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定刻となりましたので、ただ今から日本海・九州西広域漁業調整委員田中次長

会第５回九州西部会を開催させていただきます。

本日の部会は１７名の委員全員のご出席を賜っておりますので、本部

会事務規程第５条第１項によりまして成立していることをここに御報告

いたします。

それでは、まず初めに石川部会長からご挨拶をお願いします。

一言御挨拶をいたします。石川部会長

本日は師走に入りまして、何かと慌ただしい中ではございますが、委

員の皆様方、それから来賓の皆様方におかれましては、大変お忙しい中

をこの部会に御出席いただき誠にありがとうございます。

当部会は本年の３月２７日に第４回を開催いたしまして、その会にお

きましては、資源回復計画対象魚種の決定につきまして審議を行ってい

ます。

トラフグにつきましては、資源回復計画の対象魚種として、今後関係

行政プロジェクトと具体的な漁獲量を削減措置等について協議をしてい

くということになりました。

また、マチ類につきましては、対象魚種とすることにつきまして、決

定までには至らなかったわけでございますが、引き続き関係プロジェク

ト等と協議を進めていくということについて当部会として了承したとこ

ろでございます。

前回の部会開催から大分日数も経っているわけでございますが、本日

の部会におきましては、トラフグ、マチ類などに関する今年の九州西部

海域の資源状況、あるいは前回の部会後の漁業者協議会等の開催状況で

すとか、行政研究担当者会議におきます協議の経過等につきまして事務

局の方から御報告を頂きまして、委員の皆様方に御審議を賜りたいと思

っております

本日は水産庁からも佐藤室長を始めといたしまして、多数の方々に御

列席を願っています。この場で主に情報交換をしていきまして、実りの

ある会議になりますよう、委員の皆様方のご協力をお願いしまして、私

の挨拶といたします。

ありがとうございました。

どうもありがとうございました。田中次長

続きまして本部会の事務局であります、九州漁業調整事務所長、石部

から御挨拶申し上げます。

九州漁業調整事務所の石部でございます。石部所長

皆様方にはお忙しい中、全員御出席を頂きまして誠にありがとうござ

います。

また常日頃この事務所の業務につきまして、皆様方にはご指導なり、



ご協力なり、ご理解なりを頂きましてこの場をお借りしまして厚く御礼

申し上げます。

この九州西の委員会は今回で５回目ということでございますが、御承

知の通り本会議につきましては、いろいろな漁業の種類が輻輳して操業

している海域であるということ、そして今、日韓、日中が交渉をやって

いる最中でありますけれども、韓国とか中国それから台湾と課題が山積

しておりまして、非常に難しい会議ということもございますが、今日、

皆様に御審議いただきますことの１つは、トラフグについてででありま

す。資源回復計画の対象魚種ということで、その後の状況を説明し、皆

様方のご意見もお伺いしたいと思っております。

２つ目はマチ類についても、その後の状況なりを説明させていただき

まして、皆様方の御意見を伺いたいと思っております。

３つ目は、その他の魚種につきまして、今後の状況と各県さんの独自

で取り扱っております、そういう対象魚種につきまして御説明をいただ

いて、皆様方の御意見を伺いたいと思っていますのでよろしくお願いし

ます。

本日はそういうことで、忌憚のない御意見を賜りますよう、よろしく

お願いを申し上げます。

本日は誠にご苦労様でございました。

本日は水産庁資源管理部管理課の佐藤室長に出席いただいていますの田中次長

で、御挨拶をお願いします。

水産庁管理課の佐藤でございます。第５回九州西部会の開催に当たり佐藤室長

まして、一言御挨拶を申し上げます。

資源回復計画につきましては、各県の海域がまたがる広域種につきま

しては、作成したいと思っています。これまで６つの計画、魚種としま

しては１２魚種になるかと思いますが、これにつきまして作成し、もう

実行に入っているところであります。

先般開催されました、太平洋の漁業調査委員会につきまして、今後う

まくいけば我が国の最大の悲願であると考えられますマサバの太平洋計

画の資源回復計画も了承され、１１月１８日に大中型まき網漁業の１回

目の休漁日が実施されたところであります。この計画につきましたは、

マスコミの方からも関心が得られ、何度かテレビでも放映されたという

ことで、今更ではありますが、資源回復というものは国民的にも関心が

強いということが再認識されたということです。

それからこの資源回復計画につきましては、利用者の皆様からいろい

ろな魚種について要望がでています。これは平成１６年度までに着手す

る、これについて１つのリミットが近づいています。そういうことで本

日御出席いただいています委員の皆様からも積極的な御意見を頂きまし

て、本日のテーマにもなっていますマチ類、また、それ以外についても

是非資源回復計画についての報告等進めていただければと思います。

所長さんからもございましたが、この九州西部会というのは、海域の

特殊性から他の海区を調整するのは大変難しい問題がある。こういう海

区において資源回復計画が取り上げられた、それはひいては今回上がる



ということになれば、諸外国に対しても日本の資源管理の優秀さという

か、真剣に取り組むということをアピールできる。また、それが地域全

体の密接な関係ににつながっていくのではないかと期待しています。

本日は限られた時間ではありますけれども、忌憚のない御意見が交わ

される有意義な会議になることをお願いしまして、私の挨拶といたしま

す。ありがとうございました。

ありがとうございました。田中次長

本日は同じく水産庁資源管理部管理課から、齋藤課長補佐、阿部課長

補佐、増殖推進部漁場資源課から宮崎係長が出席しております。また、

西海区水産研究所東シナ海漁場資源部から上田室長の方に御臨席いただ

いておりますことを御紹介しておきます。

さらに加えまして、事務局であります当事務所におきまして人事異動

がありましたので、紹介させていただきます。

４月から着任いたしました次長の田中です。よろしくお願いいたしま

す。また、１０月に着任いたしました資源管理計画官の吉永でございま

す。以上でございます。

それでは、これ以降の議事進行につきまして、石川部会長にお願いい

たします。よろしくお願いいたします。

それでは私の方で議事の進行を務めさせていただきます。これから議石川部会長

事に入りますが、その前に本日の議事録の作成に関します議事録署名人

の指名をさせていただきたいと思います。事務規程第１１条によります

と、部会長が２名以上を指名するということになっていますので、私の

方から指名をさせていただきたいと思います。今回の議事録署名人につ

きましては、恒例に従いまして名簿順ということにさせていただきたい

と思いますので、海区互選委員の中から福田委員、漁業者代表委員の中

から冨田委員のお二人にお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。

なお、前回の部会におきましては、トラフグとマチ類のみならず、他

の魚種につきましても御検討いただいたところでございますが、今回の

議題でも、まず、トラフグとマチ類につきまして検討していきまして、

その他の魚種につきましては議題３の所にその他という所がございます

が、その中で御検討いただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

、 。それでは議題の１ トラフグの資源回復計画について討議いたします

前回の部会ではこのトラフグの資源回復計画の対象魚種として、今後

具体的な漁獲努力量削減措置等の検討に着手というところを前回了承し

たところでありますが、本日はその後の状況につきまして、御報告をい

ただきたいと思います。

最初に九州西部海区におけるトラフグ資源の状況につきまして、独立

行政法人水産総合研究センター西海区水産研究所の上田室長に御説明を

お願いしたいと思います。

上田室長よろしくお願い致します。



私長崎市にあります独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研上田室長

究所の上田と申します。

この４月よりトラフグの資源評価を担当しております。私が今日お話

する内容につきましては、私一人でやったのではなくて、山口県、福岡

県、佐賀県、長崎県、熊本県の各水産試験場の皆さんと協力しながらト

ラフグの資源評価を行ったということで紹介させていただきます。

資源の解析というのは完璧なものではなくて、今あるデータを寄せ集

めてやってもので、まだまだ問題点は多いのですけれども、その点を留

意しながらお聞きくださればと思います。

まず、トラフグの回遊についてということで、簡単に説明させていた

だきます。トラフグというのは秋から春にかけてこの東シナ海から産卵

場に移動するというか、大きな回遊をします。もちろん広く分布してい

ますので、沖合から沿岸に来るものもいるし、沿岸から沖合に来るもの

もいますし、産卵場はこの星で示した、今現在分かっているところは若

狭湾、瀬戸内海、九州の西の方と、産卵場はかなり広くあります。こう

いう情報がなぜ得られたかというと、今までやられた標識放流といいま

して、魚にタグを付けて放して、その放した場所と獲った場所からこう

いう回遊経路を推定しているということです。

産卵した後、これらは親なのですが、逆に産卵場から沖合へ広く移動

していく、こういうような回遊経路が分かっています。

これは私も持っていた資料なのですが、私は西水研に来る前には徳島

県にお世話になっていたのですが、徳島県の紀伊水道の方でも漁業者自

身が５００グラム以下とかを全て放流するようなことをしていまして、

それにタグを付けたりしたのですが、紀伊水道といいますか、瀬戸内海

の東部の方で放しても、このようにかなりダイナミックな移動をすると

いうことが分かっています。それをまとめてみますと、トラフグの生活

、 。圏というのはかなり広いのではないかと そういうふうに考えています

次に成長なのですが、このグラフというのは横軸に年齢、縦軸の左側

が全長、横側が体重ですけれども、体重の方が感覚的にわかりやすいと

思うのですが、１歳では２００から３００グラムですが、２歳になると

約１キロ、３歳になると２キロを超える、そういう具合に成長していき

ます。３歳から成熟して、産卵するということがわかっています。

解析に用いた資料なのですが、こういう資料を集めて資源の評価を行

ったということで、少し分かりにくい図ですけれども、私たちが扱って

、 、 、いる資料というのは 下関唐戸市場 南風泊といわれていますけれども

そこに日本のほとんどのフグが、８割くらいが集中してきますので、フ

グにつきましては、そこの取扱い量のデータを利用しています。フグに

つきましては、トラフグという漁獲統計というのはないわけです。そう

いうことから私たちは苦労して、ここの協力も頂きまして、こういうデ

ータを使っているということです。

南風泊市場ではトラフグを内海産、内海産というのは、これは瀬戸内

海、伊勢湾、遠州灘です。外海産ということで、東シナ海、日本海そう

。いうものを１つの単位として統計資料として扱っているということです

