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１．開催日時

平成２７年３月１７日（火）１１：００～１１：５５

２．開催場所

シェーンバッハ・サボー（砂防会館 別館） 淀・信濃会議室

（東京都千代田区平河町２－７－５）

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】

山口海区 上野 知昭

福岡海区 本田 清一郎

佐賀海区 杠 学

長崎海区 大久保 照享

熊本海区 福田 靖

鹿児島海区 野村 義也

沖縄海区 山川 義昭

【農林水産大臣選任委員】

漁業者代表 金子 岩久

漁業者代表 浜田 憲志

漁業者代表 中川 善文

漁業者代表 森脇 寛

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
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４．議題

（１）広域資源管理の取組状況

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）広域資源管理に関す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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５.議事

開 会

○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27回九州

西部会を開催いたします。

本日は、大臣選任委員の漁業者代表の伊藤保夫委員、学識経験者の安成梛子委員が事情やむを

得ずご欠席されておりますけれども、九州西部会の委員定数である17名のうち、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。

それでは橋本部会長、よろしくお願いいたします。

○橋本部会長

おはようございます。

本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては、九州西部会に出席をいただきましてありが

とうございます。本日は、水産庁から黒萩管理課資源管理推進室長他多数の方々が出席されてお

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、お手元の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、出席者名簿、配席図、委員名簿、それから本日の部会でご説明をさせてい

ただく資料、広域資源管理の取組状況に係る資料が資料１－１、資料１－２、資料１－３、広域

指示に係る資料が資料２－１、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けれども、不足等がございましたら事務局までお申

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等に落丁等があれば、その都度、お手数ですが事務局にお申しつけいただ

ければと思います。よろしいでしょうか。

○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、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。事務規程第11条により、毎回僭越ではございますが、部会長の私

から指名をさせていただきます。本日の部会の議事録署名人としては、海区互選委員からは野村
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委員、農林水産大臣選任委員からは濱村委員、このお二方に本日の部会に係る議事録署名人をお

願いいたします。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。

まず、議題（１）の「広域資源管理の取組状況」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「有明海カザミ広域資源管理方針」、この３つの取組状況について、報

告、説明をいただくことにしております。

それでは、初めに「九州・山口北西海域トラフグ」について、事務局から説明をお願いいたし

ます。よろしくお願いいたします。

○事務局（佐藤）

それでは、議題の「九州・山口北西海域トラフグ」広域資源管理の取組状況についてご説明い

たします。

それでは、お手元の資料１－１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に基づく平成26年度の取組状況」でございま

す。１の広域資源管理方針の実施措置につきまして、（１）の漁獲努力量の削減措置では、①と

し、対象海域を設定し、漁法別及び期間別の休漁を実施しております。Ａ海域からＥ海域につき

ましては、資料の４ページにＡからＥの対象海域を図で示してございます。

１ページに戻っていただきまして、②の小型漁保護のため、一部海域では20センチ以下として

おりますが、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限を設

定いたしまして、広域漁業調整委員会の承認、または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け出を実施しております。本年２月時点のトラフグはえ縄漁

