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１．開催日時

平成２７年１１月２４日（火）１５：２８～１７：０８

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】

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 森脇 寛

漁業者代表 金子 岩久

漁業者代表 伊藤 保夫

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）広域魚種の資源管理について

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）その他
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５．議事内容

開 会

○事務局（佐藤）

それでは、定刻よりも若干早いですけれども、皆さんおそろいなので、ただいまから日本海・

九州西広域漁業調整委員会第28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濱田憲志委員、川越一男委員、濱村尚登委員、藤田博英

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

定足数である過半数を超える13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

それでは、本日は大変お忙しい中、九州西部会の委員の皆様におかれましては、この当部会に

出席をいただきまして大変ありがとうございます。

最初に、大臣選任委員の漁業者代表の交代がございましたのでご報告をいたしたいと思います。

中川善文委員が退任され、後任の委員に藤田博英委員が選任されておりますが、本日は欠席され

ております。

また、本日は、水産庁から加藤管理課資源管理推進室長さん、また、国立研究開発法人水産総

合研究センター瀬戸内海区水産研究所から小畑増養殖部長さん、西海区水産研究所から田邊亜熱

帯資源管理グループ長さん、青野資源生産部長さんほか多数の方が出席されております。

それでは、議事に入ります前に、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

料でございますが、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としまして、トラフグに係る資料が資料１－１、資料

１－２、資料１－３、マチ類に係る資料が資料２－１、資料２－２、ガザミに係る資料が資料３

－１、資料３－２となっております。

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までお申しつけ

ください。説明の途中でも不足等がございましたら、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。



- 4 -

○橋本部会長

ありがとうございました。

それでは、ただいま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

の署名人を選出しておく必要がございます。当部会の事務規程第11条により、部会長の私から僭

越ですが指名をさせていただきます。

まずお一人目は、海区互選委員からは杠委員、農林水産大臣選任委員からは金子委員、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、議題に入りたいと思います。

議題（１）の「広域魚種の資源管理について」という議題でございます。本議題では、この部

会に関係いたします広域資源管理を実施している九州・山口北西海域におけるトラフグ、それか

ら、南西諸島海域のマチ類、有明海におけるガザミ、この資源動向につきまして、それぞれ国立

研究開発法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所及び西海区水産研究所の担当者からご

説明をいただき、事務局からはこのトラフグ広域資源管理方針、南西諸島のマチ類の広域資源管

理方針、有明海ガザミの広域資源管理方針、これらの取り組み状況について報告、説明を順次い

ただくこととしております。

議事次第の魚種ごとに進めていきたいと思いますので、多少時間もかかるかと思いますが、ど

うぞよろしくお願いいたします。

初めに、九州・山口北西海域におけるトラフグについて、まず資源の状況について、国立研究

開発法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所の小畑増養殖部長さんからご説明をお願い

したいと思います。よろしくお願いします。

○小畑部長

ただいまご紹介いただきました小畑と申します。座りまして、資料１－１に基づきましてご説

明をさせていただきます。

平成27年度のトラフグの日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の資源評価ということで、そこに図

がありますけれども、このような分布域ということになっております。これに関する資源評価の

結果をごく簡単にご説明いたします。

１ページの下のところの漁獲量の推移ですけれども、漁獲量は、2002年が一番、統計のありま

す2002年の361トンから減少傾向で、2014年は219トンまで減少したということとなっております。

その次の２ページのところに資源評価、要するに資源量推定のもととなる年齢別漁獲尾数とい

うものの推移をそこに示しております。実は、本年度の資源評価に当たりましてはちょっと漁獲
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データの見直しを行っておりますので、傾向はほぼ一緒ですけれども、昨年と若干数字は異なっ

ている部分がございます。

これを見ると、一番下のところの黒い、黒塗りの部分が０歳魚、その上の白い部分が１歳魚で

すけれども、０・１歳魚の漁獲尾数が減少傾向であるということ、３歳魚以上の親魚の漁獲尾数

の変化はそれほど、そのような変化は今のところ起きていないというような傾向となっておりま

す。

ただ、この2014年の０歳魚ですけれども、半分ぐらいに減っていると思うんですけれども、特

に瀬戸内海における０歳魚の漁獲尾数が前年の約３分の１程度に減少したということがありまし

て、漁獲統計上はそういうようなこととなっておりますので、特に2014年は０歳魚の減少が著し

かったということとなっております。

次に、２ページ目の下のところに、今の年齢別漁獲尾数に基づきまして資源量推定を行った結

果です。その上の、このグラフの白丸が資源量で下が漁獲割合ですけれども、資源量を見ていた

だくと、2002年から2013年までは924トンから1,106トンの間でほぼ、どちらかというと横ばいぐ

らいで推移をしたんですけれども、2014年につきましては790トンに減少したということを、資

源量推定の結果からはそのようになっております。

３ページのところに再生産の関係というのを、上側のグラフを載せております。2002年から20

14年まで、親魚量がトータルで大体400トン弱から500トン弱の間ですけれども、０歳魚の資源尾

数というのは10万尾から700万尾弱程度でかなり大きな振れがありまして、明瞭な関係はちょっ

と見られていないという状況にあります。

その下のところの親魚量と再生産成功率の推移、再生産性効率のいいのは親魚量当たりのこの

数ということで、このグラフでは右側の軸のところに、単位が尾・パー・キログラム、要するに

親１キログラム当たり何尾の加入があったかというようなことをここに書いております。

その再生産性効率というのがこの白丸なんですけれども、2006年以降減少傾向、かなりずっと

減少傾向にあると。ただ、親魚量につきましては横ばい、あるいはやや増加傾向にあるといった

ところで、まだ親魚量はそれほど減っていない、あるいは増加にあるのに子の数が減少し続けて

いるというような傾向がございます。

次の４ページですけれども、まず、資源の水準、全体としての資源の水準はどの程度なのかと

いうことで、４ページの上のところのグラフは、これは長期の漁獲のデータというのがここでは

ありませんので、下関の唐戸魚市場の内海産のトラフグの取扱量を見ております。これによりま

すと、過去、かなり上下がありますけれども、一番下と一番上を３等分して、現在は低位という

ふうに判断をしております。
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かなり有明海も含めて現在種苗放流が行われておりますけれども、その効果というのを４ペー

ジの下のところと次の５ページのところにまとめております。

簡単に言いますと、０歳魚の資源尾数で当然減少してきているんですけれども、黒いバーが放

流ですね、放流なんですが、2006年から2012年はかなり、ある程度安定的にという言い方になり

ますかね、数が上乗せされています。2013年、14年についても放流魚というのは若干減っていま

すけれども、このまま上乗せされていますけれども、天然魚の減少をカバーして、例えば、もう

少し横ばいにするようなことには至っていないということとなっております。

ただ、次の５ページの上のところには、有明海の親魚のほうをちょっと載せております。親魚

に占める放流魚の混入率というのは、これは有明海なんですけれども、2006年以降安定的に混入

していまして、特に2009年以降は少し増加、2014年もやや増加しているという傾向がありまして、

放流魚の割合というのが３割程度というふうになっておりますので、親魚としては放流魚はある

程度貢献をしているということがここから見てとれますので、そういう意味では、漁獲には貢献

しているということが言えます。

その下のところ、本年度の資源評価の結果をまとめておりまして、科学的なデータあるいは治

験、計算等に基づきましてＡＢＣというのを算定しております。基本的には、管理基準として0.