外海産のものも一応銘柄で天然とか放流と分けられています。これはか

なり細かく分けられていまして、トロ箱１個、１荷が何十個か入ったも



のがありまして、そういうものが細かくデータとして残っているので、

そういうものを使ったということです。

その南風泊市場のトラフグの水揚げ量の推移です。１９７０年から２

００２年までのものを示しているのですが、見てもお分かりのように、

かなり減っているということです。水揚げは過去には１，０００トン近

くあったのですが、どんどん減ってきて、１００トン以下にまでなって

いるということです。トラフグというのは、昔は４年に１回大発生する

ような、こういうもの卓越年級群というような言い方をするのですが、

、 、 、そういう大発生がありまして 過去にも赤い矢印で示しました ７４年

７８年、８６年、９０年にはこの卓越年級群が発生していたという経緯

があるのですが、現在ではそういうピークも見られなくなっているとい

う状況にあります。トラフグの資源として健全な状態というのは、やは

りこの卓越年級群とかがピークとして見られるのが健全な状態ではない

だろうかと、私自身は考えています。

それから放流魚の割合なのですが、これも１０％から２０％、平均で

１６％くらいが放流魚であるということが、南風泊市場の調査結果から

分かっています。

これは東シナ海、黄海への出漁隻数の推移ということで、主に大型船

の出漁隻数を示しているのですが、漁獲も変動しているのですが、大型

船の出漁隻数も減少している。つまり、獲る側も減小している。漁獲も

減少しているし、獲る船の隻数も減少しているということで、一体どう

いうことなのかということですが、普通は獲る隻数が減ると漁獲量は増

えるような気がするのですが、その背景には沿岸の小型船、外国船が増

加しているのではないかという疑問というものも考えられます。

これは東シナ海、黄海における努力量ということで、済州島よりも西

での操業の割合ということで、昔はより沖合、済州島よりも西の方まで

行っていたのですが、それがどんどん船の隻数も減って、より沿岸で操

業するようになった、操業海域が狭められられているというものを示し

た図であります。

そういうような漁業の実態があるわけですが、ここから資源評価の話

しに入るのですが、この南風泊市場の銘柄や漁獲量とか、あるいは山口

県の水産試験場が調べられた魚の大きさ。そういうものから、毎年、毎

年、何歳魚をどのくらい獲っているかを示したのがこの図です。横軸に

、 、９３年から２００２年 年齢別の尾数ということで示しているのですが

先ほどの漁獲と一緒で、全体としては減ってきているのですが、当たり

前のことかもしれないのですが、特定の年齢が減ってきているのではな

くて、全ての年齢が同じように減ってきているという傾向はあります。

２００２年についてはやや増加傾向にあったということです。

。 、そういう資料を用いて資源の解析を行いました その結果なのですが

横軸が９３年から２００２年、縦軸の左側が資源量、資源量を示したの

が黄色の折れ線です。漁獲量の割合というのは資源がこれだけありまし

た。そのうちの何割くらい捕りましたというのを示したのが赤の折れ線

です。これは９３年からということで、資源がかなり少なくなってから

、 。の話ではあるのですけれども こういうように資源量は減ってきている

漁獲の割合というのは、減ってからなのですが４０から５０％くらいで



はないかということで、かなり漁獲割合は高いのではないかと考えてお

ります。

それから獲る強さということで、我々漁獲係数ということで、Ｆとい

う形で表すのですが、現在は０．９９くらいということです。

それではどういうような資源管理をすれば、資源が増えていくのだろ

うかということをシミュレーションしたのがこの図であります。横軸が

２００４年から２０１３年、縦軸が漁獲量を示しています。現在はこう

いうように書き込んでありますが、すごく低いレベルにあります。

ここに現在の強さと０．２Ｍというのは、現状の強さの０．２倍、要

． 、 ． 、するに８割削減して０ ２にしなさい あるいは０ ５にしなさいとか

現状の０．７倍にしなさい、０．８倍にしなさいとか、現状のままにし

なさい。現状のままだとずっと少ないままですよというのを示した図な

のですが、このＭ３０％というのは、加入量というか、漁獲に入ってき

たもののうち、３０％の親を残してやれば、というようなシミュレーシ

ョンなのですが、ここでいうところのＭ３０％というのは、この０．３

から０．４Ｍに相当するようなものです。

このように現状の強さの０．３から０．４倍くらいにしてやると、１

０年後には５００トン以上くらいになるのではないかというような評価

を今年はやらせていただきました。ですから、実際には卓越年級群が出

て、うまく生き残ってよかったりすると、これとは全然ちがう状況には

なると思うのですが、もし現状のままいくとするならば、このようなシ

ミュレーションが行われるということです。

繰り返しになりますけれども、５００トン以上になるのが健全な状態

ではないかということで、これには相当な努力が必要なのではないかと

いうのが現状です。それでこの資源評価の方ではＭ３０％、現在の強さ

の０．３８～０．３９倍くらいの調査にして、３８トンくらい獲るのが

いいですよということを示しています。

最後にまとめなのですけれども、現在の資源というのは非常に低推移

であるということです。５００トン以上にするというのは非常に強い管

理が必要ではないかということです。そして、理想はさっき言いました

ように、卓越年級群が産める状態にすることです。４番目に卓越年級群

が出れば、またシミュレーションとは全然違う状況になりますというこ

とは、念のために言っておきます。

５番目ですけれども、私たち山口から熊本までのワーキンググループ

ということで、今回はあるデータでこういうような年齢組成を求めて資

源評価をしたのですけれども、さらにもっと正確な年齢組成を求めて資

源評価をしたいということで、今各県が協力してやっています。

これが現状であります。以上です。

どうもありがとうございました。ただ今のご説明にもありましたよう石川部会長

に、トラフグにつきましては、西海区研究所だけではなくて関係５県の

研究者で共同の調査を組織されていまして、これで調査研究を進めてお

。 。られる そして資源評価も着実に進んでいるということがわかりました

また、資源回復のシミュレーションに向けてもさらに前進が期待され

るところでございます。是非これからも研究を進めていただきたいとい



うように思います。

、 。ただ今の説明につきまして御意見 御質問があればお受けいたします

部会長のお話のようにかなり具体的な気がして、心地よかったのです畔田委員

、 、 、が もう少し確かめたいことといいますか トラフグは動く区域が広く

混然一体になっているような説明だったのですが、九州西の方で生まれ

るトラフグというのは、例えば福岡の方へ行って、元の所へ戻ってくる

というタイプなのでしょうか？

１度西の方で親魚を保護すれば産んだ卵が育って、また行って帰って

くるのは十分証拠があると

確定ではないと思うのですが、生まれた所へ帰ってくるという回帰性上田室長

は非常に強いのではないかと言われているのですが、１歳魚等幼魚の時

には今おっしゃったように回帰性があるというのはかなり可能性が高い

のではないかと思っています。

もう１つ、放流魚の割合がかなり高いですようですが、２０％とか平畔田委員

均して１６％という話だったのですが、やはりトラフグの特性のような

ものがあるのでしょうか。

どれくらい放流して実際１６％という数字が出てきているかという細上田室長

かいもの、補助的な見聞というのは私はまだできていないのですが、今

後の課題です。

稚魚保護だけでなくて、資源放流をやっていくことも資源回復に効果畔田委員

があると考えてよいですか。

当然、効果はあります。上田室長

他にありませんでしょうか。石川部会長

先ほど４年に１回の卓越年級群があげられるということでしたが、そ上村委員

れは現在ほとんどないという説明だったのですが、それはやはり資源が

。少ないからそうした４年に１回の卓越年級群が見えないわけでしょうか

それはどう解釈したらよろしいのでしょうか。

私自身は、おっしゃったように資源が少ないので卓越年休群は見えな上田室長

くなっていると思っています。ただ、なぜ４年に１回卓越年級群が出る

かとかいうことはまだ十分に分かっていないのですが、大方だとそうい

う傾向はかなり強かったですが、今はそれが完全に見えなくなっている

ということで、卓越年級群が見えるような状態、それが健全な状態では

ないのかと私自身は考えています。

私の方から少し質問したいのですが、昔は渤海湾まで入って操業して石川部会長

いたと思うのです。お聞きしたいのは、この中で輸入魚というのはどう



いう位置付けなのでしょうか。輸入がなされているかどうか、私も知ら

ないのですが、同じ資源を向こう側で取り合っている可能性はないので

しょうか。

可能性もありますし、実際に中国、韓国のフグの水揚げと、トラフグ上田室長

のというのはないのですが、フグが何百トンか水揚げされているという

、 、 。のは 入会海域ですけれども そういうような報告はいただいています

そのうちの何割くらいがトラフグの水揚げかというのは分からないの

で、そういうデータがあれば、こういう解析にも加えて評価をするのが

妥当だと思うのです。

他にありませんでしょか。どうもありがとうございました。石川部会長

それでは引き続き次に事務局の方からトラフグにつきましての資源回

復計画についての検討状況についての御報告をお願いします。

改めまして、九州漁業調整事務所の吉永でございます。よろしくお願吉永資源管理計

いします。私の方からトラフグの資源回復状況につきまして御報告させ画官

ていただきます。

先ほど石川部会長からもお話がありましたように、前回の第４回部会

におきまして、トラフグを資源回復計画の対象魚種として今後関係漁業

者等と具体的な漁獲努力量の削減措置等について協議していくというこ

とがご了承されたところです。

これを受けまして、各県におかれましては前回の部会後 、今日まで関、

係漁業者の理解を得るために、それぞれ漁業者会議等を開催していただ

いております。その概要につきましては資料２、４ページほどあります

けれども、まとめさせていただいております。ここの説明については省

略をさせていただきますので、読んでいただければと思っています。

資料につきまして協議の内容を最後までには記載しておりませんが、

県によりましては、具体的な漁獲努力量、削減措置等について方針を示

されているところもあるようでございます。

このように各県に加えまして、漁業者協議会等を踏まえまして、事務

局であります、九州漁業調整調整所としまして、山口、福岡、佐賀、長

崎、熊本の５県との合同の行政担当者会議を開催しておりまして、資源

回復の計画削減について、漁業者の合意ベースに向けた変動を引き続き

行っているところでございます。

また、漁獲努力量の削減措置等を行うためには、トラフグに関します

科学的な資源解析、資源評価といったものが必要になってきますので、

先ほど上田室長からも御説明がありましたように、関係５県の研究者の

