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１ 開催日時

平成２６年３月１９日（水） １２：５９～１３：５２

２ 開催場所

都道府県会館１０１大会議室

（東京都千代田区平河町２－６－３）

３ 出席委員

【会長】

学識経験者 橋本 明彦

【都道府県海区互選委員】

山口県 上野 知昭

福岡県 本田清一郎

佐賀県 杠 学

長崎県 大久保照亨

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 金子 岩久

漁業者代表 濵田 憲志

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

学識経験者 清野 聡子

４ 議 題
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（１）部会長等の互選について

（２）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

（３）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

（４）その他
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○事務局（佐藤）

それでは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第25回九州

西部会を開催いたします。

私は、事務局で九州漁業調整事務所の佐藤といいます。よろしくお願いいたします。

本日は、大臣選任委員の安成委員と海区互選委員の野村委員が事情止むを得ずご欠席されてお

りますが、委員定数17名のうち、定足数である過半数を超える15名の委員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。

また、本日は本年２月28日で部会長の任期が終了した後、初めての九州西部会の開催となりま

すので、部会長が選出されるまでの間、議事進行を務めさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。

それでは、事務局より本日出席をいただいている研究者の方をご紹介いたします。

独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究所から青沼亜熱帯資源管理グループ長でご

ざいます。

○青沼グループ長

よろしくお願いいたします。

○事務局（佐藤）

また、水産庁と事務局の出席者についてもご紹介させていただきます。

まず、水産庁管理課の加藤資源管理推進室長でございます。

○加藤室長

よろしくお願いします。

○事務局（佐藤）

同じく管理課の城崎課長補佐でございます。

○城崎課長補佐

よろしくお願いします。

○事務局（佐藤）

それから、事務局の九州漁業調整事務所の丹羽所長でございます。

○丹羽所長

よろしくお願いいたします。
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○事務局（佐藤）

それから、同じく九州漁業調整事務所の藤尾資源管理係長でございます。

○事務局（藤尾）

よろしくお願いします。

○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。

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

それから本日の部会でご説明をさせていただく資料が、資料１－１、資料１－２、資料１－３、

資料２－１、資料２－２でございます｡

配布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

申し出ください。よろしいでしょうか。

説明の途中でも、資料に落丁等がありましたら、その都度、お手数ですが事務局にお申し出い

ただければと存じます。

それでは、ただいまより議題に移ります。

議題（１）の「部会長等の互選について」でございます。部会長及び部会長職務代理者の選任

につきましては、九州西部会事務規程第３条に基づき、委員の皆様の中で互選をしていただきた

いと思います。どなたかご推薦等のご意見はございませんでしょうか。

大久保委員、お願いします。

○大久保委員

長崎の大久保でございます。私は部会長に学識経験者の橋本委員を、部会長の職務代行に福岡

県の本田委員をご推薦したいと思いますので、皆様方のご同意があれば幸いと思いますので、ど

うかよろしくお願い申し上げます。

○事務局（佐藤）

ありがとうございました。

ただいま大久保委員から、部会長に橋本委員、部会長職務代理者に本田委員とのご推薦のご発

言がありましたが、いかがでしょうか。

（拍手）

○事務局（佐藤）

ありがとうございました。

それでは、部会長に橋本委員、また、部会長職務代理者に本田委員が選任されました。



- 5 -

それでは、以後の議事進行につきましては、橋本部会長にお願いしたいと思います。

橋本部会長におかれましては、部会長席までご足労をお願いいたします。

○橋本部会長

ただいま委員の互選で推薦をいただきました橋本でございます。よろしくお願いいたします。

この九州西部会におきましては、議題にもありますとおり、トラフグ、マチ類、それからガザミ

の３つの広域資源管理、この取り組みが行われているところでございます。

九州西部海域の資源の回復と漁業の発展を念頭に置きながら、九州西部会の部会長といたしま

して、委員の皆様方の協力をいただきながら、引き続き職務に取り組んでまいりたいというふう

に考えますので、どうかまた引き続きよろしくお願いいたします。

部会長の職務代理者に就任いただきます、本田委員に一言だけ御挨拶をお願いしたいと思いま

す。

○本田委員

ただいま、皆様から部会長職務代理者としてご推薦をいただきました、福岡県の本田でござい

ます。部会長不在の場合の職務代行ということですので、部会長不在の際には、その職を滞りな

く遂行できますように努めてまいりますので、皆様方のご協力を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、今回大臣選任委員のお二人がかわっておられますが、金子委員と濵田委員が新たに