業の承認及び届出隻数につきましては、２ページ目の（参考１）にまとめております。本年２月

時点におきまして、承認隻数が175隻、届け出隻数が64隻で、合計239隻となってございます。

１ページ目に戻っていただきまして、この①、②、③の取組につきましては、日本海・九州西

広域漁業調整委員会指示第38号及び39号により実効性を担保してございます。

次に、（２）に資源の積極的培養措置、それから（３）漁場環境の保全措置、それから２の

「その他」に、山口県において雌の産卵親魚の買い上げ、標識放流。それから平成25年度漁期の

漁模様につきまして記載しておりますが、こちらにつきましては11月の九州西部会でご報告した

内容と同様になってございます。



- 5 -

それから、３ページ、４ページは、先ほど１ページ目の①の漁獲努力量の削減措置でご説明し

ました対象海域を、表と図で表したものでございます。

５ページ、６ページは、広域資源管理検討会議及び漁業者協議会等の開催実績を整理してござ

います。

次に、現行の広域資源管理方針における平成27年度以降の取組といたしまして、関係者間で検

討しまして、現行の広域資源管理に講じる措置の一部を変更いたしました。この変更した内容に

つきましては、７ページ目の「九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理方針の概要」でご説明

いたします。

まず、７ページ目をご覧ください。

変更した点では、４の「広域支援管理のために講じる措置」の（１）の漁獲努力量の削減措置

①休漁期間の設定のオのＥ海域と、それから②の全長制限でございます。

まず、Ｅ海域につきましては休漁期間を現行の４月１日から10月31日となっておりましたのを、

４月５日から11月５日に。それから全長制限につきましては、一部海域では20センチ以下を再放

流としておりましたけれども、27年度以降は全海域を25センチ以下の再放流の取組ということに

してございます。

こちらの実施期間につきまして、６番でございますが、Ｅ海域の操業期間の変更に伴いまして、

平成29年３月31日までとなっておりましたけれども、これを平成29年４月30日までに変更いたし

ました。

また、この変更した方針でございますが、27年４月１日より効力を発生するとしてございます

けれども、休漁期間の取組につきましては、平成27年度漁期から開始するとしてございます。

本方針につきましては８ページ以降に添付してございますので、後ほどお読みいただければと

思います。

トラフグの取組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。

ただいまトラフグの資源管理取組状況に説明がございました。何かご質問とかございますでし

ょうか。

それでは、他になければ、次の南西諸島海域マチ類広域資源管理の取組状況について、同様に

事務局からご説明をお願いいたします。

○事務局（佐藤）
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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26年度の取組状況」となっております。

こちらにつきましては、漁獲努力量の削減措置としまして、鹿児島県が保護区を設定し、周年

保護区が３区、それから期間保護区が16区の合計19区を設けて、マチ類の保護を実施してござい

ます。

②の小型魚の保護の取組としまして、小型魚のハマダイ保護のため、小型魚が漁獲された場合

は漁場移動の実施。その他としましては、ハマダイについて、漁獲可能な時期でも専獲を控える

こととしてございます。

次に、沖縄県ですけれども、周年保護区を１区、期間保護区を４区の合計５区を設けましてマ

チ類の保護を実施してございます。

②の小型魚の保護の取組としまして、小型魚保護のために尾叉長が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