、 、皆様によりますワーキンググループの設置をしていただきまして 各県

水産試験場等の試験員やデータ等を持ち寄っていただき、西海区水研か

らも参画をしていただき、検討を進めていただいているところです。

今言いましたこれらの行政担当者会議及び研究者によるワーキンググ

ループの開催状況につきましては、資料３に今年の４月２８日から最終

は１１月１０日ということになりますけれども、まとめさせていただい

ておりまして、御覧いただければいいかと思っています。



、 、それでは現在の資源回復計画の素案と言いますか たたき台について

資料４を簡単に御説明をさせていただきます。

おさらいの部分になりますけれども、関係県としましては、山口、福

岡、佐賀、長崎、熊本の５県で取り組むということにつきましては前回

の部会で確認をいただいているところです。

対象漁業種類につきましては、当面はえ縄漁業だけを対象とするとい

うことを先ほど御覧いただきました、１１月１０日に開催しました行政

担当者会議で確認をしていただいておりますし、改めて各県に持ち帰っ

、 。ていただいて 漁業者の皆さんの確認を頂くということになっています

なお、はえ縄以外、例えば小底でありますとか、定置網漁業、その他

漁業におきましても当然トラフグが混獲されていますので、これらの関

係漁業者についても、資源回復計画への協力を呼びかけて行きたいと思

っていますし、協議の段階で必要であれば当然対象漁業種類としても検

討をしていきたいというように考えています。

また、韓国漁船をはじめ、外国漁船の対応につきましても、こういっ

た資源回復への日本側の取り組みを訴えて、協力要請ができる部分は、

そういう要請に努めていきたいと考えているところであります。

次に対象海域でありますけれども、対象海域につきましては、とりあ

、 、えずは山口県沖合から 熊本県沖合にかけての九州北西部といいますか

日本海を基本として考えて進めていきたいと思います。ただ今、上田室

長からもお話がありましたように、生態系等、科学的な状況もございま

すので、そういったことも勘案しながら、必要であればその関係調整機

関との連携を取りながら、今産卵場となっています有明海、瀬戸内海等

を含めることについても検討していきたいと考えております。

続きまして具体的な削減の手法、規制措置につきましては、項目とし

ましては、休漁期間、保護区の設定、それから針の規格、あるいは使用

の鉢数、釣針の数といった漁具の改良、さらには体長の制限、これは一

定のサイズより小さい魚は再放流するといったことですが、こういった

ものを考えています。これらの手法につきましては各県に具体的に検討

していただくようお願いしているところでございます。

なお、先ほども言いましたように、県によりましては具体的に数字で

既に検討していただいているというところもあるようでございます。

さらに、資源の概要、資源の積極的な培養措置として、既に各県が実

証されています、先ほどもかなりの効果があるというお話もありました

稚魚放流につきましても、引き続き充実させていくといったところも検

討をしているところです。

なお、御案内の通り資源回復計画に基づきます、漁獲努力量の削減実

施計画の基となります対象魚種でありますトラフグのはえ縄漁業の隻数

、 、の定数化につきましては 各県の考え方を出していただいておりますが

現在調整を行っておりまして、若干の時間を要しているところでござい

ます。いずれにしましても、九州西海のトラフグにつきましては従来よ

り御承知の通り、山口、福岡、佐賀、長崎４県の西日本はえ縄漁労長会

議というものがありまして、その確認事項によります操業秩序や自主規

制といったものが長年にわたり培われておりますので、これらを土台と

しまして、これに熊本県も加わっていただきまして、今後関係漁業者、



関係機関の合意形成を得ながら精力的に検討を進めていきたいと考えて

いるところでございます。

簡単ではございますが以上御報告します。

ありがとうございます。ただ今の説明に対しまして御質問等はござい石川部会長

ませんか。

それではこのトラフグについては資源回復計画の作成にむけて準備が

着々と整いつつあるわけですが、作成までにはまだいろいろと解決すべ

き問題もあると思いますので、今後もより一層検討を進めていただくと

いうことで、水研センター、関係各県にお願いをしていきたいと思いま

す。

それではトラフグについてはこれで終わりにさせていただきたいと思

います。

続きまして議題２でございますが、マチ類、この資源回復計画につい

て審議いただきたいと思います。

前回の部会におきましては、マチ類につきましては資源回復計画の対

象魚種にするということについては決定には至りませんでしたが、引き

続き関係漁業者等と協議を進めるということでこの部会としては了承し

たところでございます。

沖縄県としましては前回の段階で既に合理形成が図られているという

ことでございました。また、鹿児島県につきましては合理形成には若干

の時間を要するということであったと思っております。

今回は引き続きマチ類を資源回復計画の対象魚種にするか議論を進め

ていきたいと思いますが、その前にまず沖縄県の海域におけるマチ類の

資源の動向につきまして沖縄県より御説明をお願いしたいと思います。

沖縄県さんお願いします。

沖縄県水産試験場の海老沢と申します。海老沢主任研究

資源回復の対象魚種として検討されていますマチ類の資源管理につい員

て、その方向性と問題点についてこれから御報告させていただきたいと

思います。

マチ類というのは深海性フエダイ科魚類の沖縄方言の総称で、魚種そ

れぞれにアカマチとかシチューマチというように、何々マチと呼ばれて

いる種をいいます。

これはアオダイで、沖縄ではシチューマチと呼ばれています。マチ類

の中で、今、最も漁獲量の多いのがこのアオダイです。沖縄ではシチュ

ーマチで呼ばれていますが、生息水深が大体１００から２００メートル

ぐらいで、生息する場所は岩礁地帯です。ですから網漁業というものの

対象とはならずに、これからお話しするマチ類全ては底魚一本釣り、沖

、 。縄では深海一本釣りと呼ばれていますが 釣り漁業で漁獲されています

平成１４年度の沖縄県漁連と那覇地区漁協の漁獲量は２７２．１トン

でした。今申し上げました２つの漁協が沖縄でマチ類を取り扱う最も大

きな漁協です。今現在、この２つの漁協で粗方のマチ類が押さえられと

いう状況になっています。ですが、沖縄県漁連で取り扱う量は那覇地区

漁協よりもずっと大きいということで、県漁連で粗方の動向がつかめる



ということになっていますが、今沖縄県水産試験場では、県内の漁協、

釣りを行っている全ての漁協のデータを持っていますから、全ての漁協

について開示することも可能です。

これはヒメダイ、沖縄ではクリキンマチと呼ばれています。

先ほど申し忘れましたけれども、先ほどのアオダイは大体サイズとし

ましては、尾叉長でマキシマムで５０センチくらい、体重で３キロ弱と

いうところになります。

このヒメダイは、生息水深がアオダイより少し深くて、１００から２

５０メートルくらいまでのやはり岩礁にいます。最大体長は尾叉長で４

５センチ、体重１．３キロくらいになります。平成１４年度の漁獲量は

１７８．２トンでした。

これはオオヒメという魚で、先ほどのがヒメダイで、これが大きいヒ

メダイという意味でして、尾叉長で最大で７０センチで、体重は７キロ

くらいになります。生息水深は少し浅くなりまして、８０から１５０メ

ートルくらいです。平成１４年度の漁獲量は、先ほどの２種よりも少な

くて、６６．６トンというところでした。

これはハマダイで沖縄ではアカマチと呼ばれますが、マチ類中で最も

高級な魚です。この赤い色がすごくきれいで、鮮やかな色をしています

が、生息水深が２００から４００メートルで、このマチ類４種の中では

１番深いです。最大体長が尾叉長で９０センチ、体重が１２キロくらい

までなります。

金額ですが、商品価値が高いのは大体２キロから４キロくらいの個体

で、普通の時でも２千円以上するという、沖縄の中では非常に高級な魚

になります。

平成１４年度の漁獲量は７１．４トンと、オオヒメよりも少し多い程

度でしたが、次の図でお見せしますが、かつては非常にたくさん獲れて

いた。ところが最近は漁獲の低下が非常に顕著になっています。

この図は１９７７年から２００２年までのそれぞれ４種、ハマダイ、

アオダイ、ヒメダイ、オオヒメの漁獲量の推移を示しています。１９８

５年から９２年のところ、うちの漁獲統計がこの間途切れていますが、

図ではずっと連続して示していますが、実際この間７年間ほどブランク

が空いています。

まず、この中でハマダイが先ほど申しましたように、かつては年間約

４００トンの水揚げがあった。それがどんどん減少し、現在では７０ト

ン切る漁獲量になっています。

アオダイは１９８０年には県内で約６００トンの水揚げがありました

、 、 、が その後急速に減少し １９８２年からこの辺までは４００トン前後

ちょっと増減したりしていますけれども、４００トン弱くらいで、最近

４年くらいは大きく漁獲が変動しているというのがアオダイです。

これがヒメダイで１９８３から８５年くらいの時に３００トンを超え

るピークがありましたが、その後やはり減少し、近年は２００トン以下

ということになっています。

オオヒメは１９８０年くらいにピークがあって、その後減少してずっ

とこの低位で推移しているということです。オオヒメだけ見ると過去の

最大の漁獲量よりも、半分よりちょっと下がったレベルでずっと漁獲量



が安定しているので、資源的に問題はないのではないかという見方もし

ないではないのですが、先ほどお話しましたように、オオヒメは最大体

長が７０センチ、７キロくらいまでになりますが、今、市場に水揚げさ

れる個体というのは小さいものが主で、そういった個体がほとんど揚が

っていませんので、かなり漁獲は若齢群が多くを占めていて、資源的に

は楽観できる種類ではないということになります。

資源評価に必要なデータとしましては、とりあえずは生物情報として

、 、 、成長 成熟年齢 産卵数などが生物側の報告としては必要になりますし

あとは体長組成と漁獲量、漁獲努力量などがあれば、それぞれ資源解析

ができると思います。

これはアオダイの生物情報を示していますが、アオダイはこの成長式

、 、は体長組成のモードの推移と 大体おおまかな成長のパターンを描いて

あとは今まで預けた標本は自責重量とその体長の関係から極限体長の目

処を付けて、その２つを基に設定した数値であります。この方法ですと

寿命がはっきりわからないのですが、大体フエフキダイ科魚種の寿命は

短くても２０年、長ければ３０年超える種類が普通ですから、アオダイ

の場合も大体寿命は２５年は行くだろうと考えています。

それから寿命によって自然死亡係数というのは、密接にリンクしてい

ますので、寿命２５年にすると、大体Ｍは０．１２５くらいこのくらい

の数字になると考えています。

大体生まれて満３歳で約３０センチ、体重で５００グラム、成熟率は

３０％、４歳では３５センチで、まだ１キロ満たない、このままの形で

、 、 。成長し 大体満１０歳では４５センチで ２キロ弱と推定されています

それから成熟率ですが、これは産卵盛期の体長と成熟率の関係を曲線

で対峙させて、あとは成長式の体長をそこに当てはめるということで、