選任をされております。

恐縮でございますが、本日ご出席をいただいている金子委員と濵田委員から一言ずつ御挨拶を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○金子委員

東洋漁業の金子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○濵田委員

大祐漁業の濵田と申します。大中型まき網漁業を営んでおります。何分初めてのものですから、

なれない面もあるかと思いますが、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。

それでは早速議事に入らせていただきますが、後日まとめられます、この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。本部会の事務規程第11条により、部会長の私から２名以
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上を指名するという手続になっております。僣越ではございますが、私のほうで指名をさせてい

ただきたいというふうに思います。

海区互選委員から、沖縄県の山川委員、農林水産大臣選任委員からは、就任いただいて早々で

申しわけないんですが、金子委員、このお二方に本日の部会の議事録署名人をお願いしたいと思

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、早速でございますが、議事次第に従いまして、進めさせていただきたいと思います。

議題の（２）番に移りたいと思います。（２）は「広域資源管理の取り組み状況について」と

いうことでございます。

事務局から、本部会に関係いたします「九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理方針」、そ

れから「南西諸島海域マチ類広域資源管理方針」、それから「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きまして、報告、説明をいただきたいと思います。

それでは、まず初めに「九州・山口北西海域トラフグ」について、事務局から説明をよろしく

お願いいたします。

○事務局（藤尾）

九州漁業調整事務所の資源管理係長の藤尾でございます。よろしくお願いいたします。説明は

座ってさせていただきます。

それでは、お手元の資料１－１をごらんください。

九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理方針に基づく平成25年度の取り組み状況でございま

す。

まず、（１）といたしまして、１に広域資源管理方針の実施措置について記載がございます。

（１）の漁獲努力量の削減措置、①といたしまして、休漁期間の設定、対象海域は右に書いてあ

るように、ＡからＥ海域を対象としております。

３ページ目をご覧いただけますか。３ページ目の別表１に、ＡからＥ海域までの海域の定義、

続きまして４ページ目に、それを図式化した、ＡからＥ海域の図を載せておりますので、この辺

もあわせてご覧いただければと思います。これらの海域を設定いたしまして、漁法と期間別に休

漁を実施しております。それらの実施期間は表に書いてあるとおりの休漁期間を設定しておりま

す。

②番目、小型魚保護といたしまして、一部海域ではございますが、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の再放流を実施いたしております。

③番目といたしまして、総トン数５トン以上のトラフグはえ縄漁船は、県ごとに承認隻数の上
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限を設定いたしまして、広域漁業調整委員会の承認、また、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を実施しております。