水深の変更を実施しております。

また沖縄県におかれては、③公的担保措置といたしまして、保護区の設定は取組の実効性を担

保するために、沖縄海区漁業調整委員会の指示を発出してございます。

２ページ目でございますけれども、こちらは、ただいまご報告しました鹿児島県と沖縄県の保

護区の場所を図に示してございます。

３ページ目でございますけれども、こちらにつきましては、沖縄海区漁業調整委員会の指示を

添付してございます。

また、沖縄県におかれては、平成27年度も今年度同様、３月13日に開催された沖縄海区漁業調

整委員会から委員会指示を、指示期間を３カ年として発出するということの報告をいただいてお

ります。

４ページ、５ページ、６ページでございますが、こちらは今年度、現時点までの広域資源管理

検討会議及び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。

マチ類の取組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。

ただいま説明がありましたマチ類の取組状況につきまして、もしご質問等あればお伺いしたい

と思います。何かございますか。

山川委員。
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○山川委員

沖縄県の山川です。

ただいま、沖縄県の資源管理について、26年度の取組について説明がありましたけれども、新

年度、27年度の沖縄県のマチ資源保護培養の委員会指示の発動については、去る13日に海区委員

会で、平成27年４月１日から30年３月31日までの３年間、内容の変更を行わず指示を発動すると

いうことで、一応決定は見ているんですけれども、実は、これは２月の委員会で、協議事項の内

容としては、５カ所の保護区のうち、宮古島漁協に最も近い、水納北の保護区を解除するという

ことでの協議事項で話し合いがあったんです。

周辺水域を利用する、特に宮古島漁協関係者から保護区継続について反対意見が非常に強くて、

その理解を得るのが困難だということで話し合いを持ったんですけれども、その理由としては、

せっかく保護区を設定しても、台湾船の違法操業、中国船の漁場荒らし、特に中国船については、

放置されたサンゴ網が船のスクリューに絡まるという被害も多々出ております。

そういった漁業者の意見等もあったんですけれども、去る13日の委員会としては、試験研究の

結果、まだ十分な資源管理が図られていない等の意見が強くて、先ほど、その資料の中にもある

んですけれども、地元漁業者と、地元に出向いて４回ほど話し合いをして、そういった話し合い

を持った中で、どうにか理解をしてもらい、また継続して３年間資源管理を図るというところま

で持っていったんですけれども、中国船のサンゴ船については、日中漁業協定の中で27度以南に

ついては協定に何の取り決めもされていなく、自由に操業ができるということになっております。

しかし、小笠原問題等があって、日中で連携しながら取り締まりを強化しているということで、

今は中国船の不法操業、漁場荒らしも大分減ってはきておるんですけれども、沖縄県のマチ資源

管理を進める観点から、国にも是非取り締まりを継続して、強化を図ってもらいたい。しっかり

国に伝えてくれということで、漁業者の意見の中でそういう意見が非常に強かったので、今日、

そういったことも含めてお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。

以上です。

○橋本部会長

ありがとうございます。

山川委員からは、このマチ類の資源管理を地元として続けていく上で、そういった外国船の操

業の取り締まりも、今後も十分にやってほしいという話でございました。

何か水産庁から。

○森所長
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九州漁業調整事務所長の森でございます。

取り締まりの件につきましては、沖縄総合事務局と協力して、うちの取締船等により、外国の、

特に台湾、中国、韓国と、日本の近海で操業しているわけでございますが、そういったものに対

する取り締まりというのは積極的に、今やっている最中でございます。今後とも、そういうこと

は力を入れて実施していきたいと思いますので、引き続き強力に進めたいと考えております。

○山川委員

ありがとうございました。

それと前回、以前に27度以南については日中協定の中で自由に操業ができるというような形で、

中国で禁止されておるサンゴ漁も沖縄近海では自由にできるということで、中国としても、この

取り締まりは、自分たちとしては協定外なのでできないということの話もあったんです。そうい

うことは、今、日中でどういうような話し合いの中で、それは取り締まりをしているかというこ

とを聞いているんですけれども、どういった内容で取り締まりをしているんでしょうか。

○橋本部会長

どなたか。

○森所長

日中協議自体、ここに担当者がいないようで、はっきりはわかりませんけれども、少なくとも

中国のサンゴ船につきましては、現在、中国自体、国内法で取り締まりをしているということな

ので、それに対して日本として申し入れをしていると聞いております。

九州海域でも、実は男女群島のところで１隻捕まえた。特に領海内で操業するということが多

いので、それはもう協定どころでなく外規法の違反なので、すぐ捕まえるということにしており

まして、海上保安庁と水産庁と一緒に強力にやっているというところでございます。

○山川委員

私が言いたいのは、日中の協定で結ばれているラインがあるんですけれども、そのラインから

も、当然、日本側に外れた場合は取り締まり強化なんだけれども、このラインの内側は自由に操

業できることになっているので、そこで中国船等が自由に操業できる。中国当局も、前回はそれ

は協定外なので、我々としても取り締まりできないということの回答だったんです。

今は、日本と中国が協力しながら取り締まりしているというんだけれども、どういった内容の

取り締まりなんでしょうか。

○黒萩室長

本日午後、交渉の担当をやっております資源管理部長が出てまいりますので、現在の日中間で
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どういう具体的な取り締まりをやっているかということについてはご説明するということでよろ

しいですか。

○山川委員

はい。

○橋本部会長

ありがとうございました。

他に、このマチ類の取組状況について、ご質問等ありませんでしょうか。

よろしいですか。

それでは、他にございませんようですので、最後に、有明海ガザミの広域資源管理の取組状況

について、同様に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１－３をご覧ください。

「有明海ガザミ広域資源管理方針に基づく平成26年度の取組状況」でございます。

まず、１ページ目でございますが、漁獲努力量の削減措置といたしまして、黒デコと言われる

抱卵ガザミの再放流等を実施しております。それから②としまして、小型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センチ以下のものを再放流しております。