実際に本来は満３歳の個体を産卵時期に一杯集めて、その何割が成熟し

ていかということを見ますけれども、これはそこまで人間の知見がない

ので、もう少し簡易な方法で調べたやり方です。

これはヒメダイでやはり同様な方法で調べていますが、先ほどのアオ

ダイと一緒に寿命は２５年くらいと、これは推定になります。それから

自然死亡係数もこんなものかなと。成熟が始まるのが満２歳で大体３０

％、満３歳で８５％、４歳以降では１００％成熟すると、成長も体長と

体重も同じようになっています。

それから先ほど言い忘れましたけれども、産卵数というのは１回当た

りの産卵数で、産卵期は４種とも長く、大体４月から１１月くらいまで

の長期間になりますが、その間に繰り返し、繰り返し何度も産卵する多

回産卵です。その何度も産卵する中の大体１回あたり産む卵の量は年齢

に応じてこのように変わるというような形で示していますから、実際の

１シーズンあたりの産卵数というのは、例えば５歳の産卵数はこれ掛け

る１産卵時の産卵回数ということで、恐らく１ヶ月で１０回から２０回

産卵すると推定されていますから、１ヶ月だけでも最低１０から２０卵

程度になります。

これはオオヒメについてです。オオヒメもやはり寿命は２５年くらい

のところとだろうと推定しています。大体体長などもこのような感じで

す。あとは先ほども示したとおり、分散で基本には示して説明しなかっ



たのですけれども、例えば満２歳で３０センチくらいで、体重を同じ年

齢で集めるとどのくらいのばらつきをするというのがあって、これを基

、 、にこの２つの数字から体長組成 年齢組成変換することができますので

とりあえずこの表にも示しています。

オオヒメの場合は満２歳で極めてわずか、ほとんどが未熟と言ってい

いです。３歳で３４％、４歳で９０％くらいが成熟するというのがオオ

ヒメです。

これはハマダイなのですが、これは字が小さいので見にくいかもしれ

ませんが、ハマダイは成熟する体長が非常に大きくて、大体６５から６

６センチくらいで成熟します。体長組成に現れた紋などから推定した成

長はこの通りなのですが、そうすると成熟体長まで達するのに、１２か

ら１３年掛かる。多分１０歳くらいから１５歳くらいの間に成熟し、１

０歳より小さいものは全部未熟と、成熟年齢が非常に高いところにあり

ます。

フエフキダイに限らず他の亜熱帯の魚もそうなのですが、生成熟して

から５、６倍の寿命があります。ですから、例えば平均１２歳で成熟す

ると、その５、６倍生きるということを考えると、寿命は少なくても４

０から５０年、下手すると６０年くらいあるのではないかと想像されま

す。これらの寿命がどうだとか、自然死亡係数がどうだというのは、資

源解析に非常に重要な部分で、今挙げました４種は全部標本を集めて、

事績の標本が得られていますから、これは全く水温が深いところで、水

温が変動が少ないもので、年輪というのは確認されていないのですが、

それで２種類を解析して日例査定で大体寿命がどのくらいあるかという

のをこれから調べるというのが、資源解析に１番直結した、１番大事な

部分だと思っています。

今挙げました４種ですが、ここに種子島があります。こちらに与那国

島がありまして、沖縄本島、奄美大島で、宮古島、石垣島、西表島があ

ります。このへん尖閣諸島ですが、主なマチ類の漁場は、この種子島、

屋久島の南から与那国、台湾に至る大陸棚から離れた島まがいです。そ

れから大陸棚の斜面壁です。これが主な漁場になります。

それとこれから話の中で宝山（ホウザン）曽根、大九（タイキュウ）

曽根とか曽根の固有名称がちょくちょく出てきますが、宝山曽根という

のが宝の山の曽根と言いまして、漁業者の方から見ますと、魚が湧くよ

うに出る宝の山だということだと思うのですが、宮古島と沖縄本島の間

にある非常に大きな曽根が宝の山の曽根とかいて宝山曽根と言います。

それから北側に２つ東西にならんだ曽根が東と西の大九曽根という曽根

があります。ここが沖縄県内では大きな漁場になっている曽根です。他

にもこの周辺の小さな曽根、石垣、八重山とこいろいろなところに漁場

はあります。

まず４種類についてそれぞれ述べますが、期間的な制約もありますの

で、とりあえずアオダイを代表して、説明したいと思います。

まず、海域別の漁獲量を把握しないといけないわけですけれども、今

示したこの海図の中の漁場別の漁獲量詳細の把握は非常に難しい作業に

なっています。全くできていない訳ではないのですが大変だということ

です。



沖縄県漁連と那覇地区漁協の水揚げ量は大体２５０トンから３８０ト

ンの範囲なのですが、あとは鹿児島水試が調べた名瀬漁協の水揚げは年

、 、間４０トン 瀬戸内漁協の水揚げが年間１０トン程度と言うことなので

奄美大島からもう少し南の方にかけてのアオダイの漁獲と、大体那覇に

水揚げされているのではないかというふうに考えられています。

このアオダイの那覇で水揚げされた平成１４年度の２７２トンの漁場

の内訳、詳細は把握は困難と申しましたが、一部は把握できているわけ

です。全体２７２トンのうちの４０％の漁場が分かっていないというこ

とで、分かった６０％のうちの４０％がこの東西の大九曽根となってい

ます。それから与那国、尖閣諸島、八重山、宮古あとはその他の漁場と

いうことで、結局全体を把握できている中の、５０％から６０％近くは

沖縄県外の漁場と、この４０％がこの漁場からもれているのか、もっと

、 、別の漁場で獲ってきたものか その辺の所は現状で分かっていないので

これからまた調査する必要があります。

、 、 、次に この資源解析をするために 体長データを集めているのですが

平成１４年度は、体長組成をアオダイについては約４５．３トン、アオ

ダイの水揚げ量の中でいうと、約１５％に当たるアオダイの体長組成を

得ました。これの漁場別の内訳を示したのがこの図なのですが、１番多

くの漁場の体長が得られているのはやはり宝山曽根というところがこの

、 、 。 、部分で 次に八重山 与那国 大九曽根というのがこの２つなのですが

１回の操業で両方の曽根を回ると、この辺の曽根は近いのであっちもこ

っちも混ざっていて、その分も含めますと、３分の１はこの沖縄と宮古

の間の曽根となっています。

これは漁場別の体長組成を示しています。横軸に尾叉長で１５センチ

から６０センチまで、縦軸は相対的な頻度と思ってください。下から宝

山曽根、大九曽根、宮古、八重山、与那国、尖閣というふうに漁場別に

１年分の体長組成を示していますが、このように見て分かるのは、漁場

によって体長組成が違う。与那国周辺ですと大型の個体の割合が他の漁

場と比べると多いし、尖閣は小型の個体が多い。ですから資源解析をし

たり、資源評価をする場合に、これらの漁場を全部一緒にしてしまって

資源評価をするというのは、基本的に良くないだろう。できればそれぞ

、 、れの漁場を全て区別して どの漁場からは平成１４年度は何トン獲れて

体長組成はどうで、年齢別漁獲率はどうだったと、そういうデータを積

み上げて行いたいところなのですが、先ほども示した中で、約４０％の

漁場不明分があったということで、不明分をいかに少なくするかという

。のがこれから精度の高い資源評価をする上で１番のポイントとなります

ちなみに尖閣では、３５センチを超える個体がほとんど獲れていないの

ですが、これは若齢魚が多くいるということではなくて、むしろここの

海域は成長がちょっと違うというような、これは面体組成、資源状態と

は別の観点でこういう結果が得られると私は考えています。

これはとりあえず面体組成を求めるために、月別の体長組成をこうい

う形で分けて、それを年齢組成に変換する。それを基に生産率をどの程

度あるかということを示したのがこの表で、東西大九、宝山曽根の２つ

まとめて２００１年の年齢組成から求めた全域少係数が０．９７、２０

０２年が０．９３、この数字だけ見ても資源解析をやっている人以外は



、 、意味が分かりにくいと思いますが とりあえずこのような数字であって

さんしゅつ［産出］あと漁場の得られる対象を全部まとめて年齢組成を

すると、２００１年０．７０５、２００２年が０．８９６とこのように

なるのですが、これと、先ほど生物学的なデータを一緒に併せて示した

ものがこの図になります。

横軸に漁獲の強さＦというので、縦軸に減少率としていますが、先ほ

どのグラフの中と同じタイプのものを使っているのですが、漁獲重量は

一番獲れたところと比べて、１つ言い忘れていましたが、現在の資源の

状態というのはこの辺の所であります。この１番青いのが漁獲重量の減

少率で、これは漁獲尾数、これは資源尾数、これが産出卵数です。

それから現在の資源状態はこの産出卵数の減少率で言えば、初期資源

と比べて５％、２０％、１０％ですから、この減少率は５％くらいまで

減少している。漁獲重量は、一番適正な最大の漁獲量が得られる水準の

７０％くらいまで減少しているということなので、漁獲量を減少させよ

うと思えば、これをこう持ってくる。ただし、ただ持ってきても卵数の

減少率が非常に小さいところにあるわけですから、ただＦを小さくする

だけではなくて、そこか大きな漁場を何カ所か禁漁区域にするなどにし

て、完全にそこの親魚資源を残すというような形で産出卵数を増加させ

るための手だても必要になると考えられます。

理想的な資源評価方法としては、先ほどの漁場不明の部分をできるだ

けなくして、漁場ごとの年齢別漁獲率を把握する。こういうデータが何

年か積み上げられると漁場ごとに資源量が推定できる。ただ、資源回復

計画が何年か貯まるまで待てませんから、その前に作らないといけない

と思っていますが、漁場ごとに資源評価を実施して、漁獲データの蓄積

に伴い、資源量を推定し、各漁場の資源評価結果に基づき、漁場ごとに

許容漁獲量、努力量等を算定して余裕のある漁場に振り分けるとか、そ

ういう漁船の誘導を行うことも理想的な資源評価方法ができればある程

度は可能になると思います。ただし、現実的なところとしましては、漁

場別漁獲量がどのくらい把握できるのか、これがやはり現状でレベルを

超えることができなくては、比較的広い範囲で１つの漁場として資源評

価を行い、全体で資源の水準はどうだということで、その範囲の中で海

域内のと個々の漁場の資源水準の違いは明らかにできないものは資源管

理をせざるを得ない場合もあると考えています。

マチ類については、漁獲データの蓄積、体長保全とか長く得られてい

るわけではないし、生物学的にもはっきり自信を持ってこうだと言える

わけでもないし、大きなポイントがあったりしますので、あるデータか

ら走らざるを得ないし、完璧なものを待って何もしないでいるよりも、

とりあえずスタートするのは重要だと思われるように資源水準は危ない

ところにきていると考えています 、そういうような状態です。。

以上です。

どうもありがとうございます。何か今の説明で御質問があれば。石川部会長

かなり深いところに住んでいる魚ということなのですが、産まれる卵畔田委員

は、子供はどこで暮らしているのでしょうか？



卵は分離浮遊卵です。それでふ化種苗が浮遊してから着床するわけな海老沢主任研究

のですが、それぞれの種苗が島とか、陸のない１番浅い部分でも水深１員

００メートルとかそういうところに分布していますから、稚子魚はそう

。 、いう場所に着床して育っていると考えられます それから移動について