12月末現在のトラフグはえ縄漁船の承認及び届出隻数は２ページ目の参考１にとりまとめてお

ります。すみません、ここで資料の訂正ですが、資料１の届出隻数の県ごとの合計です。68隻に

なっているのですが、これを69隻に訂正ください。隣の64隻を65隻、この２カ所の訂正をお願い

いたします。

それで、資料参考１のところでございますが、承認隻数が185隻、届出隻数が69隻の計254隻に

なっておりまして、昨年よりも30隻ほど減少しております。再び１ページ目にお戻りいただきま

して、ただいまご説明しました、①から③の漁獲努力量の削減措置につきましては、日本海・九

州西広域漁業調整委員会指示の第33号及び第34号をもちまして、その実効性を担保しております。

（２）番目の「資源の積極的培養措置」でございますが、関係県によるトラフグの種苗放流を

実施いたしました。資料があちこち行って申しわけないのですが、２ページ目の参考２のところ

に、平成25年度のトラフグ種苗放流実績、これは県ごとの放流実績でございますが、放流尾数、

サイズ、放流場所、放流時期、あとは標識です。標識の種類をとりまとめたものを記載しており

ますので、後ほどご覧いただければと思います。

平成25年度につきましては、関係県で約165万尾の種苗放流を実施しております。今後も引き

続き適地への放流、適サイズの放流、健全な種苗を放流することによりまして、放流の効率化を

図りながら、資源の回復を進めていくことにしております。

関係県の漁業者の方々、県の方々には大変な努力をいただいているところでございますが、引

き続きよろしくお願いいたします。

また、再び１ページ目に戻っていただきまして、（３）漁場環境の保全措置のための取り組み

といたしまして、佐賀県におかれましては、成育場の環境改善といたしまして、海底耕耘、清掃

を実施しております。また、山口県、福岡県、長崎県の３県におかれましては、投棄漁具等を回

収する海底清掃を実施しております。

表の下のその他といたしまして、①「トラフグ親魚の標識放流」につきましては、山口県がメ

ス親魚の生態を把握するための標識放流を実施いたしております。

続きまして、②でございますが、こちらについては、昨年の11月の広域漁業調整委員会でご説

明をいたしましたので、省略しますが、平成24年度の漁模様を載せております。

続きまして、ページが飛ぶんですが、５ページ目、６ページ目でございます。今年度の広域資

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とりまとめております。現行の広域資源
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管理方針の実施期間が平成25年度で終了いたしますので、平成26年度以降の取り組みについて、

関係県で検討し、引き続き広域資源に取り組むということで話がまとまりましたので、平成26年

度以降も引き続きトラフグの広域資源管理について実施していくということになりました。

平成26年度以降の広域資源の取り組みにつきましては、７ページ目をご覧ください。九州・山

口北西海域トラフグ広域資源管理方針の概要でございます。８ページ以降に広域資源管理方針の

本体の内容を記載しておりますが、今回は概要版、７ページの資料で説明させていただきます。

まず、目標に、資源の現状及び広域資源の管理の必要性でございますが、平成26年度以降の広

域資源管理の必要といたしまして、日本海・東シナ海・瀬戸内海系群トラフグの資源につきまし

ては、複数県の漁業者が利用管理するトラフグ資源の維持回復の取り組みを図ってきたところで

ございますが、依然として低位水準で減少傾向にあるため、引き続き関係漁業者、県、研究機関

及び国が連携しながら、資源管理に対する取り組みをする必要があるということでございます。

目標につきましては、トラフグの資源回復に向け休漁、産卵親魚や小型魚の保護に取り組んで

きているところでございますが、資源は依然として低位減少傾向にあるため、引き続き漁業経営

の影響等を考慮しながら、資源管理の取り組みについて、短期的には資源量の維持を目指し、中

長期的には平成18年漁期の水準まで資源量を回復させるということを目標としてこれから取り組

んでまいります。

対象漁業種類としては、トラフグはえ縄漁業、４番目の広域資源管理のための取り組みのため

に講じる措置につきましては、引き続き漁獲努力量の削減措置といたしまして、休漁期間の設定、

全長制限、操業の承認及び届出、資源の積極的培養措置、漁場環境保全の取り組みを実施してい

くということとしております。

実施期間は平成26年度から28年度の３カ年とし、その管理方針の内容につきましては、必要に

応じて見直しを行うということとしております。

漁獲努力量の削減措置につきましては、その実効性を担保するため、広域漁業調整委員会指示

を行うこととしております。

なお、日本海・東シナ海・瀬戸内海系群トラフグの資源の状況は依然として悪いということか

ら、本系群にかかわるトラフグの資源の状況や漁獲実態、今後の資源管理の方向性につきまして

は、水産庁本庁、関係漁業調整事務所、関係県等が連携・協力しながら資源の回復に向けた検討

をしていくということとしております。

取り組みについては以上でございます。

○橋本部会長
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ありがとうございました。トラフグにつきましては、本年度までの資源管理方針の時期が本年

度で一応区切りになって、また新たに来年度から３カ年の広域資源管理方針という取り組みに移

っていくという説明でございました。

何かただいまの説明につきまして、ご質問等があれば承りたいと思いますが。

よろしいですか。基本的には今までの取り組みと変わってはいないというふうに、新しい来年

度からの取り組みも説明があったとおりでございます。

それでは、よろしければ、次の南西諸島海域のマチ類の広域資源管理方針の取り組み状況につ

いて、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局（佐藤）

それでは、資料１－２をご覧いただきたいと思います。

南西諸島海域マチ類広域資源管理方針に基づく平成25年度の取り組み状況でございます。

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の保護区の設定としまして、周年

保護区を４区、期間保護区13区の計17区を設けまして、マチ類の保護を実施しております。

小型魚の保護の取り組みとしましては、②に記載しておりますが、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、漁場移動を実施と。それから、その他としまして、ハマダイ