③としまして、広域漁業調整委員会指示第40号に基づきまして、本年６月１日から６月15日の

間、たも網その他のすくい網によるガザミの採捕を禁止しまして、抱卵ガザミの保護を実施して

おります。

また、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、（４）の「その

他」に書いてございますけれども、マリーナ、フィッシャリーナ、釣具店等にリーフレット等を

配布しまして、広域資源管理等の取組について周知を実施しております。

（２）の資源の積極的培養措置、それから（３）の漁場環境の保護としましては、11月の九州

西部会にご報告したものと同様になってございます。

それから、２ページ目でございます。こちらにつきましては、広域資源管理検討会議及び漁業

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。

次に、現行のガザミの広域資源管理方針の実施期間が平成26年度で終了いたします。そこで平

成27年度以降の取組について関係者間で検討しました。こちらにつきましては、先ほどの２ペー

ジ目に書いてございます漁業者協議会等の中で検討しまして、引き続き広域資源管理に取り組む

ということになってございます。
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３ページ目に、平成27年度の広域資源管理の取組の概要を添付してございます。平成27年度の

広域資源管理の取組につきましては、この概要ペーパーで簡単にご説明いたします。

まず、１番として、広域資源管理の必要性としまして、有明海におけるガザミの広域資源管理

については、これまで資源回復を図ってきましたけれども、依然として低位水準であると考えら

れ、平成27年度以降も、引き続き関係漁業者、関係県、国が連携・協力する広域資源管理の取組

が重要であるということで、現行の枠組み及び対象漁業で取り組んでいくこととしてございます。

次に、資源管理の目標及び実施期間でございますけれども、引き続き資源の減少傾向を抑制し、

現状の資源水準の維持・回復を図ることを目標としまして、実施期間は平成27年４月１日から平

成30年３月31日までとし、必要に応じて見直しを行うこととしてございます。

４番の広域資源管理のために講じる措置としましては、（１）に抱卵ガザミ（黒デコ）の保護

としまして、抱卵ガザミの再放流または一時畜養により産卵機会の確保を図る。（２）としまし

て、小型ガザミの保護のため、関係する全ての漁業・地区において全甲幅長12センチ以下のガザ

ミは直ちに再放流する。（３）としまして、抱卵ガザミ保護のため、産卵期間（６月～８月）の

うち15日間は、たも網その他のすくい網によるガザミの採捕を禁止すると。（４）資源の積極的

培養措置として、関係県によるガザミの種苗放流。それから（５）として、漁業環境の保全を実

施するということにしてございます。

また、（３）の採捕禁止期間の設定による漁獲努力量の削減措置の取組につきましては、実効

性を担保するために、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示の発出をお願いするとしてござい

ます。

本方針は４ページ以降に添付してございますので、後ほどお読みいただければと思います。

今後も関係県、関係漁業者の協力を得ながら周知徹底を図るとともに、委員会指示の内容等が

守られるように指導、取り締まりを行っていきたいと思っております。

取組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。

有明海のガザミにつきましても、この広域資源管理方針を３年間延長して実施をしていくとい

うことでございました。

ただいま説明のありました、この有明海ガザミの取組状況等について、質問等ありますでしょ

うか。

よろしいですか。
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それでは、ないようですので、次の議題に進みたいと思います。

次の議題は（２）でございますが、関連する広域漁業調整委員会指示の説明に移りたいと思い

ます。

先ほど事務局から説明がございました九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理方針に基づく

取組、これに関しまして、平成27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第

42号と43号、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、事務局からまず説明

をお願いいたします。資料２－１でしょうか、よろしくお願いいたします。

○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・九州西漁業調整委員会指示第42号と

43号（案）につきましてご説明をいたします。

また、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提案させて

いただくことになっております。よろしくお願いいたします。

本委員会指示につきましては、資料２－１の１ページ目から27ページまでが関係資料でござい

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。

今回の広調委指示（案）につきましては、先ほど部会長からの説明もありましたが、平成27年

度から広域資源管理方針の資源管理措置の一部、Ｅ海域の休漁期間、それから全長制限を変更し

たことの内容に沿って指示の内容を変更してございます。

お手元の資料２－１でございますが、トラフグの資源管理に関する広調委指示につきましては、

指示第42号（案）と指示第43号（案）の２本からなってございます。

指示第42号（案）の内容につきましては、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、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

