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開      会 

 

 

 

○森田次長 おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから日本海・九州西

広域漁業調整委員会の第８回九州西部会を開催させていただきます。 

 本日は、委員数 17 名のところ、16 名の御出席を賜っておりますので、部会事務規程第

５条の規定に基づき、本委員会は成立していることを御報告いたします。 

 それでは、議事の進行につきましては森本部会長にお願いいたします。よろしくお願い

いたします。 

 

部 会 長 挨 拶 

 

○森本部会長 皆さん、おはようございます。部会長を仰せつかっております森本でござ

います。 

 本日は、お忙しい中、委員の皆様には九州西部会に御出席をいただきましてまことにあ

りがとうございます。 

 当九州西部会では、トラフグ及びマチ類を資源回復計画作成の着手魚種として決定をい

ただき、事務局におきましてこれまで計画作成に向けた関係漁業者、関係県等との協議を

精力的に取り組まれてきているところでございます。 

 漁業の実態から課題も多くあったようでございますが、本日資源回復計画（案）を何と

か提案する運びになりました。後ほど、事務局の方から前回の部会以降の漁業者協議会等

の取り組み状況の報告も含めて提案がなされますので、委員の皆様にはよろしく御審議い

ただきたいと思います。 

 さらに、皆様御承知のとおり、この資源回復計画へ着手魚種として名乗りを上げるのは

平成 16 年度が最終年度となっているところでございます。幾つかの魚種が候補魚種とな

っておりましたが、今後の方向性について本日一定の整理をすることとしております。こ
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れらにつきましても後ほど事務局から提案がございますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、本日は、水産庁から竹谷資源管理部長、武田管理課長、長谷資源管理推進室長、

本部会の事務局であります九州漁業調整事務所の小關所長ほか多数が御出席されておりま

す。 

 また、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檜山室長、石垣支所の

小菅主任研究員も御出席されておりますので、この場で大いに情報交換をしていただき、

実りある会議になりますよう委員の皆様にはよろしくお願いいたします。 

 

水 産 庁 挨 拶 

 

○森本会長 それでは、議事に入ります前に、水産庁の竹谷資管理部長から御挨拶をいた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○竹谷資源管理部長 ただいま御紹介にあずかりました水産庁の資管理部長の竹谷でござ

います。よろしくお願いいたします。この機会に一言御挨拶をさせていただきたいと存じ

ます。 

 日本海・九州西の広域漁業調整委員会の九州西部会におかれましては、いつも九州の福

岡の方で開かれることが多かったかと思いますが、今回は大変お忙しい中、東京の方まで

御足労いただきまして開かせていただくという運びになったわけでございます。本当にお

忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。 

 こちらの部会におかれましては、資源回復計画などにつきましていろいろ御審議いただ

いてきたわけでございますけれども、今までのところ、残念ながら資源回復計画の具体的

な実施という段階には至っていなかったわけでございますけれども、本日は、先ほど部会

長のお話にもございましたように、非常に盛りだくさんの内容を御審議いただききまして

具体化を図られるということでございますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと考え

るわけでございます。 

 それぞれ地域、地域で資源の問題を抱えているわけでございますが、長年御議論いただ

いてきた成果を踏まえまして、本日は九州・山口北西海域のトラフグの資源回復計画、あ

るいは南西諸島海域のマチ類の資源回復計画といったものにつきまして御審議いただける

ということでございます。 

 また、有明海、不知火海のガガミの資源回復につきましてもちょうど着手の期限を控え
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まして、ここで着手という方向づけをしていただければというふうに期待いたしていると

ころでございまして、後ほどに慎重に御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 広域漁業調整委員会全体を通じますと、ほかの委員会の方もあわせましすと、この年度