27Fcurrent、現状の漁獲の0.27ぐらいであるとこれ以上、目標が達成できる。ここで目標として

いるのは、３つ丸があるうちの下のところですね。2020年の漁期の資源量が資源管理指針計画の

もとでの中長期的な回復目標とされている1,106トン、過去2002年までのうちで一番最高の資源

量を達成する、これらの５年後に達成する、2020年に達成するとした場合の漁獲はどの程度にし

なければいけないかということで0.27ということで、現状の約27％ですね。

2016年、来年の漁期の許容漁獲量というのは50トン程度ということで、現在の漁獲量からする

と約４分の１程度をやらないと、2020年までの５年間ということでは回復しないというような結

果となっております。

今のはＡＢＣということなんですけれども、そのほかの管理基準等も含めまして、最後の６ペ

ージの一番上のところに書いてございます。上のグラフの左側のほうを見ていただくと、縦軸が

資源量ということになっております。グラフで３つ、予測されているのがありますけれども、真

ん中が現状の漁獲と放流を行った場合は減少しますと。下の三角のところが現状の漁獲で放流を

行わなかった場合、さらに減少しますと。ＡＢＣ管理を行って放流を行った場合はかなり反転し

て増加をしますというような結果で、その右側は、縦軸が親魚量なんですけれども、同じような

結果となっております。

ＡＢＣではなくて、ＡＢＣ以外の管理方策を行った場合どのようなことが考えられるのかとい
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うことで一番下側に少し大きなグラフで示してあります。これは、このグラフ、５本ありますけ

れども、一番下の実線の部分は先ほどの実線と同じで、現状の漁獲と放流を行った場合と、白い

丸は有効放流170万尾ということになっておりますけれども、今、種苗放流が全体で行われてい

ますけれども、放流適地にそれなりのサイズのものを放流に適した時期、あるいは、種苗も、例

えば、尾びれの欠損の少ない非常に種苗性の高い種苗というのを総合的に考えるということで、

有効放流という考え方に基づいて170万尾ということで、栽培漁業の広域プランで進められてい

ますけれども、それをやった場合は白丸となって、今よりは若干上向くということになっており

ますが、例えば2014年の漁獲量、現在の漁獲量を将来的に回復するまでには至らないということ

です。

では、どうしたら回復できるのかということで、そこに書いてあるのがゼロ・１歳の漁獲圧を

３割削減、４割削減、５割削減ということで３つ載せております。３割削減の白い三角ですと、

2025年、約10年後ですね、10年後ぐらいには現状の漁獲以上には回復できる見込みというような、

これはシミュレーションの結果となっております。

トラフグの資源評価関係の資料としては、発表は以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。

まず、トラフグの水産資源の状況についてご報告、説明がございましたので、ただいまの説明

について何かご質問等があればお伺いいたします。何かございますか。ありませんですか。

大変、トラフグについても相変わらず厳しい状況が続いているということですが、１つは、放

流した効果が有明海では、親魚としては上がっているという資料がございましたが、小さい魚に

はその効果が余り顕著に見られないということなんですけれども、放流したものの、親になった

ものが余り子供を産んでいないということなんでしょうか。余りそういう直結的な話ではないん

でしょうか。

○小畑部長

そこのところは全く明らかになっていないんですけれども、たまたま今の０歳魚のところは、

効果がないということではなくて、放流尾数も若干減っていますので少し、割合が若干下がって

いるけれども、親としては、その過去の少し多かった分ですね、親魚は何年か年がずれておりま

すので、そういったところがまだ続いているというふうに考えております。

今後どうなってくるかということは、注視していかなければいけないというふうに考えており

ます。

○橋本部会長
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ありがとうございました。

それでは、このトラフグの資源評価についてご質問等ありませんか。森脇委員、どうぞ。

○森脇委員

３ページに再生産成功率の推移のグラフがありますが、先ほどの説明で、2006年以降、がくっ

と減ったという説明でしたが、2006年から減少した特別な何か原因がありましたでしょうか。

○小畑部長

特に2006年から何か特別なイベントが起こったとか、何かがあったということは特に把握はで

きておりませんが、今、ここの減少につきまして、０歳魚のまず漁獲のデータの見直しであると

か、あるいは、特に瀬戸内海の漁獲も減っているということもございますので、そちらのほうの

親魚の調査あるいは稚魚のほうの調査等を今行っておりまして、ここの減少の原因の究明に努め

ております。

○森脇委員

今、減少理由の究明中ということで説明がありましたが、2006年といえば、今から９年ぐらい

前の話になるんですね。９年間ずっと分からなかったかという話なんですが、その辺はいかがで

しょうか。

○小畑部長

９年間ずっとというか、これを見ると確かに５年から６年にかなりがくっと下がっているんで

すけれども、その後６年から11年ぐらいまでは、若干減少傾向ではあったんですけれども、特に

親魚のほうがそれほど大きく減少していないというようなことがございましたので、特に資源量

を推定する場合は高齢魚のほうのデータというのがかなり関係性が高いということで、信頼が置

けるというようなことがありますので、この時点ではまだそれほど大きな捉え方をしていなかっ

た部分が若干あるということです。

それで、特に近年、この三、四年ですね、ここがかなり大きく減ってきたというところがござ

いまして、そちらのほうでかなり問題視をされたということがございまして、そこのところで現

在調査を進めているということです。

ですから、９年間何もしなかったということではないんですけれども、特に近年の減少が著し

いというところで、ここ数年調査のほうを詳しくしようとしているところでございます。

○森脇委員

９年とは言ったんですが、それではその４年間ぐらいで分かった事というのはあるんですか。

○小畑部長

今のところ、ちょっと漁獲のほうのデータというか、特に０歳魚あるいは１歳魚のほうの漁獲
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の実態というところをまず見ようというところで、そこの調査をかなりしてはおりますけれども、

それで何が明らかになったかというところまではまだ明確な原因のほうは突き止めてはいないと

いう状況でございます。

○橋本部会長

よろしいですか。

この三、四年ぐらいで漁獲の実態がかなり変わってきたとかそういうような情報は特段ござい

ませんか。

○小畑部長

実態は特に変わってきたというふうには聞いてはいないですね。

○橋本部会長

トラフグのデータを見ると、親魚量はそれこそ減っていないどころか徐々に最近でも伸びてい

るような感じに見えるんですけれども、それに反して、子供に関係する再生産の成功率は何か少

し下降ぎみになっているということなので、資源そのものの問題なのか、その漁獲のほうの影響

なのか、そういった点も含めてもしわかるような点があれば今後情報提供をしていただけたらと

いうふうに思います。よろしくお願いします。

○橋本部会長

それでは、トラフグについてほかにございますか、資源状況について。

野村委員。

○野村委員

ちょっとお伺いしますけれども、最後のＡＢＣ管理以外の管理方策の提言ということであるん

ですが、先ほどから話がありますように、親魚をたくさん残すのがいいのか、それとも０歳魚を、

漁獲圧するのが一番いいのか、ここら辺で自分は理解できないところがあるんですが、いかがな

んでしょうか。

○小畑部長

基本的には親魚を残すのに、特に先ほどちょっとお話もありましたけれども、ゼロ歳魚の資源

が減少してきておりますので、今後それが親になるということを考えますと、今の親というのは

それほど減少していない状況でありますけれども、今後のことを考えると、やはり減少してくる

可能性があるということもありますので、今はやはり０歳魚、１歳の若齢魚を残していって親魚

のレベルをある程度のところに保っておかないと資源が非常にさらに厳しい状況になる可能性が

あるということです。

○野村委員
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あわせて放流尾数を170万尾保つということが前提条件ですか、上がってくるのに。

