしいでしょうか。

それでは、よろしければ２種の資源状況については終わりまして、続きまして、同じ議

題（２）の広域魚種の資源管理について、これは２魚種とも日本海西部アカガレイ、それ

から日本海西部ズワイガニ、この広域資源管理の取り組みについて事務局のほうから説明

をよろしくお願いいたします。

○事務局（桝田）

境港漁業調整事務所の桝田と申します。よろしくお願いします。座って説明させていた

だきます。

日本海西部アカガレイ、ズワイガニの広域資源管理の取り組み状況について、要点を説

明いたします。

お手元の資料２－１をごらんください。

日本海のアカガレイ及びズワイガニは漁場の重複が広く、沖合底引き網漁業及び小型底

引き網漁業の主要な漁獲対象魚種であることから、それらの資源管理を一体的に取り組ん

でまいりました。

平成14年から平成23年度を計画期間とした日本海西部あかがれい・ずわいがに資源回復

計画では、漁獲努力量の削減措置等に取り組み、資源回復計画終了後も資源管理、漁業安
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定収入対策に基づく資源管理指針、資源管理計画体制においても関係府県等が連携して参

画しております日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資源管理検討協議会が同様の資源

管理を継続して取り組んでおります。

これをまとめたものが、資料２－１の下のフローチャートの体制になります。ここまで

の状況は昨年もこの場でご説明させていただいたとおり、特に変わりはございません。

資料をめくっていただきまして、広域資源管理に係る会議として、日本海西部あかがれ

い・ずわいがに広域資源管理検討協議会、それと関連会議といたしましてＴＡＣ関係のズ

ワイガニ特別委員会を挙げさせていただいております。

２の資源管理措置の取り組み状況としまして、資源回復計画以降も継続的に取り組まれ

ているものを一覧表にまとめております。この一覧表のほかに、ズワイガニの雌ガニ及び

ミズガニについては、関係府県及び業界間の協定などを通じて操業の実態に応じた自主的

な規制にも取り組んでおります。

今後も、これまでの成果や取り組みを後退させることなく、適切な資源管理を実施して

いきたいと考えております。

３の資源管理の取り組みの広報活動といたしまして、各府県及び関係団体が、漁業者が

取り組む資源管理についてパンフレットやインターネットを通じてＰＲしております。前

回の部会におきまして分離漁獲型底引き網、すなわち改良網の導入について兵庫県及び鳥

取県の沖底の取り組みを紹介させていただきました。ズワイガニ禁漁期間における改良網

の使用は、ズワイガニの混獲死亡を効果的に抑制するのみならず、漁獲目的のアカガレイ

の魚体が混獲されたカニの甲羅によって傷つけることなく、鮮度が向上すること、船上で

の選別作業も短縮されるというメリットがあります。

この改良網に係るＰＲ状況ということで、資料２－２に各府県のパンフレットというこ

とで添付させていただいております。石川県、福井県、京都府につきましては、資源回復

計画時から改良網の導入に取り組んでおられまして、漁業者に改良網の使用が完全に定着

しております。一般向けに作成されたパンフレットによって、その取り組みをＰＲしてお

ります。改良網導入後間もない兵庫県及び鳥取県につきましては、漁業者向けに作成した

チラシによって改良網の使用を促進する取り組みを行っているところであります。

以上で、簡単ですが、説明を終了いたします。ありがとうございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ただいま事務局のほうからアカガレイとズワイガニの広域資源管理の取り組み状況と、
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あと、事例としまして、資源管理に取り組んでいるような各県ごとのＰＲのパンフレット