については、漁獲可能な時期においても専獲を控えることとしております。

それから、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

区を設けまして、マチ類の保護区を実施しております。

小型魚の保護の取り組みとしまして、②のとおり、小型魚保護のため、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、あるい

は釣り針の水深の変更を実施。あと沖縄県におきましては、③の公的担保措置としまして、保護

区の設定につきまして、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指示を発

出していただいております。

２ページ目でございますが、こちらは鹿児島県の17カ所、沖縄県の５カ所、計22カ所の保護区

を図面に落としたものでございます。

それから、３ページ目でございますが、こちらは沖縄海区漁業調整委員会指示を添付してござ

います。

４ページから６ページでございますが、これは今年度、現時点まで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。

マチ類もトラフグと同様、現行の広域資源管理方針の実施期間が平成25年度で終了いたします
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ので、平成26年度以降の取り組みにつきまして、関係者間で検討し、平成26年３月６日のマチ類

広域資源管理検討会議の中で、引き続き広域資源管理に取り組むということとなりました。

平成26年度の広域資源管理の取り組みについては、概要でご説明をさせていただきます。

７ページをご覧ください。マチ類の広域資源管理の必要性としまして、南西諸島海域における

マチ類４魚種の資源水準は、これまでの取り組みにより、資源の維持回復を図ってきましたが、

依然として低水準であるということで、平成26年度も引き続き関係漁業者、関係県、研究機関及

び九調等が連携協力する取り組みが必要であるとしております。

目標につきましては、対象資源の水準は低位で、資源動向は横ばい傾向にあり、また、マチ類

は成長が遅く、南西諸島海域全体の取り組みの効果発現には長期間を要するということから、今

後も保護区の設定等により、資源量の維持・回復を図ることとしております。

また、資源回復のために講じる措置としまして、周年または保護期間の設定、鹿児島県は19区、

こちらは前回よりも２区ほど増設しております。また、沖縄県につきましては、５区を設定、こ

れは前年度と変わりませんが、一部区域におきましては、他の漁業種類との関係がありまして、

若干保護区域は縮小しておりますが、現行どおりの５区でございます。

鹿児島海域及び沖縄海域では小型魚の保護、鹿児島海域の保護区ではハマダイの専獲を控える

こととしております。

続きまして、実施期間ですが、マチ類におきましては、平成26年度から30年度の５カ年としま

して、こちらも広域資源管理方針は必要に応じて見直しを行うということとしております。

漁獲努力量の削減措置の実効性を担保するために、沖縄県におかれましては、平成26年度で既

に、３月14日の沖縄海区漁業調整委員会において、委員会指示が発出されております。

本方針の本体につきましては、８ページ以降に添付しておりますので、後ほどご覧いただけれ

ばと思います。

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。この南西諸島海域のマチ類についても、本年度で一応取り組みの期

限が来ますので、26年度からまた新しい広域資源管理方針に移ると。若干の保護区の変更等を含

んだ新しい方針でございます。

何か今の説明につきまして、ご質問でもご意見でもよろしいですが、ございませんでしょうか。

このマチ類については、実施期間は新しい方針は５カ年で、先ほどのトラフグはたしか３カ年

だったんですが、何か違いがありましたか。
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○事務局（佐藤）