○小畑部長

170万尾については、今のところ栽培漁業の広域プランの目標ということで、170万尾どうして

もやらなければいけないということではないんですけれども、そこを目標にして０歳魚のほうの

資源率の強化を種苗放流のほうで行おうとしているということです。

○野村委員

はい。

○橋本部会長

上野委員、どうぞ。

○上野委員

今、フグがだんだん少なくなっていっておるという状況で大変寂しくなるわけですが、今まで

でも各県がない金を出して種苗放流をずっとしてきたわけですね。それでもなおかつどんどん減

っていっておると。本当に170万尾をやったらなるんですかね。本当に回復するんですかね、そ

れが１つ。

それと、青物なんか、昔聞いたことがあるんですが、イワシが獲れなくなったらサバがふえる

とか、アジがふえるとかそういう周期でその資源が現実にふえてきたことがあるんですね。７年

周期とかいろいろ漁業者は言っていますよ。

例えば、このトラフグなんかでもほかの種類といいますか、マサバがふえるとか、あるいはほ

かの何かがふえるといったら、例えばトラフグが減るというような資源的なそういう循環という

か、そういうので何か影響があるのかどうか、そこら辺はどうですかね。

○小畑部長

まず最初の170万尾で回復するかどうかというところなんですけれども、現状、種苗放流も、

要するに現状種苗放流しているものがありまして、それを例えば小さいサイズで放流したりとか

そういうものがありますので、まずそこのところをもうちょっと効果がある放流の方法に全てま

ず変えましょうというところの努力をやりましょうということで、ですから、170万尾で回復す

るかどうかというところは確かに今後また見ていかなければいけない部分があるんですけれども、

まず現状で行われている種苗放流をもう少し努力をして、かなり効果のより高い方法でやりまし

ょうというのがまず有効放流尾数ということの考え方でございます。

最後の、もう一つのほうの、要するに資源の魚種の交代とかそういったようなお話ではないか

と思うんですけれども、マサバとかですと、ちょっと種類が違いまして、ああいった浮き魚とい

ったものについては環境の影響を受けて魚種交代とかあるというふうには聞いておりますけれど
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も、例えばトラフグはプラントンだとかそういったかなり影響を受けるようなものを食べるよう

な種類でもございませんので、どちらかというと内海のほうの環境であるとかえさとかそういっ

たものには影響を受ける可能性はございますので、今のところ魚種交代が起こるような、そうい

ったような傾向というのは余り見られておりませんし、そのような考え方というのは余り今のと

ころは研究の結果等もございません。

○上野委員

今、適地放流とか種苗の大きさで大きくしたほうがいいんじゃないかというようなお話もあり

ましたけれども、以前、私も質問したんですが、福岡県さんが何か小さい種苗で放流をされてお

ったと。数はすごくたくさんあるけれども現実にどうなんじゃろうかということで、最近は福岡

県さんも大きい種苗で放流されるという話を聞いておるし、そして適地も、最近、随分前からそ

の話は出ておるんでね、これ以上やれるんかなというのが、限界じゃないかなというような気が

するんですがね。

○小畑部長

おっしゃるとおりで、例えば有明海のほうに関していえば、かなり放流というのは進んできて、

かなり皆さん各県が努力をされているというのはよく存じております。その中で、傾向全体でい

うと、ほかの海域のほうの種苗放流もございますので、そういったものも含めてもう少し、今よ

りはもっと効果的な放流のほうを全体として行っていこうという考え方です。

○上野委員

大体わかりました。それで、１つ聞いてみるんですが、シナ海なんかでもね、確かに日本も獲

っているけれども、中国、韓国もフグを獲っているという話を聞いておるんですが、そこら辺の

影響というのはないんでしょうかね。

○小畑部長

どの程度、確かに資源は一緒、一番最初のところを見ると分布は一緒ですので、可能性として

はあるんですけれども、ただ、どの程度獲られているかという実態がよくわからないものですか

ら、どのぐらいその漁獲が資源に影響を与えているかというのはちょっと何とも申し上げられな

い状況でございます。

○上野委員

そこら辺の実態も国のほうで調べて、そこら辺の影響というのは随分出てくると思いますよ、

シナ海なんかというのは。本来、もともとトラフグというのは、山口県なんかは四、五十年前か

らシナ海のほうで、要するに中国の近辺まで行って獲っておった。松生丸事件というのがあって、

その陸の見えるところまで行って、そこが産卵地域で、そこから下がってくるんですよ。だから、
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向こうの環境というのが非常に大きい、トラフグは影響を受けるんですよ。

だから、特に中国なんかの環境というのは非常に悪いというふうに聞いていますので、環境面

からもやはりそこら辺のトラフグ、水産全般ですがね、影響があるんじゃないかと思いますがね。

国のほうで韓国、中国、そして日本、３カ国でひとつそこら辺も十分協議をしてもらいたいとい

うふうに要望しておきます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ほかにトラフグについてご意見、ご質問、資源状況についてですが、ございますか。よろしい

ですか。

それでは、引き続きまして、この九州・山口北西海域トラフグの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いたします。

○事務局（宮沢）

本年４月より九州漁業調整事務所で資源管理を担当しています宮沢と申します。私のほうから

九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理の取り組みについて説明いたします。それでは、座っ

て説明させていただきます。

お手元の資料１－２をご覧いただきたいと思います。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27年度の取り組み状況でございます。

１番目の広域資源管理方針の実施措置の（１）の漁獲努力量の削減措置といたしまして、①に

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。また、今年３月の本部会にお

いてご報告したとおり、今漁期からはＥ海域において浮き縄、底縄とも４月６日から11月５日を

禁漁期間としております。

これらＡからＥ海域につきましては、４ページの図を参照していただければと思います。Ａか

らＥ海域までの対象海域が図で示されております。

続いて、１ページにまた戻っていただきまして、②といたしまして、小型魚保護のため、今漁

期から全ての海域で全長25センチ以下の小型魚の再放流をしております。

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各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、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。

11月時点のトラフグはえ縄漁業の承認及び届け出隻数を２ページの参考１にまとめております。

２ページのほうをごらんください。

11月時点におきまして、承認隻数が169隻、届け出隻数が64隻で合計233隻になっております。
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ここで１つ訂正がございます。申しわけございません。届け出隻数64隻の表中の内訳ですが、３

から５トンというのが59隻になっておりますが、こちらが60隻の間違いでございまして、誤記で

ございます。大変失礼しました。

１ページ目の１から３の取り組みにつきましては、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第

42号及び第43号により実効性を担保しております。

また、１ページ、（２）資源の積極的培養措置といたしまして、各県によるトラフグの種苗放

流を実施いたしました。

２ページの下のほうに参考２というところがございます。平成27年度の種苗放流状況を記載し

ておりますが、関係県の合計で163万尾の種苗放流をしております。なお、種苗放流につきまし

ては、適地への放流、適正サイズでの放流、健全な種苗での放流を実施しておりまして、種苗放

流の効率化に取り組んでいるところでございます。関係漁業者、関係県の方々におかれましては

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、生育場の環境改善といたしまして、海底耕うん、清掃を実

施しております。また、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県の４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。

２、その他といたしまして、山口県では平成19年度から雌の産卵親魚の買い上げ、標識放流を

実施しております。

その下の②といたしまして、平成26年度漁期の漁模様を、瀬戸内海水産研究所作成のトラフグ

の外海産漁獲量を載せてございます。

３ページ、４ページにつきましては、先ほどの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示したものを添付しております。