等の説明がございました。

この取り組み状況につきまして何か質問等ありましたら、お伺いしたいと思います。

清野委員、どうぞ。

○清野委員

今の資料２－２でご紹介いただきまして、一般の方にも漁業者の取り組みがよくわかる

ような資料、各県工夫していただいてありがとうございます。やっぱり本当にこういう身

近なところから広報いただくことが重要だと思いますので、それについてはこの委員会で

も随分議論しておりましたが、進めていただきありがとうございます。

それがひとつお礼でございます。

もう１点、きょうの議論を聞いていて思いましたのは、割と資源安定とか、低位化しつ

つも危機感みたいなのは以前に比べて余り何かこの会議で、もっと前はかなり大変だとい

うことで現場からも参考のご意見を述べられる方をお呼びしたりしておりましたが、何か

そのあたりというのは最終的には、先ほどのいろんな委員からのご意見もあってまだまだ

課題があるんだと思うんですけれども、もう一歩、近年の努力によって上向いているのか、

それともやっぱりさまざまな危機というのはまだまだあるので、まだまだ緊張感というか

それをいただいたほうがいいのか、そのあたりはいかがでしょうか。ちょっともう一回総

括的にしていただければと思うんですけれども。個別の話は先ほどからずっと伺っている

んですけれども、努力もされているし、情報も部分的ではあるんですけど、かなり向上は

していると思うんですが、ちょっとその緊迫感のことについて教えてください。

○橋本部会長

それは、この部会の対象魚種であるアカガレイ、ズワイガニについてということでよろ

しいですか。

○清野委員

そうです、この２つですね、特にズワイガニに関してはですね。

○橋本部会長

特にズワイガニに関して。清野委員からは、比較的今、ほかの部会の魚種に比べると資

源状況の評価のよい魚種について、これが近年の努力によってそういう状況になっている

のか、あるいはそういう資源状況ではあるけども、もうちょっと緊張感を持って今後資源

管理に取り組んでいったほうがいいのか、一般的にどういうような情勢かと、そういうこ

とでよろしいですか。
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○清野委員

そうですね、特に海外との調整とか、各県でのある程度レベルのそろった対応について

は随分議論があったところだと思います。

○橋本部会長

これはどちらのほうに。

○久保寺所長

ご質問いただきましてありがとうございます。

並んでいらっしゃる委員の方は、もっとたくさん言いたいことがおありになると思いま

す。現場は非常に緊張感を持って対応しております。

それで、ズワイガニは資源が横ばいだというお話がありましたけども、決して我々楽観

視をしているわけではございません。楽観視をしていないので、こういうＰＲで現場で不

断の努力をしているということもありますし、それから後ほどご説明ありますけども、漁

業者の方がみずから魚礁を入れて、それを進めていくということで、魚礁を入れれば当然

網を引けなくなるわけですから、それだけ厳しくなるわけですけども、さらにそういうこ

とを進めていこうということで、一言で言うと、非常に緊張感があり楽観視はしていない

し、状況は非常に厳しい状況だということだと思います。

○橋本部会長

清野委員。

○清野委員

近年ですと、この資源評価票はダイジェスト版とかあるいは詳細版でネットでも読める

ようになって、多くの人がアクセスされるので、何かそのあたりが読み方ですね、わかる

人はいいと思うんですけども、なかなかそのグラフの読み方であるとか、端的に言って、

例えば資料の１－２の２ページにあるような、Ａ海域、Ｂ海域で横ばいで中位とか、それ

からそういうふうに割とわかりやすいビジュアルになっているところを見てしまうことと

かが多いんだと思うんですね。本当は、もっと細かいグラフの読み方とか、そういうとこ

ろが、やっぱりいろんな解析手法によっても違うと思いますけれども、より一般にわかり

やすいといいと思うんですが。

とにかく、こうビジュアルになっているこの部分が見られるわけです。そうすると、何

かもう大丈夫なんじゃないのみたいな話になってしまうので、今後ですけれども、何かこ

ういう資料の２－２なんかも添付資料でもっと公開していただきながら、今ご紹介いただ

いたような、やはり依然として緊迫しているということだとか、あと、消費者の方もそう
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いう意味でカニのサイズなんかも気にしていただきながら消費していただくようにとか、