てございます。

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

県ごとの承認隻数上限は表のとおりとなっております。関係県で合計271隻となってございます。

③の届出制対象船舶は、総トン数５トン未満のトラフグはえ縄漁船としてございます。

（２）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つきまし

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ということにしてございます。

それから（３）漁獲成績報告書の提出でございますが、まず、この取りまとめ期間ですけれど

も、平成27年９月から平成28年４月までの操業記録を提出していただくこととなってございます。

また、この操業記録を取りまとめていただくために、提出期限を平成28年４月30日までとしてご
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ざいます。関係漁業者の皆様にはご苦労をおかけしますけれども、漁期分をまとめて提出してい

ただくということにしてございます。

こちらの（４）指示の有効期間につきましては、平成27年度漁期ということで、平成27年４月

１日から平成28年５月31日までとしてございます。こちらの指示の有効期間を５月31日までとし

ておりますのは、漁業者の皆さんから当該県を通じて漁獲実績報告書を提出していただいている

からでございます。

続きまして、２つ目の指示第43号（案）の内容につきましては、操業期間等の制限等に係るも

のでございます。

まず（１）としまして、操業期間の制限といたしまして、次のページでございますが、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としてございま

す。今回変更する海域は、このＥ海域。２ページ、３ページも同じなんですけれども、Ｅ海域が

休漁期間が４月６日から11月５日となってございます。

次に、（２）小型魚の再放流でございますが、こちらは全長25センチ以下のトラフグを採捕し

たときに再放流に取り組んでいただくこととしてございます。

それから、（３）指示の有効期間につきましては、平成27年の漁期ということですので、平成2

7年４月１日から平成28年４月30日までとしてございます。

以上が広調委指示第42号と43号の案についてのご説明でございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

このトラフグに係る委員会指示２つ、42号は承認制・届出制の実施。基本的にはこれまでと同

様の指示です。それから、指示の43号が操業期間の制限等で、一部、５つの海域のうちＥ海域に

ついて休漁期間の一部変更、それから小型魚について全長の制限の変更というものがありました

けれども、基本的にこの２つの指示を出したいということでございます。

この42号と43号の案につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。

よろしいですか。

質問等ないようですので、この委員会指示の42号と43号の案につきましては、本日の午後開催

されます日本海・九州西広域漁業調整委員会の本委員会に提案をいたしまして、審議をしていた

だくということとしたいと思いますが、部会の委員の皆さん、それでよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○橋本部会長
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ありがとうございます。

それでは、委員会指示の42号と43号の案につきましては、午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。

それでは、次の議題に入りたいと思います。

次の議題でございますが、広域漁業調整委員会指示のもう一つ、ガザミについての指示でござ

います。先ほど事務局から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組、こ

れに関しまして、平成27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第44号、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、まず事務局から説明をお願い

いたします。

○事務局（佐藤）

有明海ガザミ広域資源管理方針の資源管理措置に係ります日本海・九州西広域漁業調整委員会

指示第44号（案）につきまして、ご説明させていただきます。

こちらも、広調委指示（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

せていただくこととなっておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、資料２－２をご覧ください。

現行の広域資源管理方針が平成26年度で終了いたしましたが、平成27年度以降も引き続き広域

資源管理に取り組むということで、関係者間で合意されました。そこで、昨年と同様の広域資源

管理を引き続き取り組むこととなっておりますので、平成27年度の有明海におけるガザミの採捕

につきましては、実効性を担保するために委員会指示（案）を行うこととしてございます。

広調委指示（案）については、１の指示の内容につきまして、有明海において平成27年６月１

日から15日までの15日間は、たも網その他のすくい網によるガザミの採捕を禁止するということ

にしてございます。

２の指示の有効期間につきましては、平成27年度ということで、平成27年４月１日から平成28

年３月31日までとしてございます。

以上が広調委指示についてのご説明でございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

このガザミにつきましても、27年度以降、広域方針を延長して資源管理に対応していくという

ことで、例年と同じように、この６月１日から15日の間の採捕禁止という広調委指示も同様に出

したいということでございます。
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この委員会指示第44号の案につきまして、何かご質問ございますでしょうか。