ページをめくっていただきまして、５ページ目、６ページ目、そこに今年度の現時点までの広

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しております。

また、日本海・東シナ海・瀬戸内海系群トラフグの資源状況は依然として悪い状況でございま

すので、昨年11月に山口県下関市で開催した第１回トラフグ資源管理検討会議で確認された作業

部会において、トラフグ資源管理の状況や漁業実態、今後の資源管理の方向性等について、水産

庁本庁、関係漁業調整事務所、そして関係県と連携、協力しながら資源の回復に向けた取り組み

を検討しているところであり、本年11月に山口県下関市で第２回トラフグ資源管理検討会議が開

催され、目標等が本会議において確認されたところでございます。

引き続き、水産庁本庁、関係漁業調整事務所、関係県と連携、協力しながらトラフグはえ縄漁
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業者等と資源の回復に向けた取り組みを検討していくこととしております。このことについては、

明日の午後開催される本委員会において水産庁本庁管理課より説明がございます。

続きまして、漁獲成績報告の集計結果のご説明をしたいと思います。お手元の資料１－３をご

覧ください。

昨年度、平成26年度漁期のトラフグはえ縄漁業の操業実績報告を取りまとめたものでございま

す。操業実績の報告につきましては、資源状況を把握するため、広域漁業調整委員会指示により

報告書の提出を義務づけているものでございます。

１ページ目が承認・届け出隻数と実際に操業に出た漁船の隻数を県別・トン数別に集計したも

のでございます。

表中の右下をご覧ください。平成26年度漁期の承認及び届け出隻数が合計240隻、操業実績隻

数が127隻となっております。

２ページをご覧ください。こちらは、県別・漁獲サイズ別・トン数階級別の漁獲尾数を表にし

たものでございます。これも合計のところを見ていただきたいのですが、一番下の真ん中のほう

ですね、下から２行目のほうになるところでございますが、全ての階層及び県の合計で４万8,67

7尾となっております。

続きまして、３ページでございますが、こちらにつきましては２ページの数字を県別・月別に

あらわした表でございます。

続きまして、４ページ目に平成20年度からの漁獲尾数を月別に対比したものを棒グラフで示し

ております。平成26年度１月の棒グラフを見ていただきますと、漁獲尾数が例年に比べて少なく

なっております。これは山口県漁船が沖でトラフグの漁がないということで漁場を移動してマフ

グ操業に切りかえたものと考えられます。なお、トラフグはその後まとまって漁獲されたとのこ

とです。

関係県の漁業者の皆様におかれましては、非常にご苦労をいただきまして委員会指示に基づく

漁獲成績報告書を提出していただいております。今年度の取り組み状況と昨年度の漁獲状況につ

いては、簡単ではございますが、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。

ただいま事務局のほうからトラフグの資源管理の取り組み状況と操業実績の報告がございまし

た。ただいまの説明について、何かわからない点とかご質問等あれば伺いたいと思います。

清野委員、どうぞ。

○清野委員
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資料１－２について２つご質問があります。

１つは、１ページ目のところで、漁場環境の保全措置ということで上のほうの表の（３）なん

ですけれども、佐賀県における海底耕うんと清掃ということで、清掃はいろんなゴーストフィッ

シングを避けるとかいうこともあるんですけれども、海底耕うんというのはどういう関係になる

のかというのを教えていただきたいというのが１つで、それは今までのこのトラフグの産卵場の

保全ということで、良質な砂が安定して存在することが大事ということで、この玄界灘の海域は

やっぱりそういった意味で、あるいは有明海もかなり海底の保全って急務になっているものです

から、それを教えていただけたらというのがまず１つでございます。

もう一つは、同じ資料の４ページ目で地図がございますが、各海域の休漁期間ということで、

この期間について、特にＣ海域の中にＤ海域というのがありまして、五島と平戸の間だと思いま

すけれども、ここについて浮き縄の時期が１カ月違うとか、あるいは底縄が１カ月長く獲ってい

るというのがございますけれども、これはどういったプロセスで管理されているのかというのを

教えてください。

つまり、この大きい海域で制限を、休漁とかやっても、実際にはもっと細かくいろんな漁場と

か生息地があると思うので、今後もうちょっと細かく管理をさせていただくことができれば、ざ

っくり大きくとるというのもいいかと思うんですけれども、もうちょっともしかすると工夫のし

ようがあったりするかもしれません。

あるいは、いろんな気候とか海洋環境とか変わっている中で、どういうふうに休漁期間と場所

を決めていくかというのは、より細かい情報があればもうちょっとアダプティブにというか、状

況を見ながらやれるのかというのがありますので、現状と、それから、今後、そういう管理のパ

ラメーターなり合意形成の中でより細かいやり方が可能か、あるいは、かえって細かいと大変な

のでざっくりこれぐらいとっておいたほうが、現実にはそのほうが管理しやすいのか、そのあた

りご教示いただけたらと思います。

○事務局（佐藤）

海底耕うんですけれども、これは底引きというか、けたを引いて海底をまぜるというか、底で

固まっている底質を改善させるというふうに聞いております。

それから、４ページのＣ海域の中にＤ海域があることにつきましては、ここの海域はサイズ的

に若干違うと、操業形態も若干違うので時期をずらして設定したというふうに聞いています。

期間と場所の決め方というのは、そもそもこのＡＢＣＤＥという海域につきましては、４県漁

労長会議という民間のルールを話し合う場所がありまして、そこでおおむね決まっていた内容を

さらに細かく地域ごとに分けて、それから、浮き縄、底縄、魚種ごとに、以前はある程度緩やか
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だったものをさらに漁期を短くしたりとか、関係者間で決めたというふうになっております。

○清野委員

今のご説明ですと、特に漁期と、それから、漁期もしくは休漁期と位置に関しては自分たちで

相談されながら決めて、やっぱり協議の中で得られた知見をもとにされているということでよろ

しいですね。ありがとうございました。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ほかにこの取り組み状況、実績報告等含め本件について何かご質問等ございますか。

金子委員、どうぞ。

○金子委員

放流魚の混入率増加傾向が2014年に31％で増加しているという先ほどの話の中で、２ページの

平成27年度のトラフグ種苗放流状況、それと、その下の平成21年から26年度の放流尾数の各県ご

との放流尾数が書いてあるんですが、例えば有明海のほうで放流した尾数の約３割がそうして天

然魚とまじって獲れたということですけれども、この資料の佐賀県の放流尾数の中で約３割ぐら

いが天然魚と獲れたのか、全体の百五、六十万の放流尾数の中で３割ぐらいが残って獲れたのか、

この辺をちょっと教えていただけますでしょうか。

○小畑部長

これは、細かいデータをちょっと見ないと放流群ごとにどの程度というのはわからないんです

が、基本的には全体通してということです。例えば、佐賀県のものをもちろん見ることはできる

んですけれども、佐賀県のものはどの程度というところではないですね。種苗放流尾数全体とし

てこれだけ獲れたということです。

○橋本部会長

先ほど３割乗っているというのは有明海の分だけですか。

○小畑部長

計画全体ですので、有明海だけではなくてほかのところも、瀬戸内海等も入っております。

○橋本部会長

金子委員、よろしいですか。

○金子委員

結構です。ありがとうございます。

○橋本部会長

ほかにございますでしょうか。
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それでは、よろしければ、次の魚種に移りたいと思います。