何かこうもう１段階ブレイクダウンした情報提供をいただくと、業界とか消費者も何を頑

張ったらいいのかというのが見えるかなと思います。

水産庁のホームページの資源管理の部屋については、前よりかは随分わかりやすくなっ

たと思うんですけども、もう１段ぜひご努力をお願いできればと思っております。

○橋本部会長

ありがとうございました。清野委員からは毎回貴重なご意見をいただきまして、ありが

とうございました。

単にビジュアルで大変わかりやすいものだと、それだけ見て納得してしまって、本当は

緊張感を持って仕事を進めているんだけど、そういう何が課題なのか、今こういう状況だ

けど、今後さらにこういうことをしていかなきゃいけないんだというのも、何か同時に伝

わるような、要するに一般の人が見てもわかるような形での表現を今後、すぐにはいろい

ろ変えられないとは思いますけども、そういった形での広報の一環だと思いますけど、検

討していっていただけたらというふうに思います。

よろしいですか。

○清野委員

はい、ありがとうございます。

○橋本部会長

ただ、こういう各県で特産品のＰＲのパンフレットと同時に、こういった資源管理の取

り組みも一緒にこういう形でＰＲしているというのは大変よいことだと思いますですね。

それでは、ほかに何か取り組み状況について。

森脇委員、どうぞ。

○森脇委員

資源管理をやっているということで事例をここに挙げてもらったんですが、兵庫県と鳥

取県の網のことなんですが、実際、ここに書いてあるこの資料なんですけど、これは現在

の分なのか、あるいはちょっと前の分だよというのか、現在のものだとしたらどれぐらい、

皆さんがもう既に全船がこういう網を使用されているのか、あるいはまだ半ば、途中なの

で改良網を使ってくださいと書いてあるのか、その辺をお伺いしたいんですけど。

○事務局（原）

兵庫県と鳥取県のこの改良網の導入につきましては、全船沖底は導入したということで

ございます。全船導入したのは平成26年ということなんですけれども、実際、現場でいろ
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んな沖底によって操業状況が違ったり、ねらう魚種によって網を変えますので、その辺で

この改良網が100％というか、その使用率が高い状況ではないというところで、こういっ

たチラシを使ってもっと使うようにという広報活動をやっているところです。

○橋本部会長

ということですが、よろしいですか。これは沖底がということですね。

ほかに取り組み状況について。

はい、川越委員。

○川越委員

広域の資源管理ということで、次の３番目の議事とも関連性があるんですが、実は、国

の直轄でフロンティア事業、魚礁造成をやっていただいております。その中で、９月、10

月とかいうことで、保護育成礁の周辺の操業を自粛するというような一つ一つでの魚礁の

中で協定を決めますが、この先、森脇委員が今の意見の前に言われたことで、資源状況

等々を見ていると、必ずや12月になると、何かしらもう一段の自主規制の強化というもの

をしなければならないというふうに私は見ております。

という中で、この鳥取、兵庫というところで21カ所等々あるわけですが、そこらの漁業

者に対してどうしてもそこらを県ごとに協定をするときに任す、そういうようなきらいが

あるわけですが、やはりそこらをもう少し強度にすべきだというような、そこに、境港漁

調がいるわけですが、さっき森脇委員が言われたようなことで若干心配することがある。

そこらで９月10月と言わずに、もうやはりこれは周年すべきだとかいうような新たな提案

を広域資源管理の中でしていくべきだと実は私は思っておるんです。

そういうことで、確かに改良網のことですが、最近は非常にこの９月、10月の部分での

改良網の使用のウエイトはあるわけですが、そのカニの漁場における改良網の使用という

のはなかなか一部のところの漁業者であって、９月、10月は浅場での魚ねらいということ

で、そんなに使用頻度が多くないということだし、ここに書かれているような取り組み状

況と言われて書かれているだけでなしに、もっと多くの漁業者同士の自主規制の管理措置

がとられております。そこらももう少し丁寧な書きぶりであらわしてほしいというふうに

思いますので、よろしくお願いします。

○橋本部会長

ありがとうございました。

委員からはこの取り組み、ここにまとめられている簡単な表現だけでなく、もっと現場

で緻密に行っているような取り組みもあるので、そういったものも反映されるようにとい
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うご意見でございます。