こちらは関係漁業者と関係県等とで協議をしまして、その中で、トラフグにつきましては、３

カ年で必要に応じて見直しを行っていきましょうと。マチ類につきましては、５カ年で必要に応

じて見直しをしていきましょうということになっております。

○橋本部会長

ほかに何かご質問等、ございませんでしょうか。

清野委員、どうぞ。

○清野委員

マチ類の沖縄海区漁業調整委員会指示を拝読しますと、保護区でひき縄づり以外の漁法により

水産動植物を採捕してはならないとございます。これは設定しても、こういう委員会指示を出さ

れて、実際に違反する人の監視とか、そういうものはどういうふうにされているんでしょうか。

現場のことを知らなくて、教えていただけたらと思います。

○山川委員

今のところは県と国との取締船で監視をしているんですが、そういった違反操業はございませ

ん。ただ、今、いろいろと問題になっている中国のサンゴ船がそういったマチの資源管理水域で

もって、サンゴの操業をしているという、それが大きな、今、問題になっているんですね。地元

ではそういった違反は今のところはございません。

○橋本部会長

よろしいですか。

○清野委員

国内ではそういうふうに、せっかく守られているので、国際的にも傷めないように、何か協力

していただけるような体制になるといいと思います。ありがとうございました。

○橋本部会長

ほかにございませんでしょうか。

よろしいですか。

それでは、３つ目の（１）の③の有明海のガザミの広域資源管理の取り組み状況について、事

務局からご説明をお願いいたします。

○事務局（藤尾）

資料１－３をご覧いただきたいと思います。

有明海ガザミ広域資源管理方針に基づく平成25年度の取り組み状況でございます。
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まず１ページ目でございますが、（１）に漁獲努力量の削減措置、①といたしまして、産卵機

会確保のため、採捕された黒デコと言われる抱卵ガザミの再放流等を行うこととしておりまして、

その保護を実施しております。

②番目といたしまして、小型のガザミを保護するために、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につきましては、再放流をするという取り組みを実施しております。

③番目といたしまして、本広域漁業調整委員会の指示第35号に基づきまして、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