次の魚種は、南西諸島海域におけるマチ類について。まず資源状況についてですが、国立研究

開発法人水産総合研究センター西海区水産研究所亜熱帯資源管理グループの田邊グループ長さん

からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○田邊グループ長

それでは、田邊が説明させていただきます。お手元の資料２－１をご覧ください。お配りした

のは平成27年度資源評価票（ダイジェスト版）という、先日水産庁から公表されたものですけれ

ども、こちらで紹介させていただきます。

まず、マチ類は主に100メーター以深に生息する深海性魚類の総称でして、この資料の１枚目

の真ん中にありますように、紀伊半島以西から南西諸島にかけて、あるいは小笠原を中心とした

島しょ域に分布、漁獲される魚種でございます。このうちアオダイ、それからヒメダイ、オオヒ

メ、ハマダイという４種を資源評価の対象としております。平成16年度から関係する鹿児島県さ

ん、沖縄県さんと連携しながら資源調査を実施しております。

生物学的な特性ですけれども、マチ類に関しては不明な部分が多く残されてはいるんですけれ

ども、産卵期は主に大体春から夏にかけて、一部ハマダイなどは秋まで及ぶというふうに非常に

長い産卵期を持っております。それから、非常に長く生きるということが特徴でして、この真ん

中の図の右側のアオダイの成長曲線を示していますけれども、非常に長く生きると。この図では

26歳までしか数字を出していませんけれども、例えばアオダイでは、年齢査定の結果では40歳を

超えるものも出現するということがわかっております。

また、成熟は、ヒメダイでは１歳未満、オオヒメでは１歳からと、アオダイは大体２歳、それ

から、ハマダイでは８歳を超えてということで、魚種によってまちまちではございますけれども、

非常に成熟の遅い魚種もございます。

漁業の特徴ですけれども、主に深海の一本釣りや底建てはえ縄といったもので漁獲されまして、

一本釣りによってマチを通年漁獲する専業の方もいるんですけれども、地域によってはソデイカ

漁などと兼業する業者もあります。大体５トン未満の小型船では日帰り操業であったりとか、長

くても３日間ぐらいですけれども、５トンを超えるような大型船では１週間程度操業する場合も

ございます。

次に、漁獲の動向ですけれども、１枚目の一番下に２つの図がございます。左側が鹿児島市の

中央卸売市場の経年的な漁獲の動向、それから、右側は沖縄県全体でのマチ類の漁獲量を示して

ございます。このいずれの図でも傾向として見られますのは、1960年代から70年代、非常に多く

の漁獲があったんですけれども、80年代以降から90年代で減少は続きました。近年、2010年、最
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新の情報は2014年ですけれども、非常に漁獲量が少ないということが特徴として挙げられます。

次に、資源評価の方法なんですけれども、１枚目の図にありました鹿児島市の中央卸売市場の

経年的な漁獲の動向を資源水準の指標としております。過去の漁獲量を３等分し、高位、中位、

低位というふうに分けて毎年資源の水準を判断しております。

また、沖縄県あるいは鹿児島県に水揚げされた漁船の、１隻当たりの漁船が１回に水揚げする

漁獲量をもって単位努力量当たりの漁獲量をＣＰＵＥというふうに基準を出しておりますけれど

も、これによって資源の動向を判断しております。

資源の状態ですけれども、マチ類の資源水準に関しましては、先ほど１枚目の図にありました

ように、鹿児島市の中央卸売市場の1966年以降の水揚げ量を判断基準としてやっております。そ

して、近年は非常に漁獲量も少ないということで、この低位の水準というふうに位置づけており

ます。

また、2014年の水揚げ量ですけれども、鹿児島市中央卸売市場では122トンということで非常

に少ない漁獲でございました。

資源の動向につきましては、魚種ごとにＣＰＵＥ、あるいは試算的に計算しました資源量とい

うものを使いまして判断しております。これによりますと、アオダイ、それからヒメダイ、オオ

ヒメに関しましては、近年５年間の漁獲量、それから、ＣＰＵＥを見ますと、これは２枚目の真

ん中やや下にあるその図ですけれども、この図は八重山線による各魚種の漁獲量と、それからＣ

ＰＵＥの経年変化を示してございます。これを見ますと、アオダイ、それからヒメダイ、オオヒ

メに関しましては、漁獲量、それからＣＰＵＥともに年々変化をしておりますけれども、おおむ

ね一定レベルを維持しているというふうに見て、この３種に関しては横ばいというふうに判断い

たしました。

これに対しまして、ハマダイですけれども、この図にはございませんけれども、大型船の漁獲

量ＣＰＵＥを見ると増加傾向を示しているということで、また、試算した資源量の傾向を見まし

ても増加していたということをもって、ハマダイだけは増加というふうに判断しております。

管理方策ですけれども、最後の３ページ目に簡単にまとめましたけれども、2005年に水産庁か

ら第１期資源回復計画というものが公表されまして以降、ずっとマチ類の資源管理というものに

取り組んでおりますけれども、まず１つは、保護区というものを設置しまして、鹿児島県、それ

から沖縄県内で最初に18の保護区が設置されました。

それから、2010年に第２期資源回復計画が開始されまして、さらに2012年からは広域資源管理

方針ということになって保護区の拡大が図られております。最初の18区から22区というふうに拡

大しましたけれども、さらに2014年４月、昨年の４月からはさらに２区ふえまして、現在の保護
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区は24というふうになっております。

主な保護の仕方、保護区を設けた保護と、それから、それだけではなくて魚種ごとにサイズ制

限を設けた小型魚の保護ということも取り組んでいます。しかしながら、一部の海域では資源の

保護・回復ということで効果が認められたケースもあるんですけれども、この南西諸島全体とし

ましてはまだ回復には至っていないというふうに考えておりますので、少なくともこういった保

護区あるいは小型魚保護といった方策は継続していく必要があるというふうに我々としては見て

おります。

こういった現在は低位水準ということもありまして、さらに回復ということを進めるためには、

長期的な管理措置の実施が必要というふうに考えております。

簡単ですけれども、以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ただいまマチ類の水産資源の状況についてのご説明がございました。何か質問とかございます

でしょうか。

清野委員、どうぞ。

○清野委員

この漁業に関しては本当に、いろんな現場的にも厳しい中で、ほかの国の船がなかなか守って

くれないとか、漁業自体が先ほど１週間程度出ていくとか、大変な中でされているところだと思

います。

それで、保護区について伺いたいんですが、保護区をずっとふやして漁場を守られているとい

うことで、非常に重要な取り組みをされています。この資料２－２あたりにも、実際こういう形

で緯度・経度とか位置も公開されているわけですが、これは管理としては、自分たちがこういう

ふうに管理しますということで漁業の、漁法の制限というのはかけられていると思うんですけれ

ども、もうちょっと広い意味で、自分たちがいないときの状況の把握というのは、この種の保護

区というのはどのくらい可能なんでしょうか。そういう特に外海の保護区、沿岸はまだ漁業者の

方が見られる範囲だと思いますけれども、外海の保護区についてどんな方策があるか、あるいは

関係するところに通知の方法があるかというのがわかりましたら教えてください。

○橋本部会長

すみません、清野委員、マチ類について、この次に説明がある取り組み状況、そちらのほうで

この保護区あるいは小型魚保護、そちらのほうの説明があると思いますので、それが終わった後

でもよろしければ。
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○清野委員

それで結構です。

○橋本部会長

すみませんが、そちらの取り組み状況の説明が終わった後回答を。

資源状況についてほかに何か、マチ類については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、次に、この南西諸島海域マチ類の広域資源管理の取り組み状況について、資料２－

２ですが、事務局から、先ほど清野委員からのご質問があった点も踏まえてご説明願えればと思

います。よろしくお願いいたします。

○事務局（宮沢）

引き続きまして、私のほうから資料の説明をさせていただきたいと思います。資料２－２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27年度の取組