それでは、時間も大分進んでまいりましたが、資源管理の取り組み状況についてはよろ

しいでしょうか。

それでは、次の議題に移りたいと思います。

次の議題につきましては、（３）国が行う漁場整備事業（フロンティア漁場整備事業）

についてでございます。

議題（３）のこの事業については、水産庁漁港漁場整備部整備課、田中上席漁港漁場専

門官のほうから説明をよろしくお願いいたします。

○事務局（田中）

フロンティア漁場を担当しております水産庁整備課の田中でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。座って説明をさせていただきます。

この本議題につきましては、平成19年度に策定をいたしました日本海西部海域におけま

す特定漁港漁場整備事業計画につきまして、漁港漁場整備法第19条第４項に基づく変更と

公表をするに当たりまして、この委員会のご意見を求めるものでございます。

資料の３－１をごらんいただきたいと思います。横向きの資料でございますが、まず、

本事業の概要と整備内容の変更についてご説明をさせていただきます。

この事業は、日本海の西部海域におけますアカガレイとズワイガニ資源の保護増大を図

るために、兵庫県沖から島根県沖にかけまして、この中央の図で緑色の線で囲んだエリア

でありますけども、その中で保護育成礁、現在のところ21群を整備するということで平成

19年度から事業を開始しているところでございます。

この図中の黒い点、これが現在の計画であります21群でございまして、この一つ一つが

この図の資料３－１の右下にありますが、２キロ四方に保護するエリアを形成するためブ

ロックの設置等を行っているものでございます。

今回は、この21群に対しまして11群を新たに追加するということで、この中央の図であ

ります赤色で示している点でありますけども、これを追加いたしまして全体で32群整備す

るために、これに伴いまして計画事業費が当初65億円でありましたものが137億円、そし

て工事の完成年度が28年度から５年間延長いたしまして平成33年度とすることから、この

計画の変更をするものでございます。

変更内容につきましては、この資料３－１の赤字で示しております。

続きまして、資料３－２と３－３をごらんください。

今回変更いたします特定事業計画のそのものについては、この資料の３－３として配付
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をさせていただいておりますけども、大部でありますので計画変更書のポイントと現計画

からの主な変更点を、この３－２に基づきましてご説明をさせていただきます。

まず、１番目の変更理由でございますが、アカガレイ、ズワイガニの漁獲量、これは依

然減少傾向にあることから、さらなる資源回復を図る必要がございまして、今回新たに11

群の追加整備を行うこととして、この計画の変更を行うものでございます。

また、３の変更後の施行に係る区域及び工事に関する事項の（２）につきましては、先

ほど述べましたとおり、計画工事種目としまして、但馬沖で２群、赤碕沖で２群、隠岐北

方沖で５群、浜田沖２群の計11群の保護育成礁を追加することとしております。

また、工事の完了予定年度でございますが、平成28年度から５年間延長いたしまして、

平成33年度といたします。

また、４の変更後の事業費に関する事項でございますが、計画事業費につきましては11

群の追加に伴う増加、並びにこれまでの整備に係ります工事の資材単価、あるいは労務単

価等の上昇に伴う増額等も合わせまして、変更後の事業費を137億円とするものでござい

ます。

また、５の変更後の効果に関する事項でございますが、事業費の増加やあるいは完了予

定時期の変更に伴いまして、費用対効果分析、これを最新の知見データに基づきまして再

計算をし、その結果、変更後のＢ／Ｃは1.56ということになってございます。

その他の項目につきましては内容等の変更はございませんが、水産業や地域の情報に係

るデータ、記述については最新のものとなるように更新を行っているところでございます。

以上、簡単でございますが、本委員会にご意見を求めます特定漁港漁場整備事業計画変

更書（案）の概要でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ただいまフロンティア漁場整備事業についての計画の変更、保護育成礁の整備、それか

ら計画事業費の増加と、事業期間の５年間の延長ということについてご説明をいただいて

おります。

この説明につきまして、何かご質問等ございますか。

はい、川越委員。

○川越委員

フロンティアについて２点ほどお聞きしたいということがございます。

まず１点、今までのフロンティア事業でまだ21カ所全て完成はしておりません。という
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中で、一部の魚礁をつけたことによって、まずその付近の底質図が変わるというようなこ