よろしいですか。

それでは、質問等ないようですので、この委員会指示第44号の案につきましても、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して審議をいただくということ

としたいと思いますので、それで委員の皆さん、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○橋本部会長

異議がないようですので、この委員会指示第44号の案につきましても、この後の本委員会に提

案をするということといたしたいと思います。

それでは、議題（２）は以上でございますが、議題（３）に「その他」という項目を設けてご

ざいます。委員の皆様方から、何かこの機会にご発言があれば承りたいと思います。

川越委員、どうぞ。

○川越委員

有明海で、実はノリ養殖で使われている酸処理剤の問題で訴訟案件が出ていますよね。業者同

士というか、酸処理剤の使用によって漁業資源が減少するとか云々ということをメディアで報告

されているわけですけれども、本当はどういう実情なんですか。この実態等わかる範囲でいいで

すから教えて下さい。

○事務局（佐藤）

ただ今の質問に対して九調でよろしいでしょうか。

○川越委員

対応というか、至った経緯、こういう問題からこのように至ったんだというところがわかれば

ありがたいと思います。

○事務局（佐藤）

申し訳ないですが、そこは担当の者に確認して、後日ご連絡をしたいと思います。

○川越委員

じゃ、またよろしくお願いいたします。

○橋本部会長

川越委員、それでよろしいですか。

○黒萩室長

午後にしましょうか。
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○川越委員

やっていただけるとありがたい。私があずかるところの兵庫もノリ養殖ということで非常に興

味深い話です。どういうことから、こういう経緯に至っただろうかということを聞かせていただ

ければと思います。よろしくお願いします。

○橋本部会長

それでは、午後の本委員会の機会があるときに、一度よろしくお願いしたいと思います。

他に、この「その他」の議題について、何かご発言ないでしょうか。

清野委員どうぞ。

○清野委員

毎回申し上げていることで恐縮なんですが、今日話題に上ったような魚種に対して、資源の状

況、あるいは禁漁期間、保護区を設けてという話がほとんど地元の話題になっていないんです。

それで、今、ウナギとかマグロというのは、全国メディアとか、地元のちょっとしたテレビとか、

話題とかでも出るんです。ところが、これらの魚種については、見かけ、市場やお店で割と豊富

にあるような感じになってしまっているので、危機的な情報が伝わりません。

ですから、せっかく国民の水産物に対する関心が高まっておりますので、ぜひわかりやすい情

報を一般のメディアとか、主婦の方とかに伝わるような工夫をしていただけたらと思っています。

そのことの必要性は、具体的に言いますと、トラフグのことがあります。これはトラフグの産

卵場所の議論というのは以前させていただいたと思うんですが、そういう情報が、例えば航路維

持、開発・埋め立て、あるいは土砂採掘の方々にもっと伝わっていないと、現場での注意が全然

足りない状況です。九州沿岸で幾つかそういう案件がある中で、このトラフグは今すごい大変な

ことになっていて、特に砂地の保全は気をつけていただきたいという話をしましたら、まず知ら

ないということと、じゃ、知りたいからいい資料がありますかというと、いきなり学術資料にな

ってしまってわかりにくいんです。ですから、過去のこの委員会に出された資料などをわかりや

すく、水産庁のホームページで、読めるところに置いていただいて、そういうところを参照して

もらうような形にしたらどうかなと思っております。以上です。

○黒萩室長

ご指摘のとおり、クロマグロでありますとかウナギに比べて、こういった広域で資源管理が行

われている魚種について、あまりマスコミの話題として取り上げられないという傾向があるかも

しれません。

マチ類やガザミは、広域といえども非常にローカルな資源ですが、トラフグにつきましては、
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20府県をまたがって漁獲されている資源でございます。そういった関係で、昨年の資源管理のあ