状況」となっております。

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としまして保護区の設定、周年保

護区が３区、期間保護区16区の合計19区を設けましてマチ類の保護を実施しております。

また、②の小型魚の保護の取り組みとしまして、小型魚のハマダイ保護のために小型魚を捕獲

された場合には漁場移動を実施しております。

③その他については、ハマダイについて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。

次に、沖縄県でございますが、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

マチ類の保護に努めております。また、②の小型魚の保護の取り組みとしまして、小型魚の保護

のために尾叉長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しております。

また、沖縄県におかれましては、③に公的担保措置といたしまして、保護区の設定は取り組み

の実効性を担保するため、沖縄海区漁業調整委員会の指示を発出しております。この海区漁業調

整委員会指示に基づき、沖縄県漁業取締船等から指導、取り締まりを行った旨の報告は受けてお

りませんので、沖縄海区漁業調整委員会指示は遵守されているものと考えております。

２ページでございますが、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

を図面に示したものでございます。

続きまして、３ページについては、先ほど申し上げた沖縄海区漁業調整委員会の指示を添付し

てございます。
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４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。

マチ類の取り組みに関する資料の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。

それでは、改めまして、清野委員、保護区について。こちらから……

○事務局（佐藤）

先ほど沖縄県の委員会指示に対しての状況について、当方の宮沢のほうから説明がありました

けれども、県の取締船等による指導、取り締まりによってとあわせて、ここにつきましては他の

漁法による漁船等からも当然行きますので、もしそういうところにいれば漁船等から報告がある

と聞いております。

○清野委員

そういう点では非常に保護区を設定しても漁業に行っているということ自体が大事というか、

当たり前ですけれども、目があるということが大事だと思いますので、やっぱり漁船なり漁業者

の数なりというのは確保することで資源が守れるという代表例かと思います。ご丁寧にありがと

うございました。

○橋本部会長

ありがとうございました。

それでは、このマチ類についての取り組み状況について、ほかには何かご質問等ございますで

しょうか。よろしいでしょうか。

安成委員、どうぞ。

○安成委員

マチ類について、鹿児島の市場の漁獲状況というものが書いて、そこから推定したというふう

になっているんですけれども、ここで尾数はあるんですが、値段的なものはどんなふうな推移に

なっているのかなとちょっと思ったもので、もしそのほうの情報があればちょっと伺わせて……

○橋本部会長

値段の現状ですか。推移みたいな……

○安成委員

現状ですね。ずっと下がっていって、それで値段はどうなっているんだろうとちょっと疑問に

思ったものですから。

○橋本部会長
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何か情報お持ちですか。

○田邊グループ長

すみません、ちょっと今経年的な過去の数十年の単価というのはすぐには出てこないんですけ

れども、最近の、例えば沖縄県、私どもの研究所は石垣の八重山漁協を見ているんですけれども、

この魚種のうちで最も値段が高いのは、ハマダイというのは最も高級な魚種でして、もちろん季

節的にも違うんですけれども、大体目安として年間の平均でキロ単価1,500円前後で、安いとき

は1,000円ぐらいから高いときは2,500円を超えることもあると。それから、その他の魚種はもう

少しやっぱりハマダイよりは値段的には落ちまして、それでも1,000円ぐらいは、1,000円を切る

こともあるんですけれども、1,000円から1,500円ぐらいはする魚種です。

ただ、経年的にどうかと言われると、ちょっとすみません、データを見ないとわからないんで

すけれども、漁師さんから考えると値段は上がらないという感覚だとは思います。

○野村委員

値段は下がっています。

○橋本部会長

値段は、経年的にはですか。

○事務局（佐藤）

平成26年度のマチ類の取り扱い実績、鹿児島市の中央卸売市場ですけれども、平均単価は1,10

8円、キログラムであたりの情報をいただいています。

以上です。

○橋本部会長

ありがとうございます。大体平均的には1,000円をちょっと超える値段であると。あと、経年

的には野村委員からやっぱり少し下がっていると、量も減って値段も減ると漁業者としては相当

厳しい。

○野村委員

だから、半分ぐらいしかありません。漁業者が減りました。資源管理して魚をふやすのが上策

なのか、そこら辺、自分はわかりませんけれども、漁業者が減っていることは間違いないです。

一番主力の指宿漁協、10回獲れたのが５回くらいになっております。特に尖閣のほうも問題もご

ざいますので一概には言えませんけれども、やはり周辺環境含めて、燃費が非常に高かったもの

ですから、その辺からだんだん意欲を失ったというのも事実です。

以上です。

○橋本部会長
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情報、ありがとうございました。

ほかにソデイカ漁とあわせてやっているというような漁業者も多いと聞いていますけれども、

ソデイカのほうは今のところ値段が相当いいみたいですけれども。

○野村委員

今のところはですね。鹿児島市場は安いもので、マチ類も鹿児島市場に揚がったのをまた沖縄

に転送しているというような状況なもので、都会の方は何でこうして、この魚を、需要が少ない

のかなと不思議に思っているのも事実です。

○橋本部会長

よろしいですか。

ありがとうございました。安成委員もよろしいですか、そういう情報で。

○安成委員

資源が減っているのか、それとも獲る人が減っているのかとちょっと思ったものですから、本

当に資源が悪いのか、漁獲から類推する、ＣＰＵＥもあるでしょうけれどもと思ったもので、ち

ょっと疑問に思いまして質問させていただきました。漁業者の方の感じでは、むしろ漁業者が減

っているという感じになるのではないかと思いましたので。

○橋本部会長

確かに漁獲量という数字自体では漁業者が減っている分、全体としてもちろん減っている傾向

が出てくるだろうと。一応そこは、科学的な裏づけとしてはＣＰＵＥという単位努力当たりの漁

獲量でも見ているけれども、それもやっぱり横ばいかそんなにふえていないということでもあり

ますので、先ほどの表現にもあったとおり、こういった魚種については、やはり長期間の取り組

み、保護区もそうですし、小型魚の保護もそうですし、そういったものがさらに必要になってく

るんではないか。

一番最初に資源の魚の説明でもあったとおり非常に年齢が高くなる魚でございますので、急激

に資源がよくなるとかそういうことはなかなか起きないのかもしれませんので、地道な長い取り

組みでもってこの魚を保護していくということが一番重要なんじゃないかというふうに、私はこ

の魚を見たことも食べたこともないので余り詳しいことは言えませんけれども、この取り組みに

ついては沖縄、鹿児島ともに今の取り組みを引き続き力強く続けていっていただきたいと思いま

す。今度ぜひ実物を見に参りたいと思います。

ほかに何かございますか。

清野委員、どうぞ。

○清野委員
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この委員会でも前にデータをご紹介いただきまして、これらの魚はかなり長生きの魚で、本当

に何十歳みたいなものも時に食べているわけですね。それがこんなに安くていいのだろうかとい

う問題があると思います。

それで、今やっぱり沖縄とか鹿児島もいろんな意味で観光で活性化しているところもあります

ので、みんながみんな安い魚を食べたいわけではなくて、それなりにお金のある人にはきちんと

言って、その価値をわかってもらって高くつけてもいいんだと思うんですね。

ですから、そういう意味では漁業者の数と漁業の維持による資源確保ということだとか、こう

いう代表的な魚がいることによってほかの磯根の、外洋性の磯根の魚の保護にもつながるので、

もうちょっと漁業の生態系保全効果というものも含めまして、これは地元の県とか市とか、そし

て、観光業の方とも連動して、一匹一匹を大切に食べましょうということと、それだけ長生きの

魚を食べているので、大事にいただく、その分きちんと価格も協力していただくという政策が早

急に必要だと思います。

私も石垣の漁師さん、何人か知り合いがいる中で、さっきおっしゃったような形でどんどんつ

らいということでやめているんだけれども、もっと大きなミッションがあって、いろんな海洋生

態系の保全にも参加されているということになりますし、こういう魚の生態の解明にも寄与され

ていると思いますので、ぜひそういう意味で特段の政策をとっていただいて、この漁業が続くよ

うにお願いできたらと思っております。

○橋本部会長

ありがとうございます。大事な提言だと思いますので。

ノドグロみたいに有名になれば少し、余り日本中全体に流通している魚ではないと思うんです

けれども……

○野村委員

前はしていたんですよ。

○橋本部会長

量的には少ないんですけれども、何かもう少しＰＲをされると。

大久保委員、どうぞ。

○大久保委員

私はこの魚、見たこともないし食べたこともないです。だから、どう言うていいかわからんと

ですけれども、この魚、写真を見たらメダイとよう似ていますものね。メダイが10年前から見た

ら今は３倍ぐらい値段しておりますものね。私の組合でもメダイは最初キロ400円ぐらいのとき

は西京漬けをつくっておりましたけれども、今は1,000円から割るということはめったにないで
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す。値がいいときはキロ2,000円ぐらいする。大体1,500円前後今していますものね。ちょっと野