とは想定をされておりますか、底質が。

それから、もう１点、我々としては追加で11群をやっていただけると、まして国の直轄

だということで非常にありがたいわけですが、ここに出ているように、何かもう前例踏襲

で四角張った２キロ２キロの正方形だということで、今話をしている中でいろんな分割案、

例えば同じ平米数であっても小さい、例えば今、案の中で500ｍ×500ｍ、４分割したよう

なもので形を変形にするというようなことで、いずれにしても魚礁をつける位置がとにか

くカニの生息が多いと見られるところに設置するわけですから、そういうふうな、何でも

漁業者サイドとしてはもう一工夫してくれというようなことで、確かに今費用がかかった

りと、高くなっているということがあって、漁業者サイドは何も今までどおりそんなに中

まで詰めなくてもいいんじゃないかと、きちっと外枠を囲っておれば中は間引いてもいい

んじゃないかというようなことは都度都度言っているわけですが、そこは十分承服はして

いただいていると思うんですが、そういうことで、せっかく大きな62億円もまだ追加する

ということであれば、十分ここは漁業者の思いと、資源量もなかなか厳しい状況でござい

ますので、我々はありがたいことではあるが、やはりもう一工夫した魚礁設置をしていた

だきたいと。

そして、確かに公共工事ですからいろんな絡みはあるでしょうけど、必要でない中の部

分まではもう工事費は削減して、間引いて外枠だけはきちっと囲むというようなことも一

つの工夫ではないかと思うし、何もこの２キロ、２キロにこだわらなくても、同じ平米数

ならそれを分割した変形型のブロックというんですか、というようなことでの場所によっ

てはそういう工夫をした設置の仕方をしていただきたいというふうに考えておりますので、

まず２点、よろしくお願いします。

○事務局（田中）

まず、ご質問としてありました底質が変わるかということについて、基本的に保護育成

礁のブロックを設置することによって海底の地盤自体の性状が極端に変わるということは

想定されないのかなと思います。

ただ、水中カメラの映像などを見ますと、ブロックを設置した周りというのが非常にふ

かふかの状態になっていたりというようなことは映像の中で見てとれますので、例えばそ

ういう堆積物などが積もりやすくなっている状況は想定はされますが、データという形で

我々はその状況をまだ把握はしてございません。

２点目の、保護育成礁の施設の配置であるとか大きさについて、いろいろ漁業者の方か
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らのご意見ということをよく聞いていただきたいというお話がありました。

私ども、定期的に話し合いの場というものを設けさせていただいておりますし、先ほど

お話しのありました21群のうちの今まで16群は完成をしてございます。まだ工事中のもの

も５群ございます。そして、今回新たに11群を追加するということで、その中の施設のど

ういう形でのブロックの配置をするのか、どういうものにするのかについては、よく話し

合いの場などでのご意見を頂戴しながら、一方で、施設のちゃんとした保護育成礁の効果

が得られるのか、あるいは事業のコストの問題もございますので、そういったものを加味

しながら検討をさせていただきたいと。

いずれにせよ、しっかりご意見は伺いながら事業を進めてまいりたいと思っております。

○川越委員

情報として、実は、赤碕沖の第６保護礁だったかなというところで、以前は非常に泥深

い場で漁業者は引きづらかった。そこに非常に漁礁をつけていただいた。近年はその付近

が非常にこう泥深くはなくなっているというような状況があるものですから、先ほどの質

問をさせていただきました。

やっぱりこういう底生の魚類というのは、泥深いということが味にしても成長にしても

いいわけですし、何かしら今後もいろんな効果等々を調べていただくときにＲＯＶであり、

いろいろやられるでしょうが、またそういうこともわかってくれば公表していただきたい

と思います。

○橋本部会長

よろしいですか。ありがとうございました。

このほかに。それでは、どうぞ。

○肥後委員

今、漁場造成から既にかなりの年数がたちまして、水産庁のほうでは委託調査で効果調

査も実施されているというふうにお聞きしておりますけれども、今までで造成後の漁場の

調査をされた結果がどういう状況であったかというようなことを教えていただきたいと思

いますし、そういうものはまた資料として公表していただくと非常にいいのではないかと

思うんですけど、いかがでしょうか。

○事務局（田中）

本事業につきましては、平成19年度から着工しまして、既に完成した群が16群あるとい

うのは先ほど申し上げました。その中で、整備が完了してから一定年数経過したものにつ

いての小型のトロール等を用いた調査結果から、直近の平成26年度の結果からでは、保護
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育成礁の中とその影響の及ばない一般海域との間で、アカガレイでの生息密度が3.6倍、