り方検討会でも、トラフグについては魚種ごとの課題がある魚種として取り上げられて、あり方

検討会の中でも、その20府県を横断的に管理していく仕組みを立ち上げたほうがいいという提言

がございまして、昨年の11月には20府県の漁業者、調査研究をやっておる試験研究機関、それか

ら行政、唐戸市場を中心とした加工・流通の皆様方が一堂に会する全国会議を立ち上げました。

そこに作業部会を設けまして、未成魚の漁獲の問題でありますとか、今ありました産卵場の保護

の問題であるとか議論するという仕組みを立ち上げて、今、検討しているところです。

午後の会議では、トラフグの資源管理につきまして、今どういう状況になっているかというこ

とをご説明します。

○橋本部会長

ありがとうございました。このトラフグについても、今、水産庁は「くろまぐろの部屋」とか、

ウナギについては非常にホームページも充実をして、午後にも話があると思いますが、漁獲状況

等もリアルタイムなものを出すようにしてきています。

ただ、清野委員のご指摘のとおり、こういったトラフグのようなものについては、まだまだ一

般の人も、それから他の産業種の人も、状況も知らない状況が続いているというのもあります。

そういった新しい広域資源の取組の動きに合わせて、ホームページ等を活用すればいいと思うん

ですが、このトラフグについても、そういった状況が一般の人に伝わるようなＰＲを今後もした

ら良いんじゃないかなと、私も思います。よろしいですか。もう１点どうぞ。

○清野委員

あともう一つ、割とローカルなガザミとマチ類について、これも、先ほど、保護区を解除して

ほしいというか、努力しても自分たちだけじゃしようがないというようなお話があったのを伺い

ました。これは磯の近くの保護区であっても同じようなことであります。

今後は、例えばトレーサビリティーのシステムだとか、色んな、漁業者の作っていらっしゃる

フェイスブックとかウエブページとかの中で、もっと「保護しています」というのをきちんと言

っていただく。具体的にどのようにすると市場が反応してくるかというのは、これからになると

思うんですけれども、意外とこういうことって、水産の世界の中では当たり前になっちゃってい

る部分もあって、知られていないと思います。ですから、そういうのを、また関係する人も努力

していきたいと思いますし、広報の仕方も工夫していただくのがあるかもしれません。

先ほど、一般の人向けにということだったんですけれども、水産庁のホームページとかで「資

源が低位」と書いてあって、意味がよくわかんないという話で、「それは一般の人がわかるよう
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な言葉で言うと、何々が大変なことになっているということですか」とかいうことがありまして、

ですから、そういう専門用語がかなり多いんです。

そして、先ほど、トラフグも随分と禁漁期間を長くとっていただいております。それも、なぜ

それだけ禁漁しているのかとか、あるいは「解禁」ということは、逆にまで禁漁していたという

ことだとか、その背景の、水産業界では当たり前になっているところを、もうちょっと言語化し

ていただくような形で、具体的などういう努力があるのかというのを伝えていただくような形が

できればと思っています。

毎回この発言で申しわけないんですが、ぜひそういったタスクフォースを作って、漁業の現場

の努力を一般の人にわかるための工夫を強化していただけたらと思っております。以上です。

○橋本部会長

貴重なご意見ありがとうございました。毎回、清野委員には広報の仕方とか、そういう一般の

人に伝わる、専門用語とかをあまり濫用しないで、もう少しわかるような形で伝えてほしいとい

うことを言われておりますので、九調も是非そういった意見を参考にして、今後の対応を図って

いっていただきたいと思います。他によろしいですか。

それでは、他にございませんようですので、事務局から次の部会の開催予定について説明をお

願いしたいと思います。

○事務局（佐藤）

次の部会は、緊急の開催の予定がなければ、本年の11月頃に開催したいと考えております。な

お、次の部会の開催日時、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

ていただくこととなりますので、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した。次回の部会は、今年の秋の11月頃ということでございます。

それでは、本日の部会はこれにて閉会をしたいと思います。委員各位、ご臨席の皆様におかれ

ましては、議事進行への協力、あるいは貴重なご意見、大変ありがとうございました。

なお、議事録の署名人に冒頭指名をさせていただきました海区互選委員の野村委員、それから

農林水産大臣選任委員の濱村委員には、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27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。

閉会