別の所に着底して回遊してくるということも考えられる方もいらっしゃ

るかと思いますが、ほとんどそういうのはなく、その着底した場所でず

っと生活するというように考えています。

、 、畔田委員 もう１つ 漁場ごとに体長組成が違っているという話だったのですが

漁場ごとの移動というか、それと最後の方に資源を保護するためには、

ある漁場を資源用に禁漁し、保護することが有効ではないかという話だ

ったのですが、余り動かない宝山漁場ならそこから。

例えば宝山曽根と東西の大九曽根という３つの曽根がありますけれど海老沢主任研究

も、それぞれの曽根の間の１番深い水深にこれらの魚種が生息できない員

ような深い水深があるのです。そうすると例えば移動するとなると、海

底から離れてある水深を泳ぐことになりますけれども、そういうことを

すると外敵に狙われる可能性がすごく高くなりますので、それもないと

いうことで、陸続きの、例えば宝山曽根自体がすごく大きな曽根ですか

ら、その中で養分が多い場所、そこからある程度その曽根の中で拡大し

ていくことはあるかと思いますが、曽根から別の曽根に動くということ

は基本的にはないだろうと考えています。

それから一つの曽根の中でも、フエダイ科について調べるということ

はないのですが、サンゴ礁性がもう少し浅い魚になると、自分の生活圏

をしっかりと持っていて、ほとんどそこから出ないという種類が結構多

くいますので、フエダイ科もある程度自分の生活圏を持ったら、そこか

ら移動することはないと考えています。

漁場不明分が多いということでしたけれども、ここで出された４種類三木委員

のマチ類の経済価値と漁獲量の減少度合いも異なってくると思うのです

けれども、おおまかにこの分布域の違いというのはあるのかどうか。と

いうのは合意形成しつつあるのか、まだ進んでいない奄美地区の特徴が

分かれば教えていただければと思っています。

奄美地区についてはこの後鹿児島水試の方から報告がありますので、海老沢主任研究

西野さんの報告に任せるということで、分布域はこの４種についてはそ員

れほど今この中で示した種子島、屋久島、与那国の中で特にこの種類は

ここにしかいないというようなそういう分布の偏りはあまり顕著にはあ

りません。

ただ、宝山、大九曽根で操業してくる漁獲グループの中に、ヒメダイ

の割合が比較的多かったり、比率である程度おおざっぱなものは分かり

ますが、必ずしも比率がいつも一緒ということではなくて、その航海の

、操業水深はどの水深で獲るかによっても魚種組成が変わってきますので

何とも言えないです。



その他にございませんか。どうもありがとうございました。石川部会長

続きまして鹿児島県のマチ類の資源状況につきまして、鹿児島県の方

から御説明ををいただきたいと思います。

鹿児島県さんお願いします。

鹿児島県水産振興課の西野です。よろしくお願いします。西野技術主査

資料の方はスライドを用意しておりませんので、手元の５－２という

資料で御説明させていただきます。

水産試験場の方が欠席していますので、私の方で簡単に説明したいと

思っています。

、 、 、５－２の初めの方ですが 瀬物類の漁獲量の動向ということで ホタ

チビキ、イナコの取扱数量と書いてあるのですけれども、ホタがアオダ

イ、チビキがハマダイ、イナコがヒメダイ、オオヒメはヒメダイの中に

含まれるようになっています。

こちらのデータは鹿児島市の中央卸市場の方に、奄美大島、熊毛海域

等で獲れたものが鹿児島送りということで集荷されたものです。まだ、

これといって全体を把握するデータがありませんで、相対的にこのマチ

類をまとめているのはこのデータです。マチ類につきましては、先ほど

。沖縄県の水産試験場の方から説明がありました４種と同じ種であります

御覧のように上の方は取扱数量ですが、黒線がアオダイです。平成元

年まで増減を繰り返していますが、元年以降は急激に水揚げが下がって

おりまして、アオダイの方は１１０トンくらいになっています。その次

に数量が多いのがハマダイです。これも減少を繰り返しておりまして９

０トンくらいになっています。それからヒメダイ、オオヒメも御覧の通

り減少しております。

下のグラフが取り扱い金額であります。単価は大体９００円なのです

が、ハマダイは若干高くなっております。アオダイの方が１億２千万円

位ということになっております。

次のページのところに海域別の瀬物類に占めるマチ類の割合というも

のを書いております。海域別というのは左側の方が屋久島、種子島周辺

の熊毛海域、右側が奄美海域であります。上の２つの円グラフがそれぞ

れの瀬物類の漁獲量の割合を示しています。御覧の通りアオダイ、ハマ

ダイ、ヒメダイ、オオヒメが全体の３４％を占めておりまして、熊毛海

域では１１９トン中４２トンになっています。奄美海域の方は６４％を

占めていまして、１７２トン中１１２トンです。

また、御覧のようにどちらの海域もアオダイ、ハマダイ、ヒメダイ、

オオヒメというような感じで獲られていまして、漁業者の方からも分布

域に偏りは見られないという声があるということがあります。

金額の方ですが、熊毛海域の方はマチ類が４６％を占めています。奄

美海域の方は７０％ということで、瀬物類の多くをこのマチ類が占めて

いまして重要な魚種になっています。

下の折れ線グラフは月別の漁獲量を示しています。熊毛海域の方では

マチ類は夏場にピークを迎えます。奄美海域の方ではアオダイは夏場に

ピークがあるのですが、ヒメダイ、オオヒメにつきましては年中一様に



獲れています。ハマダイにつきましては年末に単価が上がるということ

で、年末を狙って獲っているということがあります。

次のページはマチ類の体長組成になっています。黒い棒グラフが市場

調査ということで、今年の６月から９月に奄美海域の名瀬市の漁協に水

揚げされたマチ類を市場測定したものであります。それから白い棒グラ

フが昭和４９年から５８年に水産試験場の調査船で奄美大島北部海域の

漁場を探索するための調査ということで、立縄式、底はえ縄の調査をし

たときの過去データがありましたので、それとの比較をしたものです。

御覧のように上の方はアオダイですが、現在の黒い棒グラフは２６０

ミリから２８０ミリというところが過去のデータよりも伸びているのが

わかります。大きい方では４００から４８０ミリは黒い方が過去のデー

タよりも低くなっているということで、小型が増えて、大型が生きられ

なくなったということで、小型化していることがわかります。

成熟のサイズですが、こちらもサンプルを書いていまして、成熟を調

べたところ、過去も現在も大体３５０ミリというところが成熟サイズと

なっています。

次にハマダイの方ですが、ハマダイもアオダイと同じような傾向があ

りまして、３２０から４００ミリの所は増えていまして、６４０ミリか

らは現在では見ることができません。それから成熟サイズの方も先ほど

沖縄県水試さんからお話がありましたように、６５０から７００ミリと

いうころから成熟するということで、これは過去のデータですが、この

データから６５０から７００ミリで成熟するというデータがあります。

現在ではそういったサイズは獲られていないというようなことになって

います。

次のヒメダイですが、こちらの方は過去と現在では別段変わりないよ

うな組成になっています。こちらの方では３００ミリで成熟するとうい

ようになっているようです。

オオヒメにつきましては水揚げ数が少なく、組成の方は不明となって

います。

最初の方のページに漁獲サイズが小型化しているというような部分が

あったのですが、これは漁業者からの聞きとりでもやはり同じように小

型化しているということがありまして、大体漁業者の感覚と同じような

結果となっています。

産卵期、成熟サイズというものも、買い取りしてサンプルから調べた

ところ過去のデータとほとんど変わりないような結果が出ています。漁

業者の方からは成熟サイズも小型化しているのではないかというような

不安の声もあったのですが、これはまだ調査中ではありますが、今の所

そういった様子はうかがえないような感じであります。

以上説明を終わります。

どうもありがとうございました。ただ今の説明に対して御質問はあり石川部会長

ませんか？

単純なことで申し訳ないのですけれども、アオダイの取扱い成魚のデ宮崎係長

ータで１００トンを超えているということで、先ほどの沖縄の海老沢さ



んの発表で、名瀬と瀬戸内で併せて５０トン以外にどこの漁協が入って

いるのか教えていただきたい。

屋久島の屋久町漁協というところが獲っているのですけれども、合計西野技術主査

すると少し合わないかもしれないのですけれども、島内消費の分はこの

中には入っていなくて、鹿児島送りというものがこの中には入っていま

す。ですから実際の所はこの数字以外の他に奄美、種子島、屋久島とい

うような所の島内で消費されている分も当然入ってくるのですが、まだ

そういう相対的なデータというのが入っていませんので、とりあえずこ

れを持ってきました。

つまりこの鹿児島県さんのデータは島内消費のものと、鹿児島送りの宮崎係長

両方含まれていて、その仕分けがわからないということで。

鹿児島送りのものがここにでてきているということです。西野技術主査

。 。 。宮崎係長 鹿児島送りのもののみということですね わかりました すみません

先ほどの沖縄県さんの名瀬で４０トンということがあったのですけれ西野技術主査

ども、そのうちのほとんどが鹿児島送りになっていまして、あとの一部

が島内の方で消費されていて、名瀬の鹿児島送りの分がこの棒グラフに

入っているということになります。

よろしいでしょうか。石川部会長

資源の話ではないのですが、鹿児島で獲ったマチ類というのは、消費

地はどこなのでしょうか。沖縄に送られているのか、鹿児島市内とか本

土で消費されているのでしょうか。その辺の所は分かりますか。

具体的な細かいところは分からないのですけれども。鹿児島の本土内西野技術主査

での消費が結構あると思います。実際にスーパーでもホタといったもの

をよく見かけます。

はい。ありがとうございます。その他よろしいでしょうか。石川部会長

沖縄県、鹿児島県の方どうもありがとうございました。

それでこれからマチ類についてどうするかということにつきまして皆

さんに協議していただくわけですが、前回の部会では鹿児島県の方は合

意形成に若干の時間がかかるということであったと記憶しておりますけ

れども、その後の検討状況について事務局から御説明をお願いします。

それでは私の方からマチ類の資源回復計画に関しまして、その後の検吉永資源管理計

討状況等についてご報告をさせていただきます。画官

先ほどもお話がありましたように、前回の部会におきましては鹿児島

県につきましては合意形成に若干の時間を要するということでございま

した。鹿児島県におかれましては、漁業者から要望がありました漁獲動

向と生態等のデータにつきまして、限られた時間の中で行って整理をし



てきていただいたところであります。それらの結果を受けまして１０月

以降県漁連さんを中心に漁業者会議等を精力的に開催していただいてお

ります。また、新たに底魚一本釣り協議会を立ち上げられて、漁業者の

合意形成に向けて努力をしていただいたという所でございます。

鹿児島県と沖縄県の漁業者協議会等の概要につきましては、先ほど見

。て頂きました資料２のそれぞれ両県の所に書かせていただいております