あと、ズワイガニの生息密度については2.5倍というふうな結果が得られております。

これは全体の平均をしておりますけども、調べた各群ごとの調査結果もございますので、

提供することは可能だというふうに考えております。

○橋本部会長

よろしいですか。

それでは、清野委員。

○清野委員

１つは、水産基盤整備の全般の問題というか、社会的な何か指摘と、それから漁業の現

場がどんどん疲弊する中で、基盤整備のほうとの思う差が目立って見えているという中で、

今後どうするかというのはすごく大事だと思うんですね。

それで、魚礁に関しては結構研究者のほうからももっとモニタリングの強化だとか、あ

るいはそういうモニタリングした中から先ほどご指摘が出たような次の技術開発につなが

るヒントというのがあるはずなので、それを現場の技術開発と事業に投入するサイクルを

早くするべきだという意見はあるんですね。水産工学会とか水産とかいろんなところで議

論はされていると思うんですけれども、やっぱり型式が決まってそれが走ってしまうとい

うこととか、それを一度使うとなかなかモデルが変更しにくいというところがあって、そ

こをぜひそのフロンティアということで直轄でやっていただいているので、いいものにし

ていただくと、またほかのものにもいい影響があるんじゃないかと思います。

モニタリングに関しては、やはり結果をどういうふうに見せていくかというのと公開す

るかというのはぜひリアルタイムに、その漁場を使っていらっしゃる方にご相談を、され

ていると思うんですけども、もっと密度を高くしていただくとともに、同じような意見と

いうのは本当に全国あるので、そこの方針を少し見直して、見直しというか改善していた

だくといいのかなと思っております。

具体的にいうと、意見を聞くというだけではなくて、今漁業者の方の位置づけ自体を多

分変更していかないと、いろんな意味でもたないんだと思うんですね。それは、漁の方と

いうよりも海のエキスパートとして知っていらっしゃることを本当にこう教えてもらうと

か、共同開発してもらうということで、利用者とか漁業の方という以上にもっとそこを位

置づけし直して、一般的に魚礁の設計のときに実験水槽とかシミュレーションとかでされ

ると思うんですけども、現海域に置いたときのさまざまな環境の変化とか、水産増殖の効

果については地元にかなり情報も知恵もあることが多いと思うんですね。
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何を言いたいかというと、この魚礁に関しての漁業者の参加と技術開発のサイクルにつ