村さんに聞きたいことがあって、この魚、脂あるとですか。

○野村委員

うまいですよ。

○大久保委員

そうしたら、普通の魚は身をとるのに50％なかなかないわけです。この魚は頭も小さいし、多

分50％以上、60％ぐらい身がとれると思っているんですがね。

○野村委員

とれます。

○大久保委員

それで、今深海魚だって、銀ダラか何か特に今不足で、すごく値段が高くなりましたものね。

その影響で、メダイも脂があって、西京漬けの魚にも使えるし、値段が上がったわけですよ。そ

ういうので、この魚はむしろ今はチャンスで値が上がらにゃいかんじゃないですか。

○野村委員

実際、いつから安くなったかといいますと、接待等の需要が少なくなったころからです。ハマ

ダイはですね、本当に淡泊で高級料亭で扱われる代物なんです。ところが、その需要がだんだん

減ってきた。往年の赤坂見ればわかるでしょう。

○大久保委員

それはよくわかります。

○野村委員

だから、やっぱり皆さん方本当に食べるというのは、そういうのがわからんと。例えば、フグ

にしてもそうでしょう。総理が食べて、そういう方が食べて初めて普及になるのに、妙なところ

で妙なことになるからこういうような状況を生んでいくと。だから、ちなみに鹿児島でもずっと

毎年200隻近い船が減少しているんです。ということは、200隻の船が少なくなるということは、

漁業者が減っていくんです、だんだん。恐らく日本中でそういう状況が今続いていると思ってい

ます。

だから、やはり消費者をふやす、生産も含めて価格の安定というのを先にするのが政策じゃな

いかと私は思っています。以上です。

○橋本部会長

山川委員、どうぞ。

○山川委員
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今、マチの資源管理についていろいろと話がありましたが、一応、沖縄県の漁業者の立

場としてちょっと視点を変えてお話しします。沖縄海区におけるマチ資源保護培養を図る

ために、先ほど説明があったとおり、５区域において今年の４月１日から、30年３月31日

まで有効期間とする委員会指示を、今年の海区調整委員会の中で継続して発動しました。

沖縄県はいろんな魚種についても言えることですが、特にマチ資源については、昭和55年

でしょうかね、そのあたりが非常にピークで、現在、10分の１ぐらいにマチの資源は、水

揚げ高も漁獲金額等も減少しております。

そういった理由もありますし、漁業者がマチの一本釣りからだんだん減っているという

のも一つの理由ではあるのですが、実は、漁業者からは今年の委員会指示を発動するに当

たって非常に賛否両論、いろんな意見が多数ありました。委員会としてもその調整をする

ために非常に苦労したのですが、特に離島、資源管理を実施しているその区域の近くにあ

る離島のほうから、資源管理はもうなくしたほうがいいという意見が相当ありました。そ

の理由としては、先週も全漁調連の九州ブロックで発言したのですが、中国船のサンゴの

不法操業とか、それから、台湾船のＥＥＺ内での不法操業問題、特に中国国内でも禁止さ

れているサンゴ漁業の不法操業に関しては、日中漁業協定の中で27度以南については何の

取り決めもなくて自由に操業できる状態になっているためです。その中に、資源管理を実

施している、５つの保護区も全部含まれています。

それと、今、日台漁業取決めが結ばれているのですが、特別水域以外に、つまり日本の

ＥＥＺ内に入ってきて、資源管理を実施しているところでマチ一本釣りをやっているとい

うのが多々あります。ですので、沖縄の漁業者が資源管理をちゃんとやっても、そういっ

た他の国の漁業者が魚を獲っていったら意味があるのか、というのが非常に意見等分かれ

まして、調整委員会も何名か現場に行って調整したという経緯があります。

ですから、先ほどお話があった委員会指示を遵守しているということは、非常に不満を

持った中で、漁業者は遵守しているところです。

中国船は、今は資源があってまだ27度から下に下がってきていない状況ですが、虎網とか

巻網が、そういった一本釣りについても協定がない区域で操業するというのが、近い将来

沖縄でもあるのではと、沖縄の漁業者は考えています。ですが、それは国と国との協定の

話であって、日中協定については。

しかし、日台については、EEZ内に入って操業すれば、それは違法操業ですから、それ

をちゃんと取り締まりするのも、資源管理をやっていく中で並行しながらやっていくのも

大事なことだと、私は思っております。
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このように、沖縄の漁業者は非常に不満がある中でマチの保護に関する指示を遵守をし

ているということでありますが、しっかり理解をしてもらって、資源をふやそうというこ

とであります。

もう一つ言えることは、資源の減少は、本当に沖縄の漁業者が獲って減ったのか、それと

も、不法操業でやっている他の国の漁業者が獲って減っている部分もあるのでは、という

ことで、先ほどもトラフグの件で、中国、韓国船が獲っているんじゃないかということで

質問があったのですが、それについてはわからないと。それは去年のときも私も質問した

のですが、そこまでは把握はしていないということでありました。いずれにしても、資源

管理を実施していく中で、そういった他国の取り締まり関係も並行しながら、資源管理を

実施してもらいたいというのが沖縄の漁業者の意見であります。

以上です。

○橋本部会長

わかりました。大変貴重なご意見をありがとうございました。

事務局のほうはこういった意見が広調委の場で出されたということをぜひ関係の部署のほうに

も伝えていただきたいというふうに思います。

それでは、ちょっと時間も押しているようでございますので、次の３番目の魚種について移り

たいと思います。最後ですが、有明海におけるガザミにつきまして、国立研究開発法人水産総合

研究センター西海区水産研究所の青野資源生産部長さんからご説明をよろしくお願いいたします。

○青野部長

西水研の青野でございます。資料３－１、これは26年度の資源動向調査の報告書でございます。

有明４県、ここにあります４県の調査結果を取りまとめたもので説明をいたします。時間もちょ

っとなさそうですので、コンパクトに進めたいと思います。

まず、調査の概要でございますけれども、これは漁場や漁獲量などのいわゆる漁業の概要に関

する調査、それから、生物学的特性に関する調査、そして資源状態に関する調査を行っておりま

す。

まず初めに、２としまして、漁業の概要でございます。

漁法と漁期につきましては各県により差がありますが、主にかご、刺網、たもすくいによって

漁獲されております。

漁獲の動向につきましては、平成25年が非常に漁がよかったということがありまして、各県の

記述は「前年を下回り」というところがございますが、過去数年と比べるとそれ並みあるいはち

ょっと減っているという状況でございます。
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２ページにいって、３の生物学的特性でございますが、抱卵期につきましては、５月から９月、