そういうことで鹿児島県におかれましては、最終的には先週１１月２７

日の鹿児島県漁業者協議会におきまして、このマチ類４魚種を資源回復

計画の対象魚種にするということを議決されたという御報告を受けてい

る所であります。

なお、今後は新たに設置されました底魚一本釣り漁業者協議会の中で

具体的に論議をしていくということでございます。

鹿児島県のこの短い期間の御努力に対しまして事務局としても心から

敬意を表したいと思います。

なお、先ほどから話がありますように、このマチ類といいますのは、

アオダイ、ハマダイ、ヒメダイ、オオヒメの４魚種ということで、この

。主要４魚種ということで併せて御確認をいただければと思っております

そういう各県の協議会等を踏まえまして、事務局としましても、１０

月の下旬には鹿児島県の奄美群島の方で開催されました現地の資源回復

計画の現地説明会に出席させていただきまして、現場の漁業者の生の声

を聞かせていただきました。さらには先月末には沖縄県の方にも御邪魔

をしまして、このマチ類の資源評価の現状や資源回復計画に関します今

後の取り組み等について意見交換を行ってきたところでございます。

なお、トラフグと同様にこのマチ類につきましても、関係県、西海区

水産研究所の方からも加わっていただいて、ワーキンググループを設置

して、そういった資源の評価等については協議を進めていただくという

段取りで今のところ進めているところでございます。従いまして、前回

の部会で御了承をいただいております沖縄県と共に、鹿児島県も同じ土

俵に上がっていただくということになりますので、本日の部会でマチ類

、 、を資源回復計画の対象魚種として 各委員さんのご了承をいただければ

事務局としましても、なるべく早い時期に両県との協議の場を持ちまし

て、このマチ類の資源回復の具体化に向けた論議を進めていきたいと考

えております。

以上簡単にご報告します。

はいありがとうございます。石川部会長

ただ今事務局から報告があったわけでございますが、このマチ類に関

しましては、鹿児島県も沖縄県と同様に４つの魚種、アオダイ、ハマダ

イ、ヒメダイ、オオヒメ、このマチの４種について資源を回復しようと

いう意向があるということのようであります。

そこで鹿児島の上村委員の方から何か御意見があれば、この件に関し

まして御発言をお願いしたいと思います。

鹿児島の上村でございます。上村委員

、 、前回までの部会におきましては 鹿児島県は若干の時間をいただいて



検討させていただきたいということを申し上げてまいりました。

ただ今事務局の方から説明がありましたように、３月の段階では鹿児

島海域のマチ類については調査段階であると申し上げてまいりました。

その後本県水産試験場の方々の御尽力をいただき、奄美海域のマチ類４

魚種である、アオダイ、ハマダイ、ヒメダイ、オオヒメについて調査を

していただきました。その結果を漁業者に説明をいたしまして、１０月

の下旬に鹿児島県庁、水産試験場及び水産庁の担当者に同行していただ

き、現場の漁業者協議会を開催いたしました。その結果一本釣り漁業者

の方から資源回復計画に是非取り組んで欲しいという声が出て参りまし

た。その後現場の漁業者代表からなる底魚一本釣り漁業者協議会を始め

として、地域漁業者協議会を開催して、４魚種の対象魚種を検討してい

ただきました。

その結果、沖縄県が既に要望を出されているマチ類４魚種につきまし

ては、鹿児島県も一緒に進めていこうということになり、先月２７日に

開催されました県全体の漁業者協議会で、鹿児島県としての最終的な意

志決定をしたところであります。今後は沖縄県と歩調を合わせながらこ

のマチ類を取り組んでいきたいと考えています。

以上であります。

ありがとうございました。石川部会長

それから関連といたしまして、沖縄県の伊野波さんご発言がありまし

たらお願いします。

沖縄の伊野波でございます。伊野波委員

ただ今上村委員から心強い御発言をいただき大変有り難く思っており

ます。前回までは我がマチ類はどうなることかと思って大変心配してお

りましたけれども、今日、ここに鹿児島県の大変な努力もあって、一緒

にやっていけることをうれしく思っております。

また、我々はマチ類について前から進めていこうと考えておりました

けれども、ここで是非申し上げておきたいのは、決して鹿児島県より先

行しているというわけではありません。具体的な資源回復計画の内容等

については全くこれからでございますので、あれやこれや御指導をいた

だきながら実のある物を作っていきたいと思っております。

是非関係の皆様の御指導と御協力をお願いしたいと思います。

ありがとうございました。

どうもありがとうございました。石川部会長

ただ今上村委員、伊野波委員のマチ類の関係の２県の委員の方々でご

ざいますが、マチ類について大変積極的な発言がありました。また事務

局からの説明もありましたように、前回からかなり前進いたしまして、

特に鹿児島の場合、関係者の方々が精力的に浜周りをされたということ

で、その努力が実りまして、この資源回復計画の作成につきまして、関

係業者の合意が得られたようでございます。

このマチ類の資源に関しましては、先ほどの両県からの御説明のよう

に、漁獲量が急激に減少しております。恐らく漁業者自身が資源枯渇と



いうことに危機感を感じておられて、その結果が関係者の理解を賜る基

になったのだと思います。

そこで委員の皆様方にお諮りしたいのですが、このマチ類の４魚種、

つまりアオダイ、ハマダイ、ヒメダイ、オオヒメこの４魚種について、

資源回復計画の対象魚種として、今後具体的な資源回復措置の検討に着

。手するということを本部会で了承するということでよろしいでしょうか

全議員 異議なし。

石川部会長 はい、ありがとうございます。それではこの４魚種を対象魚種といた

しまして、今後資源関係等の内容について、具体的な検討をしていただ

きたいと思います。

具体的な資源回復措置ということにつきましては、また両県におきま

しても、その内容につきましてはこれからというようでございます。沖

縄県と鹿児島県、２県の協力の下に、また関係漁業者等との協議を重ね

ながら、事務局において、マチ類の資源回復計画の作成に向けて御尽力

をいただきたいと思います。

以上でマチ類についての審議は終わらせていただきたいと思います。

時間も長時間となりましたので、ここで１０分くらい休憩を取りたい

と思います。



それでは再開をさせていただきます。石川部会長

次の議題に入りますが、次の議題は（３）その他でございます。

その他の魚種につきましての検討状況につきまして、事務局から御説

明をお願いします。

それでは、私の方からトラフグ及びマチ類以外の魚種につきまして、吉永資源管理計

検討状況等の報告をさせていただきます。画官

各県より挙がっております対象候補魚種としましては、資料６にまと

。 、 、めさせていただいております トラフグとマチにつきましては 議題１

２の中で先ほど論議なり承認なりをしていただいた通りであります。

以下、欄外に簡単に注意書きをしておりますけれども、１つはアマダ

イ類、これも九州西部会の広域対象魚種候補ということで、従来、挙が

っているわけなのですが、アマダイ類につきましては、山口県が単県で

。の資源回復計画の対象魚種としても検討をされているところであります

キス類につきましては、福岡、佐賀両県の方で継続協議ということに

なっています。

ガザミ以下の４魚種につきましては、なかなか実質的な論議まで至っ

ていないということで、現状では資源回復の取り組みが困難ということ

で理解をさせていただいています。

また、これらの候補魚種につきまして、魚種ごとの状況、検討課題と

いうこというものを、資料７にまとめさせていただいています。これに

つきましては説明は省略させていただきますので、御覧いただければと

思います。よろしくお願いします。

簡単ですが以上御報告いたします。

ただ今関係県より挙がっている候補魚種について事務局から御説明が石川部会長

ございました。今の事務局の説明につきまして、関係される県の方々か

ら補足されるところがあればお願いをしたいと思いますが。

山口県の清水でございます。清水委員

資源回復計画に関しまして、この場をお借りいたしまして一言発言さ

せていただきます。

現在、国及び関係県につきましては、トラフグの資源回復計画作りを

推進していただき感謝申し上げているところであります。

我々といたしましても、今後ともこれ以上に協力をいたしまして、こ

の成功を期したいと考えているところでございます。

ここで、あえて発言させていただきますのは、次期候補魚種としてい

るアマダイの資源回復計画に関してであります。

先ほどの説明の中でも、山口県が単独で管理をする方向で検討してい

るというお話がございましてが、御承知の通り本県におきましては、ア

マダイは、はえ縄、底びき網、釣りなど数多くの漁業者が依存している

重要な魚でありますが、漁獲量は昭和５１年の８，００６トンから平成

１３年の４０３トンまで急激に落ち込んでいます。このパーセンテージ

でいきますと、５％弱ということであります。こうした状況を踏まえま



して、本県では資源の適切な保存及び管理に向けて、減少原因の解明や

稚魚放流の取り組みが進められてきているところでありますが、資源減

少に歯止めがかからず、関係漁業者一同は非常に苦慮しており、一刻も

早く資源回復への取り組みを進めてほしいとの要望が届いております。

アマダイは広域魚種であり、地先での資源回復計画はいかがなものか

という御意見もあろうかと思いますが、本県見島周辺海域はアマダイの

、 。 、好漁場として利用され 産卵場ともなっている可能性もあります また

側聞するところによりますと、７センチサイズのアカアマダイは既に海

底に着底し、以降は居穴生活に入り、定着性の強い魚であるということ

です。このため本県といたしましては、関係漁業者、系統機関、行政機

関、研究機関で協議したところ、１６年度から資源回復対策に本格的に

取り組むべきという報告がなされました。九州西部会におけるアマダイ

、 、 、の位置付けもあろうかと思いますが 今後本県といたしましては国 県

業界等で連携し、山口県海域でアマダイの資源回復計画の取り組みを進

めていきたいと考えておりますので、御報告を申し上げるとともに、九

州西部会の委員の皆様方におかれましては、御理解と御協力をお願いい

たしたいと思います。

以上で私の発言は終わらせていただきますけれども、どうかくれぐれ

もよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。

どうもありがとうございます。石川部会長

山口県の方からアマダイについて県単独としてやっていきたいという

御報告がありまして。御説明の中にもありましたけれども、分布、回遊

範囲ということからすれば、広域魚種に該当すると言ってもいいのでは

ないかと思いますが、それが待てないということだろうと思うのです。

少しその辺を議論していきたいと思っていますが、というのは、１つ

の県で先行して県単魚種として取り入れたものを、他の県が足並みがそ

ろえられるということになると、広域魚種にするということは可能です

か。

実はこのお話が山口県からあった段階で、関係県にこのアマダイの取吉永資源管理計

組状況を一応確認させていただきました。けれども、他の県では実質的画官