いて、こういった機会をもとに進めていただけたらなと思っています。

このズワイに関しては本当に全国でもここの海域のこのフロンティア事業は注目されて

いるので、そこでまた仕事の仕方の新たな展開を見せていただくと、また全国でも積極的

な参加だとか導入につながると思いますので、ちょっと厳しいことも言いましたけれども、

ぜひご検討いただけたらと思っております。

○事務局（田中）

ご指導ありがとうございます。

一般的な漁場整備の考え方について、我々は数年前には水産環境整備という考え方を取

り入れて、それの心というのはＰＤＣＡサイクルをこの漁場整備の中には取り入れていく

んだということを考え方としては打ち出しております。

ただ、国が行っているこのフロンティア漁場整備のほか、地方公共団体がやっています

事業のほうがウエイト的には多いのが実情です。

そういった中で各地域のそれぞれの取り組みに温度差があるのは実態であろうかと思い

ます。そういった中で、例えばモニタリングの充実に関しては、これまで整備をした後の

効果調査というのは地方公共団体がみずからの費用でやる必要があったということで、非

常に財源的な限りが十分できていなかったと。これが、数年前から一部の事業については

モニタリングも国庫補助の対象としてやれるようになりまして、そういった意味では、実

施する割合、件数というのはふえてきているというふうに考えております。

また、漁業者の参画という面に関しては、当然、個々の事業計画を策定する段階では現

場レベルでの意見交換とかそういったものをさせてもらってご意見を酌み取って計画を立

案しているというふうに考えておりますけども、例えば藻場の消失、磯焼けに対する対策

をするには、そういった藻場が生えるための基盤を入れた後に、ウニとかを駆除するよう

な手入れをしていかないとなかなか海藻というのが発生してこないというのは言われて久

しいわけであります。

そういった活動をやるにはやはり漁業者のご理解とご協力というのは不可欠であります。

そういった枠組みをつくった上で、そういう藻場対策、磯焼け対策を今進めているという

ことで、すべからくの事業はそういう仕組みになっているかという段階には至っていない

ところもあるかもしれませんけども、そのようなモニタリング、漁業者の方のご協力と参

画については、そういう取り組みは今進めさせていただいているところでありますので、

今後ともその考え方に基づいて対策は進めていきたいと考えております。
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○橋本部会長

清野委員。

○清野委員

細かい話でよろしいですか。今、そういう形で随分魚礁のＰＤＣＡサイクルとかモニタ

リングについては政策を進められたということで、改めてご紹介いただきまして、ありが

とうございます。

それをもうちょっと、要するにこういうことができるようになりましたよという提示と、

そういう情報を現場も知ってぜひチャレンジしてみたいということで、補助事業も含めて、

ああ、こういうメニューがあるんだったらもっと話をする場を活性化するような協議会の

設置だとか、あるいは絵と設計の技術者の参加とか、あるいは協働で漁協さんと特許をと

ろうとか、何かもうちょっと、せっかくつくっていただいた水産基盤整備がよりいい方向

性を、何か現場が導入しやすくなるような接点のような枠組みをつくっていただくとあり

がたいのかなと思っております。既にあるのかもしれないですし、特にきょう議論があっ

たようなご指摘に関して、ぜひ次回ぐらいまでに何かどんなふうな方法があってというの

があれば、非常に全国の模範となるんじゃないかなと思いました。

○橋本部会長

さまざまなご意見、貴重なご意見を含め、ありがとうございました。

そのほかにこのフロンティア整備事業について。

はい、志幸委員。

○志幸委員

ちょっとお聞きするんですけれど、聞いておられる中の皆さんが、ＰＤ何やらサイクル

というのは、どういう意味なんですか。私、わからんものはやっぱり聞くことにしている

んですよ。

○事務局（田中）

大変失礼しました。

計画を立案する、そして実際に仕事を進める、そしてそれが例えば漁場整備を例にとり

ますと、漁場整備の計画をつくります、実際に整備をしています、その中で新たに新しい

ことがわかれば、あるいはモニタリングの結果がわかれば、そこで得られた知見を次の整

備に生かしていこうというような……

○志幸委員

わかりました。私、時計を見ながらしゃべるものですから、すみません。
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私、皆さんの意見を聞いていると、この魚礁については物すごく、これは私はもう次の