そして、主な産卵期が５月から６月というふうに推測されてございます。

産卵場所につきましては、水深５から10、あるいは八代海ではもうちょっと深くということも

ございますが、そういったところで産卵する。また、産卵場所は有明海の湾の中央部あるいは湾

の奥と考えられています。

成熟年齢につきましては、１歳未満の個体でも成熟が確認はされていますが、主な成熟はそれ

以降というふうに考えられてございます。

３ページに移って、性比でございますが、これまでの調査では、漁期の前半は雌の個体が多く、

また、後半は雄の個体の割合が高くなるという傾向が表あるいは図によって示されています。

３ページ、下のほうですが、分布の海域は有明海、八代海、橘湾で、一部は天草にも分布する

という報告でございます。

４ページにいきまして、移動についてですが、福岡県さんのペイント標識による調査によりま

すと、湾の奥で放流した個体、柳川のほうですね、が湾の中央部あるいは湾口部、さらに鹿児島

の阿久根あるいは長崎の佐世保といったところで漁獲されるという結果が得られております。

また、長崎県の調査によりましても、湾の奥で放流したものは中央部に移動する、あるいは橘

湾で再捕されるというデータが得られておりまして、こういった結果から有明海のガザミは有明

の湾奥から橘湾まで広い範囲で移動するというふうに考えられています。

寿命につきましては、一般に２から３年程度、特に雄については１年半から２年、雌は３年程

度と考えられています。

軟甲ガザミ、殻の柔らかさ、脱皮後の個体ということですが、これは漁期を通して出現するの

ですが、ピークは８月から９月という調査結果が得られております。また、成長につきましては、

大きな個体は30センチ近くにもなるという結果が得られています。

資源の状態でございますけれども、統計によりますと、過去は昭和60年に最高の1,781トンと

なりましたが、その後、増減を繰り返してはいますが減少しているということです。平成25年に

は非常によかったものの、この報告書の平成26年の推定は４県で漁獲量は合計110トンであり、

有明海におけるガザミの資源水準、資源動向は低位横ばい傾向であると考えられております。

５ページ以降に各県さんの資源の動向が示されていますが、やはり５ページの福岡県さんも低

位横ばい、佐賀県さんも低水準で減少傾向という記述でございます。６ページにいきまして、長

崎県さんも低位で横ばい、熊本県さんも低位で横ばいというご判断でございます。

最後ですが、７ページ、資源回復に関するコメントということで、有明海のガザミにつきまし

ては、広域資源管理方針に基づきまして抱卵個体の保護、小型個体12センチ以下の再放流、また、
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休漁期間の設定も行って資源の回復に努めているところでございますが、なかなか生物学的特性

をまだ、何回産卵するのか、どういう移動をするのかとか、それもまだ詳しくわかっていない、

不明な点が多いので今後の調査の充実を行う必要があるということでございます。

各県とも、例えば佐賀県さんは、資源回復のためには引き続き資源管理の取り組みが必要、長

崎県さんは、資源動向の把握精度の向上、また、熊本県さんも資源回復手法の選択集中も必要で

あるといった意見が出てございます。

非常に簡単ですが、以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。

質問をいただく前に、すみませんが、時間の都合上、取り組み状況について引き続き事務局の

ほうから説明をいただいて、終わったところでまとめてご意見、質問をいただきたいと思います。

すみません、よろしいですか。

○事務局（佐藤）

それでは、資料３－２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27年度の

取り組み状況についてご説明いたします。

まず、１ページ目でございます。こちらのほうに（１）としまして、漁獲努力量の削減措置、

こちらにつきましては、①として抱卵ガザミ（黒デコ）の保護、それから、②としまして小型ガ

ザミの再放流、それから、③として採捕禁止期間の設定としております。

抱卵ガザミの保護につきましては、関係県において採捕された抱卵ガザミの再放流、または一

時蓄養により抱卵ガザミの産卵機会の確保を実施しております。

再放流につきましては、採捕された全甲幅長12センチ以下のガザミの再放流でございます。

採捕禁止期間につきましては、本委員会指示第44号に基づき有明海において平成27年６月１日

から６月15日までの間、たも網そのほかのすくい網によるガザミの採捕を禁止し、抱卵ガザミの

保護を実施しております。

この広域漁業調整委員会指示の内容遵守状況につきましては、関係県に確認したところ、今年

も広調委指示内容は遵守されているとの報告を受けております。

それから、資源の積極的培養措置でございますが、こちらは参考としまして、下に平成27年度

のガザミ種苗放流の状況を記載しております。こちらを見ていただきますと、本年度は下の平成

23年から26年度の放流尾数に比べまして数量が非常に少なくなってございます。こちらにつきま

しては、種苗生産が不調に終わったために計画どおりの種苗数を確保できなかったということで

ございます。



- 30 -

それから、上の表、漁場環境の保護としまして、福岡県におかれては覆砂、それから、佐賀県、

長崎県におかれては漁場環境改善のために海底耕うんを実施しております。佐賀県がモガイ殻散

布耕うんの試験調査を行ったところ、二枚貝の増殖効果等が認められたということで、佐賀県で

はモガイ殻海底耕うん、長崎ではカキ殻散布耕うんを実施しております。

２ページ目でございますが、こちら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。会議開催実績の中の平成27年４月23ですが、研究者間で有明海

ガザミの資源評価に向けた打ち合わせを行って、現在、持っている漁獲データの分析等を整理・

検討しているところです。事務局としましては、この漁獲データ分析等を参考に、行政・研究者

間で有明海ガザミの資源回復に向けた資源管理方策を検討するとともに、関係漁業者と管理措置

を検討していくということを考えております。

以上、簡単でございますけれども、取り組み状況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。

有明海ガザミにつきまして、資源状況のご説明と取り組み状況についてまとめて研究者の方か

ら、あるいは事務局から説明をいたしました。

何かガザミにつきまして、資源の問題でも取り組み状況でも構いませんので、何かご意見なり、

ご発言、ないでしょうか。よろしいですか。

それでは、議事も大分時間がたってございますが、次の議題、（３）その他でございますが、

委員の皆様方から何かございますでしょうか。

野村委員。

○野村委員

ちょっと気になったものですから、すみません、１－２で２ページ、ヒレ、カットしています

よね、トラフグ。それぞれどこの資源かわからないということで、放流のものかわからないとい

うことだったものですから、このカットのやり方を変えるということはできないんですか。

○小畑部長

それぞれわからないということで、標識、いわゆる標識は全て全部群を分けておりますので、

わかるようにはなっています。それを積み上げたもので、現時点はちょっと、今ここにはデータ

を持っていないのでわからないということでして、細かく見ればわかるようにはなっております。

○橋本部会長

ヒレだけではわからないのでしょうか。

○小畑部長
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ヒレだけではわかりません。ヒレは左右しかないので。それ以外にＡＬＣの標識、耳石を標識

にしたとか、あと焼き印といって頭とお腹側とを標識したものと、それらを組み合わせて全ての

放流群がわかるようにしています。

○野村委員

わかりました。

○橋本部会長

よろしいですか。

ほかにその他として何かございますでしょうか。

それでは、よろしいですか。

それでは、事務局のほうから次のこの九州西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）

次回の部会につきましては、今後緊急の開催予定がなければ、例年２月から３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。

○橋本部会長

ありがとうございました。

それでは、大変時間を超過して申しわけございませんが、本日の九州西部会はこれにて閉会を

したいと思います。委員各位あるいはご臨席の皆様方には議事進行へのご協力と、それから、大

変貴重な多々の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の指名につきましては、杠委員と金子委員、こ

のお二方に後日この九州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したいと思

います。

それでは、大変長時間ご苦労さまでございました。これをもちまして、日本海・九州西広域漁

業調整委員会第28回九州西部会を閉会させていただきたいと思います。ありがとうございました。

閉 会