な協議がなされていないということを伺いました。先ほど清水委員の方

からもお話がありましたように、山口県の中では漁業者の要望が非常に

強く、しかも緊急性を要するということで、部会の広域対象魚種にはな

っておりますけれども、県単としても検討したいということでございま

した。

今、部会長さんからありました部分につきましては、検討状況の中で

それがある一定の地域で、山口県地先で関係するということであれば、

山口県の県単種でやっていただいていいとも思いますし、広域でやった

方がベターだということであれば、山口県が先行されて、その後で他の

県も広域種として入っていただいてはどうかということを考えていると

ころです。室長の方から何かありましたらお願いします。

私も事前に相談を受けていまして、山口県の清水委員からの御発言を佐藤室長



この場でどのように整理しておくかという、１つの案として資料７を御

覧いただければと思うのですが、ここで書いているのは、いわゆる東シ

ナ海全体と一括しての資源回復計画というのは、これは外国との関係も

ありますので、これは無理だということは最初からの認識だったのです

が、清水委員からもありましたように、ある一定以降、穴を掘って住ん

でいるような傾向もある。ということで、我が国の沿岸域では全体で大

変泳ぎ回っているものもあるかもしれないが、地域においては一定の地

域性を有しているのではないかという知見もあります。そういう中で山

口県におかれましては、県独自でも取り組むという意思表示をされてい

ました。

それでは全体としてどう考えるかということについては、山口県にお

ける地先資源としての資源回復計画の検討を成功させる。つまり、何を

具体的にやっていくかという内容も、単一の県といえども、その内容と

か影響とか、どういう方法がいいかというようなある程度の議論にかな

、 、り時間がかかるのではないかと思いますので 先ほどいいましたように

平成１６年の末までに計画というものに着手するかどうかという時間の

。 、 。余裕があります ですから 関係県もある程度それまでに参加をしたい

これは参加しなければ山口県の地先における資源回復に効果がないとい

うことになれば別ですが、ある程度の効果が地先で戻ってくるというこ

とであれば、その段階まで、まず山口県に検討を進めていただいておい

て、そこに関係県が参加しようということになれば、処理の仕方として

は３つほどありまして、１つは広域種として一気に、今日の鹿児島県、

沖縄県を併せたように一斉にスタートするというやり方と、ある程度地

域性もありますので、広域種として挙げておいて、まず山口県が入る。

、 、それから１６年以降２３年まで計画は執行期間がありますので その後

順次関係県も参加する。それではなくて、１６年度までで、うちの県は

手を挙げないということであれば、その段階では県単種ということで整

理をして、今まで議論してきたことを検討してやるという、この３つの

やり方がありまして、恐らく２番目が現実的ではないかと思います。

ですから我々としてはできるだけ、関係する福岡県、長崎県その他の

県もあるかと思いますが、このアマダイに関心のあるところはもう一度

議論していただいて、それで最終的に決定すればどういかと、事務局と

してはそういう処理をしておいてはどうかという、提案といいますか、

こういうことを書かせていただいています。

そうすると、今の室長のご説明を要約しますと、山口県で先行してい石川部会長

ただいておいて、他の県でこれに相乗りしたいということであれば、そ

れは広域魚種としてやっていけるのだという理解でよろしいですね。

その他この対象魚種の候補につきまして、他の方の御発言がありまし

たらお願いしたいと思います。

その他ありませんでしょうか。なければ次に進ませていただきたいと

思いますが。

今、県単魚種という話がございました。この県単魚種につきまして、

長崎県の方で大村湾のナマコ、これを県単魚種として資源回復計画の作

成に向けて検討を始めているというお話でございます。せっかくの機会



ですので、長崎県の方からこの大村湾のナマコについて御説明をしてい

ただければと思いますが、よろしくお願いします。

長崎県資源管理課の宮原と申します。宮原主査

資料として、資料８に沿って説明させていただきます。

まず、大村湾のナマコ資源回復計画推進事業ということで、長崎県で

は地先資源種として取り組んでおりまして、大村湾というのは長崎県本

土のほぼ中央に位置します、海水の出入りが北側１カ所しかない閉鎖的

な海域なのですが、そこではナマコが重要な資源でありますが、近年漁

獲量が減少しているとともに、ナマコは体色別に赤ナマコ、青ナマコ、

黒ナマコと分けられているのですが、赤ナマコや青ナマコの価格に約２

割ほどしかない１番価値の低い黒ナマコの漁獲割合が近年６割前後に増

えてきていると、こういったこともありまして、ナマコの平均単価も１

０年前の約半分、漁獲金額においても１０年前の約２割と非常に減少し

ておりまして、漁家経営に大きな影響を与えているという状況でござい

ます。

このようなことから、大村湾ナマコの資源回復計画の作成に取り組む

ために、今年の７月１０日に関係漁協、市、町、県漁連、県関係機関を

構成員とする協議会を発足させているところであります。

事業期間としましては、平成１５年度から１７年度で、事業内容はま

ず県の総合水産試験場による資源評価調査の実施ということで、漁獲実

態調査、これは仕切り伝票等の洗い出しです。後は漁獲物調査、これは

生殖状況とか体長組成を見るための調査です。そして、標本船調査とい

うことで、これは操業日誌をど標本船などに付けたもので、ＣＰＵＥな

どを見ることにしております。そして、潜水調査などによって、生息域

の密度や成長、そういったものの調査を行い、これらを合わせて資源量

の設定と、資源回復状況のシミュレーションを行っていこうとしており

ます。

協議会につきましては、先ほど説明した通りなのですけれども、その

下部組織として、ワーキンググループを設置して、資源評価や資源回復

措置の検討などを行って、その内容について協議会に報告、提言し、よ

り広く漁業者の声を拾い上げようという組織も立ち上げております。

今の大村湾のナマコ漁業の現状なのですが、ナマコの採捕期間は県の

漁業調整規則で、１１月から３月一杯までと定められております。その

期間中におきまして、自主的に操業期間や操業時間の設定を行っている

ところがあります。ナマコを獲る漁法としましては、なまこけた網、こ

れは底びき網なのですが、これが許可隻数で９００隻余り、それから箱

メガネによる竿獲りで漁獲されています。これにつきましては、詳しい

ことはわかりませんが、多ければ２，０００経営体くらいあるのではな

いかと考えております。

次に大村湾におけるナマコでの漁獲量ですが、３ページの図１という

ものを見ていただきたいのですけれども、これは農林水産統計によるナ

マコでの漁獲量ということで、見ていただいている通り、昭和４５年は

７２８トンをピークに、多少の増減はあるのですが、減少を続けており

まして、平成１３年は１４９トンと、これまでで最低の水揚げとされて



おります。

続きまして図２、大村湾の主要５漁港のナマコの体色別漁獲割合とい

うことですが、これは棒グラフの上から黒ナマコ、青ナマコ、赤ナマコ

になっておりまして、平成７年は黒ナマコが２０％を少し超えるくらい

だったのですが、平成１３年は約６０％と、その漁獲割合が多くなって

いて、今、漁業者が危惧を抱いているところであります。

そして、図３としまして、大村湾の主要５漁港のナマコの体色別単価

ということで、グラフの上の方から赤ナマコ、青ナマコ、黒ナマコと示

しております。これを見ていただきます通り、赤ナマコや青ナマコはほ

ぼ１，０００円から１，９００円の間で推移しておりますけれども、黒

ナマコは２００、３００円程度で推移しておりまして、約２割の価格で

しか取引されていないという状況です。

そして、今年度の実施状況等ということなのですけれども、試験場に

よる資源評価調査、協議会の開催、ワーキンググループの開催、ワーキ

ンググループの現地意見交換会を行っております。

２ページ目をお願いします。これまでの協議会でワーキンググループ

から出た主な意見としまして、黒ナマコから赤ナマコ、青ナマコが主体

の資源にしていかなくてはいけない。このままでは黒ナマコに大村湾の

ナマコは席巻されてしまうという危機感が強くありました。

また、黒ナマコを鮮魚で出荷しますと、体表の皮を取って、スライス

ナマコとして売られたりするものですから、青ナマコなどの価格に影響

するということで、干しナマコ加工にすべて取り組めればいいのですけ

れども、なかなか現地の体制が整っていないということで、この辺が今

後の課題ということであります。

最後に資源回復のために考えられる措置として、操業期間の短縮、調

整規則の前半なり後半なりを縮めてはどうか。体重、体長の制限という

ことで、これは県の調整規則では制限はありませんので、これを５０グ

ラムなり１００グラムなりの制限ができないか。といった案を提案して

おります。また、漁具規制ということですが、けた網漁の網目規制につ

いて体重制限をかけた場合、それに合わせた網目の拡大を検討できない

かということを言っております。それから解禁後に禁漁区を設定し、な

るべく持続的に漁獲が続けられることができないかということも提案し

ております。

そして、資源の積極的な培養措置としまして、禁漁区を中心に黒ナマ

、 。 、コの駆除や ナマコの人工稚魚放流を行う 漁場環境の保全措置として

自然石の築磯投入や新設や海底耕転等、これらが措置として考えられる

のではないかということで、これからより具体的な案を詰めていこうと

している状況であります。

以上で説明を終わらせていただきます。

ありがとうございました。ただ今の長崎県からの御説明に御質問等ご石川部会長

ざいませんでしょうか？

図を見ますと、ナマコは現状として黒ナマコは増えているようなので上村委員

すけれども、増えた原因というのは何があるのでしょうか。



増えた原因というのは、黒ナマコは先ほども出ましたけれども、赤ナ宮原主査

マコ、青ナマコの価格の５分の１ほどしかないということで、水揚げし

てもなかなか売れにくいということから、けた網でとれた場合はまた海

に戻していたということ、また、箱メガネで取る場合は時間制限がある

ような所では青ナマコ、赤ナマコを選択して獲るものですから、黒ナマ

コはどんどん残っていく。

そしてこれが問題なのですが、天然海域で黒ナマコと赤ナマコ、青ナ

マコの交雑が乱れてまして、例えば青ナマコと青ナマコと思われるもの

を掛け合わせても、黒ナマコがちょっとでてくるとか、そういう問題も

ございますので、やはり黒ナマコの割合を減らしていって、青ナマコ、

赤ナマコの割合を増やしていくような努力をしていかないと、大村湾は

黒ナマコだけになっていまうという危機感が皆さんございますので、そ

れを少しでも食い止め、青ナマコの資源割合を増やしていこうという回

復計画、その他の措置について考えていきたいと思っています。

その他ございませんでしょうか。石川部会長

どうもありがとうございました。それでは、今、県単魚種のモデルと

いうことで、大村湾のナマコの話を紹介しました。

先ほどの山口県のアマダイと加えまして、大村湾のナマコというのが