世代に移していくべき問題かなと思っておるんですよ。これは水産庁、もうちょっと予算

をつけながら、それとこうやって聞いておると、私ここに十数年出てくるんですけれど、

初めは皆さんこれを重要視されておらなんだ。そして、この前「クローズアップ現代」、

そこにカニの問題も言われておりました。そして、きょうカニのこれを見たって、初め１

万数千トン、たった10年か20年でこれだけ減少する。これはやっぱりカニ、私は「クロー

ズアップ現代」、しょっちゅう見ているんですよ。皆さんとお会いするまでの間の中

で、この中で３つも４つも参考になることがあった。玄達の問題、福井のことは言われま

すけれど、あの問題も漁業者の方々、俺は海底を初めて見たわという漁業者、漁業者って

それだけやっぱり海流、潮流、それらのいろんな問題、私も四十数年日記を書いていま

す、潮流、海流の問題、それを頭の中に水温とか全部そういうものはあります。

カニだって私は二十数年底引きをやっておりましたけど、これだけ減少するわけないん

ですよ。だけど、三千数百トンのカニがそのままずっと流通しているんですよね。それは

なぜこれだけ残っておるかというと、やっぱり魚礁だと思うんですよ。総体的に、今細か

いことを言いませんけど、もう少し水産庁もこの魚礁のことに頑張っていただきたいと思

うんですよ。

これは、一つ言えば、何を言いたいかって、これは日本の財産なんですよ。今、200海

里問題どうのこうのっていって、中国は今あそこにあれしておる。ああいう問題も考える

と、今こうやってみたって私たちは、私は漁業するんじゃない、次の世代に移していく人

たちがこの魚礁のためにどうやって生活できるような様式になるか、皆さん、そういうよ

うなものを考えながら、今、鳥島とか太平洋には全然これをやっていないと思って見たん

ですよ。200海里なんか、もう少し日本は予算をかけて水産庁に頑張っていただいて、必

ず海流その他は全部変わるんです。

皆、こういう細かいことをしないで、今、これも何年かかっておるか知らんけど、この

会議に出てきて、初めからずっと聞いておって、意見の相違も全然だんだん皆さんやれよ

やれよということで、川越さんなんか押しに押しまくっておる、皆さん。長崎、石川県、

それから太平洋もひとつ、これを水産庁の総額の予算にしてもいいくらいな事業だと思う

んです。

一応そういうことで頑張ってください。漁民には話を聞かなくてもいいと思う。やっぱ

り皆さんは専門家ですから、専門家のやり方でやってください。

以上です。
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○橋本部会長

志幸委員から大変な力強い事業に対する応援演説……

○志幸委員

そうなんですよ。あんた方はあれやけど、俺は商売をやっているのは巻き網だけ、子供

のときから好きで漁師をやっていますから。おかげさまで水産庁が栄えておるときのサ

ケ・マス、それで何十年とやってきたから。あれが日本の水産の一番原点だと思うんです。

水産庁と手を組んでいろいろなことをした。そして、今後また次の世代に移していきたい

なと、そう思っております。魚礁は頑張ってください。

以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。

このフロンティア漁場整備事業については変更の説明があったわけですが、総括いたし

ますと、やはりこういう大規模な魚礁の整備事業ということで、次の世代に活用できる漁

場整備事業として極力現場の漁業者の意見、それから技術開発のスピードを生かして、固

定化しないような技術開発として、どんどん生きたものとして漁場整備を進めていってほ

しいと、そういうご意見が多数であったというふうに思います。

ほかによろしいですか。もうそろそろ時間が迫ってきましたが、もしよろしければ、こ

のフロンティア漁場整備事業の変更ということについては、この日本海西部会として異存

がないというふうに本委員会のほうに報告をしたいと考えますが、それでよろしいでしょ

うか。いないですね、よろしいですね。

ありがとうございます。

それでは、この本事業計画の変更については、まず部会として異存ない旨決定したとい

うことを、本委員会の場でもう一度報告をさせていただきたいと思います。

それでは、次に、最後の議題、（４）その他でございますが、委員の皆様からその他と

して何かご発言ございますか。

それでは、ないようですので、最後に事務局から、次のこの日本海西部会の開催予定に

ついて説明をよろしくお願いいたします。

○事務局（原）

次回の部会につきましては、今後、部会長を初め委員の皆様のご都合をお聞きしながら、

本委員会との兼ね合いも見ながら改めてご案内いたしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。
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○橋本部会長

わかりました。

ただいま事務局から説明がありましたとおり、次回の部会の開催につきましては日程調

整の上、通常でしたらまたこの来年の同じ時期ということになると思いますが、改めて委

員各位のほうにご連絡を差し上げたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、これをもちまして、第24回日本海西部会を閉会させていただきます。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と、大変貴重な資源

管理に関するご意見をありがとうございました。

なお、冒頭にお願いいたしました議事録署名人につきましては、齊藤委員それから森脇

委員、このお二人におかれましては、後日事務局よりこの日本海西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ます。

それでは、これをもちまして西部会を終了させていただきます。

委員の皆様、本当に長い間ご苦労さまでございました。また、午後の本委員会もよろし

くお願いいたします。

閉 会