ザミの保護を実施いたしました。

有明海において、たも網その他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

年度からは遊漁も規制の対象となっておりますので、（４）その他にありますとおり、関係県に

おいて、マリーナ、フィッシュアリーナ、釣具店、関係漁協等にリーフレットを配布いたしまし

て、広域資源管理方針の取り組みについての周知を実施しているところでございます。

また、広域漁業調整委員会指示期間中には、関係県の協力をいただきながら、漁業者、遊漁者

に対して指導、取締を実施しております。

今後とも関係県の協力を得ながら周知の徹底を図るとともに、広域漁業調整委員会指示の内容

が守られるように、指導、取締を行っていきたいと考えております。

また、資料１の（２）のところに戻っていただきまして、資源の積極的培養措置といたしまし

て、関係県によるガザミの種苗放流を実施いたしました。下の参考のところに、平成25年度の各

県ごとのガザミ種苗放流状況を記載しております。放流尾数、サイズ、放流場所、放流時期、標

識についてとりまとめておりまして、関係県の合計で約441万尾の種苗放流を実施しております。

（３）の漁場環境の保全措置といたしまして、福岡県においては覆砂を実施しております。

１枚めくっていただきまして、裏側ですが、有明海ガザミ広域資源管理方針に基づく広域資源

管理検討会議及び漁業者協議会等の開催をとりまとめております。

なお、先ほどトラフグとマチ類については広域資源方針が今年度で終了するので延長しますと

いうご説明をいたしましたが、ガザミにつきましては、来年度、平成26年度いっぱいが現在の取

り組み期間の実施期間となっておりますので、来年度１年をかけて、27年度以降の取り組みを協

議し、来年のこの時期の広域漁業調整委員会の際には、平成27年度以降の取り組みがご報告でき

るのではないかと考えております。

説明につきましては、簡単でございますが、以上でございます。

○橋本部会長
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ありがとうございました。

有明海のガザミの広域資源管理方針の取り組み状況でございました。これはたしか３年ほど前

から委員会の指示によって、採捕の禁止と、遊漁も含めた取り扱いをやっておるわけですが、こ

の３年間でこの指示に違反して、摘発されたとか、そういうことは全くありませんか。

○事務局（佐藤）

摘発というか、そういうことはございません。ただ、若干指導等、微妙なラインとかにいると

きには指導等を行っております。その場合は指導に従って、すぐに有明海以外のところで操業等

をしていただいていますので、問題は起きておりません。

○橋本部会長

ありがとうございました。

指導や周知が徹底して、そういった事例が起きていないということだと思いますが。

福田委員、どうぞ。

○福田委員

ガザミですけれども、昨年、稚ガニが熊本新港周辺で相当数定着しているというのを聞いたこ

とがあります。ということは、稚ガニが昨年、大量に定着したということは、今年サイズが大き

くなって、これが３年から４年、寿命がありますので、今後、漁獲量がふえる可能性が非常に高

くなったという点が挙げられると思います。この辺、水産庁のほうではどうでしょうか、情報は。

○事務局（藤尾）

検討会議の中でも、そういう稚ガニ等が増えていて、多分今年もとれるのではないかという話

はあるんですが、だから、今後、そういう稚ガニの情報とか、そういうものを関係者間、研究機

関等で情報を共有しながら、どういう管理ができるのかということを平成27年度以降も検討して

いきたいというふうに考えております。

○橋本部会長

ありがとうございました。大変明るくなりそうな情報をありがとうございました。

ほかに何か質問でも構いませんし、今のような情報提供でも構いませんが、何かガザミについ

て、ございますでしょうか。

清野委員、どうぞ。

○清野委員

今の熊本についての紹介がございましたが、九州は北部豪雨災害というのが２年前になります

が、ございまして、その直後はかなりの出水で、流木やごみとか、土砂も干潟に出て、その年は
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大変漁業者の方、ご苦労されました。その流木とか、ごみを取り除かれて、次の年を迎えたとき

に、かなり水産生物的には漁場がリフレッシュしたといいますか、そういうものが有明海だけで

はなくて、瀬戸内海側においても見られております。それで、九州の沿岸環境の研究者が今関心

を持っておりますのは、やはりその60年に一遍という土砂が河口に堆積したときに、昔の漁場み

たいな砂の状態とか、地形が部分的に戻ってきたところがございまして、そういう年はやはりカ

ニとか貝とか、無脊椎、かなりよい状態でした。ですから、今後やっぱり川の力を、豪雨災害に

なってしまうと困るんですけれども、適度な川の力を回復させることによって、特に内海は再生

していくのではないかということで、覆砂とか耕耘とか人間がやるだけだと範囲が狭いので、自

然の力をもっと活用したらどうかというような話が出ております。

以上、情報提供でした。

○橋本部会長

ありがとうございました。

清野委員からも学術的な情報提供をいただきまして、少しこの有明海のガザミ資源に対しては、

資源管理の取り組みも一生懸命やりつつ、そういった自然の力も生かしながら、また増えてくれ

ばいいなというふうに感じています。

ほかにガザミについて何かご意見でも、ご質問でもいいですけれども、ありませんでしょうか。

よろしいですか。

それでは、ないようでしたら、次の議題に進みたいと思います。

議題の（３）番に移りたいと思います。議題の（３）番は広域漁業調整委員会の指示について

でございます。

まず、１つ目でございますが、九州・山口北西海域のトラフグの資源管理に係る指示でござい

ます。このトラフグの広域資源管理方針に基づく取り組みで、平成26年度、この漁期に対応した

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示、今度は第38号と39号ということになりますが、この案

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、事務局からまず説明をお願いいた

します。

よろしくお願いします。

○事務局（佐藤）

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38

号と第39号（案）についてご説明いたします。

なお、本委員会指示（案）につきましては、本部会の後に開催されます本委員会でご提案させ
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ていただくことになっておりますので、また引き続きよろしくお願いいたします。

委員会指示につきましては、資料２－１でございますが、この場では委員会指示の概要に沿っ

て説明をさせていただきます。

それでは、お手元の資料２－１をご覧ください。トラフグの資源管理に関する広調委指示は、

指示第38号及び指示第39号案の２本からなっております。指示第38号の内容としましては、承認

制・届出制の実施となっており、（１）の承認制・届出制の実施としまして、①ですが、承認制

対象船舶を総トン数５トン以上のトラフグはえ縄漁船としております。

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

す。各県の承認隻数の上限は表のとおりでございます。合計で271隻となってございます。

届出制対象船舶を総トン数５トン未満のトラフグはえ縄漁船としております。

次の（２）の承認番号の表示につきましては、引き続き承認を受けたトラフグはえ縄漁船にお

いては、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）の漁獲成績報告書の提出のとりまとめ期間ですが、平成26年９月から平成27年３月まで

の操業記録を提出していただくこととなっております。

操業記録をとりまとめていただくために、提出期限を平成27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は、平成26年度漁期ということで、平成26年４月１

日から平成27年５月31日までとしております。

指示の有効期間を５月31日までとしておりますのは、漁業者の皆様から該当県を通じて、提出

いただくからです。

続きまして、２つ目の指示第39号（案）の内容につきましては、操業期間の制限条件等に係る

ものでございます。

まず、（１）としまして、操業期間の制限としまして、２ページ目の別図のとおり、海域をＡ

からＥの５つに分けまして、海域及び浮縄、底縄の漁法ごとに休漁期間を設定しております。

次に、１ページに戻りますけれども、（２）としまして、一部海域では20センチ以下ですが、

全長25センチ以下のトラフグを採捕したときには、再放流に取り組んでいただくということにし

ております。

（３）の指示の有効期間につきましては、平成26年度漁期ということで、平成26年４月１日か

ら平成27年３月31日までとしております。
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以上が公調委指示第38号と39号（案）についての説明でございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