県単種ということで書いてあるわけですが、この県単資源の資源回復計

。画の取り組みについて佐藤室長の方から補足説明があればお願いします

それではいわゆる県単種は予算として国も支援を対象としているので佐藤室長

すが、県の地先種という趣旨の検討案についての計画の検討を来年がリ

ミットになっていますので、是非、各県におかれまして、具体的に進め

ていただければという要望なのですが、その背景としては２点ありまし

て、１点目は先般の日本海・九州西の全体の委員会の席でも申し上げま

したが、いよいよ平成１６年度の末をもって資源回復計画の広域種ある

いは県単種についての着手、つまりこの種について取り組もうという、

登録するという意味ですが、これが期限を迎えます。そういう面で全国

的に見ても今までのところ３道県で、関係としては大分のアサリと大村

湾のナマコ、山口県もこうなる可能性があるのですが、そういうふうに

とどまっています。これにつきましては、県の地先種というものは従来

から、約１６年前から資源管理型漁業という、自主的な取り組みについ

て、各都道府県が指針を作るという面から取り組まれたものに対して、

国として支援をしていくという枠組みでやってきました。この長い取り

組みがあったからこそ、こういう資源回復計画が立ち上げられたという

貴重な成果も得ているのですが、何分長くやっているうちに、なかなか

現実として減少している資源を止めるということがなかなか無理なもの

も多くなってきている。その理由の背景というのが、獲らない方がいい

とわかっていても、漁業者というのは日々の経営の持続を最優先せざる

を得ない。３年後に獲れるといっても、その間自分の経営が止まってし

まうということになるとやはり受けられないので、その辺が全てではあ

りませんがネックなのです。そこに支援措置というものを入れていこう



ということで、資源回復計画を作った１つの大きな背景があります。そ

ういうことで今の資源管理型漁法で取り組んでいる魚種、また、それ以

外にもあると思うのですが、いずれにしても、それに限界を感じている

ものがあれば早めに資源回復計画の中でその限界を破っていくというこ

とは必要ではないかと言うことで、是非とも検討をお願いしたいという

こと。これが１点目で、これは前回にも御説明したと思います。

それから今日はもう１点、最近の情勢として御説明したいのは今の資

源管理型漁業、１６年やってきたのですが、この予算がいつまで確保で

きるか分からない情勢が急に出てきたのです。つまり、そちらから早め

に資源回復計画のメニューとして移行できるものは、移行しておく必要

があるのではないかという予算上の問題です。それはどうしてかと申し

ますと、今朝の新聞にも載っていましたが、先般から国と地方における

、 、 、税制 財政改革いわゆる三位一体ということで 地方に対する基本的な

まず地方が考えて地方が動けるようにするという、いつまでも中央のひ

も付きでは駄目だという大きな流れがありまして、それで地方への補助

金を削減する、地方交付税を改革する。それに見合う財源、税を地方に

渡す。それが三位一体となっているのですが、これによって今後２００

６年までに４兆円近い地方補助金等を削減していく。もちろんそれに見

合う財源を地方に送るということになっているのですが、それが必ずし

も削減の方が多くて地方の財源は少ないではないかというのが一部地域

からも言われているようですが、それで第１弾として御承知の通り１兆

円の補助金の削減等を図るために直接の指示が出まして、５，５００億

円を４省庁、国土交通省その他の主要の補助金を持っているところに指

示が出まして、そのうち５００億円が農水省に回ってきたのです。それ

以前からも公共事業や一般的な事業について３％なり２％の地方向け５

％削減というのは決まっていたのですが、それについてさらに追加で５

００億、それで農水省全体で見ますと１，２００億くらいで、大体農水

省全体の予算が３兆円ありますので、４％くらいの削減という形のもの

が課せられているいのですが、削減できるものとできないものがありま

して、いわゆる義務的経費などは削減にかからないということがありま

して、その結果裁量的経費、皆さんに出している資源開発業務、こうい

うものについて突如として相当な削減が、今、財務省から投げかけられ

たわけです。報道から見まして約１兆円の削減についてはほぼ目処がた

ってということで、農水省に当てられたこの５００億円というのは受け

ざるを得ないのでございますが、その確保率というのはまだ交渉の途中

で、協議の途中で、最終的にはどうなるかわからないのですけれども、

１兆円分でこんな削減がされてしまう。実は資源管理の方は他の予算よ

りも優遇されていると先方は言っているのですが、それでも相当な削減

になっています。これが残り３兆円を２００６年までにやるとなると、

地方に対する補助金というものが相当絞られるというか、補助金そのも

のが柱として立たなくなる可能性がある。ただし、一方その財源が地方

に行けば、地方としては地先種についての支配的な取り組み、我々から

ああでもない、こうでもないといちゃもんをつけられるわけもなく自由

に予算が出てくるわけなのですが、ただその移行する、削減される補助

金と移行する税制のバランスを欠いたときにはいろいろと問題が出てく



ると思います。現実的にどういうことかといいますと、私どもとしては

そういう流れの中で、少なくとも資源回復計画というのは、水産基本法

に基づいて作られた基本計画の平成２４年を目標とした約１００万トン

資源を増やそうという中の極めて主力の施策となっているわけです。つ

まり、こういう厳し情勢の中では合っても何とか資源回復計画の予算と

いうものは最後まで最大限力を入れて確保していきたい。そういう中か

ら見たときに、話が戻りますけれども、今、都道府県の地先種において

の取り組みの、もちろん県単でやっている部分もあると思うのですが、

国からの補助事業としての資源管理型漁業を基盤としている取り組みは

相当危うくなる可能性がある。最大限頑張りますが。そうなるとなおの

事、今のうちに資源回復計画というのが一応５０種ということでまだ空

いていますので、そういうことで是非ともそういう趣旨からも、こちら

に入っておくのは結果的に私どもとしては最大限戦える部分ではないか

と思います。

そういうことで２点、限界である一つの事業であるということが１点

と、もう１つは今からの国と地方を巡る相当な全体における予算の変革

が行われる中で、私どもとしては資源回復計画という枠組みを最大限優

先していきたいので、そちらの方に乗れる各県１魚種でも乗っていただ

くことが重要だと思います。以上です。

。 、石川部会長 ありがとうございました 室長の方から御説明がありましたけれども

それについて何か質問はございませんか。

今の説明で確認しておきたいのですが、１兆円、将来的には４兆円と

いうことですが、資源回復計画の広域種と県単種とあるわけですが、県

単種の方がより削減が大きいだろうということなのですか。

恐らく、資源管理責任の抽象的資源管理責任というのは国に帰属して佐藤室長

いて、国連海洋条約は国と国との約束事ですので、国に資源管理責任が

ある。御説明、間違いないと思うのですが、ただ、国は都道府県によっ

て構成され、都道府県は市町村によって構成される。ですから、誰が予

、 、 。算を執行するかというと 市町村も含んであり 都道府県も含んである

そこで誰が予算を執行し、資源管理権を持つか、という議論は余り今ま

でされてなかったですけれども、いずれにしても都道府県が行うものに

ついては我々も支援してきた。ところが、今のように財源が明確に移行

していくということになると、この資源というのは誰が各責任を予算的

に持つのかということになると、恐らく広域種については国が責任を持

つ、地先種については県が責任を持つということになりますと、県の地

先にある資源回復計画のというのは広域種の資源回復計画に比べて国の

持ち分というのが相対的に少なくていいのではないかという議論が当然

出てくると思います。ただ、これは相手があることですが、例え県単の

資源回復計画、県の地先の資源回復計画といえども、１６年今までやっ

てきた県が主体となってやる自主的管理よりは、国の施策として資源回

復計画を動かしている以上は、例えば支援措置は３分の１、３分の１と

そういうところについては県単と言えども、国が支給率を上げるという

計画の一部に加わっている資源回復計画は県単種といえども、やはり優



。 、 、先順位が高いのではないか という説明をして そこについては広域種

県単種隔たりなく、国の優先順位の高いものの中として推進していきた

。 、 、いと考えています ただ 財務省としてはそこは同じように行かなくて

やはり県単種は都道府県の方が強くなるのではないかという議論が出て

くると思いますが、我々としては、やはり全体の計画が資源回復計画と

して広域、県単併せて一括して進めていきたいと考えていますので、そ

の辺は我々の希望としては少なくとも資源回復計画と名を打ってやるも

のについては、一体となって政策の重要性を訴えていきたいと思ってお

ります。

今の税制を含めて地方へ移譲するというのが一つの方向となっていま石川部会長

、 、して そういう意味からは県が自由に使えるお金が増えるということで

地方にとっては喜ばしいことでしょうが、今度は地方の中でのお金の使

い方というのがありまして、そこは多分いろいろな産業があり、また、

産業だけではなく福祉等も含めているし、教育なども含めて、県内での

予算の取り合いというのがあると思いますが、その際に水産の力がどの

くらい発揮できるのか、それが一番大きな問題かなと思います。県によ

っては非常に水産が力を持っている所もあるかもしれませんけれども、

多くの県では恐らく水産というのはマイナーな産業だということで、あ

まり顧みられないというか、重要事項ではなくなるという可能性もある

わけで、そういう意味では今まで全国一律に水産の底上げをやっていこ

うと水産庁も取り組んでこられたのだと思いますけれども、県によって

まちまちになってくると言うことだろうと思うのです。

そうなりますと、佐藤室長が言われたように、できるだけ県単種につ

いては、１６年までという制約もあるようですが、県単種等に入れられ

てやって行かれた方がいいのではないかというように私も思います。と

いうのはひとつは国からそれについて予算が取れたらめでたし、めでた

しという話になるのでしょうが、それ以外に国の県単種と決められたと

いうことを県内でも活用できるということもあるでしょうから、将来県

単種として考えられているものがあるとすれば、早い期間にやっていた

ほうが損はないといいますか、そういうことがいえるのではないでしょ

うか。

ですから別の意味では室長が言われたように、できるだけ県単種を増

やされたらどうだろうかというのが私の感想でございます。

何か他にないでしょうか。

特にこれ以上の議題はないと伺っていますが、この機会に御発言があ

りましたら出して頂きたいと思います。よろしいですか。

それではこれで閉会にさせていただきたいと思います。

お忙しい中御議論を賜りましてありがとうございます。

それでは、以上をもちまして、第５回日本海・九州西広域漁業調整委

員会九州西部会を閉会させていただきます。

どうもありがとうございました。