例年どおりですが、トラフグについて、まず承認制・届出制の実施という指示の第38号の

（案）、それから、その操業に係る操業制限事項等の指示が39号、この２つの公調委指示の

（案）の説明でございました。何か質問等はございますでしょうか。

よろしいですか。例年どおりの２つの指示事項ということでございます。

もし無いようでしたら、この委員会指示第38号と第39号の（案）、この２つにつきましては、

この後開催されます、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、審議をしていただくということにしたいと思いますが、委員の皆様、それでよろしいでしょ

うか。

ありがとうございます。それでは、この委員会指示の第38号と39号の（案）につきましては、

この後の本委員会に提案するということにしたいと思います。

次の議題に移りたいと思います。

次の議題は、有明海のガザミの資源管理に係る公調委の指示の（案）でございます。

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と、

これに関しまして、平成26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40号の案というものが作成されております。資料２－２でございますが、本部会でその概要に

つきまして、まず事務局から説明をお願いいたします。

よろしくお願いします。

○事務局（藤尾）

有明海ガザミ広域資源管理方針に基づく資源管理措置といたしまして、日本海・九州西広域漁

業調整委員会指示第40号の（案）について、ご説明いたします。

本委員会指示につきましては、先ほどご説明しましたトラフグと同様に、本部会終了後に開催

されます本委員会においてご提案させていただくことになっておりますので、よろしくお願いい

たします。

資料２－２をご覧ください。平成26年度の有明海におけるガザミの採捕についてでございます

が、平成25年度に昨年度と同様の指示を出すこととしております。１の指示内容につきましては、

有明海において、本年６月１日から15日までの15日間、たも網その他すくい網によるガザミの採

捕を禁止するということの内容となっております。
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指示の有効期間につきましては、本年４月１日から平成27年３月31日までとしております。

説明については簡単でございますが、以上でございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ただいまの委員会指示の第40号の（案）につきまして、これも例年と同じく採捕禁止を６月１

日から15日までの間という指示事項でございますが、何かご質問等、ございますでしょうか。

よろしいですか。

それでは、ご質問がないようでしたら、委員会指示のこの第40号（案）につきましても、この

後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

議をしていただくということにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは。この委員会指示第40号の（案）につきましても、この後、開催されます本委員会の

ほうに提案をしたいと思います。

それでは、次に議題（４）ですが、その他の事項に入りますが、せっかくの機会でございます

が、新任の方もおられますし、委員の皆様方から何かこの部会の席で発言をしたいということは

ございませんでしょうか。

時間も前もって言われた大体スケジュールどおりに進んでおりますが、この次に本委員会が控

えておりますので、余り長くはできませんが、何かせっかくの機会ですから、発言とかございま

すでしょうか。

よろしいですか。

この次の本委員会の場もございますが、それでは、無いようでしたら、事務局から次の部会の

開催予定について、説明をお願いします。

○事務局（佐藤）

すみません、事務局からありますが、その前に冒頭に本日、鹿児島県の野村委員がご欠席とい

うことでありましたが、先ほどちょっとお見えになりましたので、ご紹介いたします。

それから事務局からは、次の部会の開催予定についてご説明いたします。

次回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、本年は例年どおり11月ごろ

に開催したいと考えております。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りますので、よろしくお願いいたします。

以上です。
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○橋本部会長

ありがとうございました。

野村委員も部会に間に合われたようでございますので、出席していたということにしていただ

ければと思います。

それでは、本日の九州西部会はこれにて閉会したいと思います。委員各位、ご臨席の皆様方に

おかれましては、大変スムーズな議事進行へのご協力、ありがとうございました。また貴重な意

見もありがとうございました。

なお、冒頭に申し上げました議事録署名人に指名させていただきました、山川委員と金子委員、

この２人には後日、事務局から本日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

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25回九州西部会を閉会

させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

引き続き本委員会でございますので、よろしくお願いします。