末の３月がちょうど計画の着手の期限になっているということもございまして、非常に多

くの資源回復計画の取り組みが進んできております。現在実施中のもの、それから計画中

のもの、そしてこの年度末に着手の承認を迎えるものを合わせますと 50 を超える魚種に

つきまして資源回復計画がまとまりつつあるということでございまして、非常に皆様方そ

れぞれの委員会におかれます委員の皆様方の御尽力のたまものということでございまして、

この機会に改めて御礼を申し上げたいと思う次第でございます。 

 この資源回復計画に関連いたします予算につきましては、17 年度、２つの点におきま

して新しい変化がございます。 

 １つは、国の補助金全体が三位一体という大きな地方財政の改革の中でソフト関係の補

助金につきましては、今までの補助金という形のものを強い水産業づくり交付金という形

で、ほかの補助金と一体化いたしまして、それぞれの地域、地域でより自主性を発揮して、

柔軟性を持って使っていただけるような予算の仕組みに改めるという点が１点ございます。 

 それから、もう１つは、資源回復計画、今までは魚種別の資源回復計画を支援の対象と

いうことにさせていただいていたわけでございますが、それは引き継続中のものはやって

いくわけですが、それプラス漁業種類別の、例えば定置網漁業であるとか、あるいは底び

き網漁業であるとかといったような漁業種類別の資源回復計画につきましても支援の対象

にさせていただくということを 17 年度から予定しております。それによりまして、１つ

の魚種ではなくて、その地域にありますいろいろな魚種を包括いたしました包括的な資源

回復計画といものを立てていただく道を開いていきたい。また、そういったものを支援し

ていきたいというふうに考えている次第でございます。これらにつきましてもこちらの部

会におかれましても、今後とも御活用いただければと思う次第でございます。 

 さて、資源管理全体を考えてまいりますと、こちらの九州西という地域を考えますと、

やはり抜きにできない問題といたしまして日中、日韓という相互入漁の関係がございます。

日中の相互入漁関係につきまして、あるいは日韓の関係につきましても、昨年末、日韓で

一部越年した部分もございまして、ことしに入ったものがあったわけですが、実は私の方

で担当いたしておりまして、漁業交渉を行いました。そういう中で、日中関係の方は去年

の相互入漁の条件に比べまして、その前までは中国側が日本に約４万 7000 トンぐらい入
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漁してきたわけですけれども、ことしの入漁の漁獲量割り当ては１万 2000 トン強という

ことですから、４分の１近いような、随分少ないレベルに下がってきております。そうし

た中で、今後重要になってまいりますのは、やはり資源管理の問題であるということでご

ざいまして、今後相互入漁の条件よりも、日中間の漁業交渉はその重点が暫定措置水域、

九州のすぐ西に横たわっております暫定措置水域、あるいは中間水域といったところの資

源管理問題になって移っていくのかなというふうに認識しております。 

 また、日韓の方におきましてももう既に５年経過いたしまして、それぞれの入漁条件は

かなり安定してきております。恐らく従来は韓国側の入漁の方が多くて、日本側の入漁に

比べて向こうが多かったわけですが、去年の漁獲実績を見てみますと、韓国側の排他的経

済水域に日本が入ってとっている漁獲量は約２万 5000 トン、それに対しまして韓国側が

日本に入ってとっている量が２万トンちょっとでございます。むしろ初めて逆転をいたし

ました。そういう中である意味では安定的な相互入漁関係を迎えつつあるというふうに思

っているわけでございます。 

 他方、日韓関係でも暫定水域の問題というのが日本海にあります北部暫定、それから東

シナ海にございます南部暫定という形で残っておりまして、そこの資源管理の問題という

のは今後重要になってくるのかなと考えております。 

 そういう情勢の中で、去年から資源の専門家によります協議というものがそれぞれ始ま

ってきておりまして、お互いにそういう専門家による議論を通じまして資源管理問題につ

いてやはり認識を深めていただくということができたのではないかと思っております。 

 中国、韓国、それぞれ、特に韓国の方は資源管理問題に取り組まなくてはという認識を

深めつあるというふうに思っております。そういう素地もできつつありますので、そうい

う中でしっかりと政府間の間においても資源管理の問題について今後ともよく話し合って、

一挙に進むというわけにはなかなかまいりませんが、一歩一歩資源管理の問題を進め、資

源全体、周辺国との関係も含めましてしっかりと進めてまいりたいと考えておりますので、

また皆様方の御支援、御協力のほどよろしくお願いいたしたいと思う次第でございます。 

 きょうはいろいろと盛りだくさんの御審議をいただきますけれども、私の挨拶を結ぶに

当たりまして、委員の皆様方のますますの御発展、御健勝を祈念いたしまして、簡単では

ございますが、私の挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○森本部会長 竹谷資源管理部長さん、どうもありがとうございました。 
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議事録署名人の選任 

 

○森本部会長 続きまして、部会事務規程第 11 条にございますように、後日取りまとめ

られる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。 

 これにつきましては、部会長から２人以上指名することとなっておりますので、僭越で

はございますが、私の方で指名させていただきたいと思いますが、これまで名簿順に担当

していだいておりますので、今回の部会議事録の録署名人としては、海区漁業調整委員会

の互選委員の方から山口県の清水委員、大臣選任委員の方から和田委員のお二方にお願い

をいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

資 料 の 確 認 

 

○森本部会長 それでは、事務局の方で資料の確認をお願いしたいと思います。 

○吉永計画官 おはようございます。事務局を担当しております九州漁業調整事務所の吉

永といいます。よろしくお願いします。 

 私の方から資料の確認をさせていただきます。 

 まず、本日の議事次第ですね。１枚紙。実は大変失礼しておりまして、日時のところが

「午後 10 時」になっておりますけれども、「午前 10 時」ということで、大変な間違いを

しております。 

 次に、委員名簿です。九州西部会委員会名簿、１枚紙。 

 それと席次表ということで、１枚紙。先ほど出席者は 16 名という御報告がありました

けれども、この席次表でいいますと左下の風無委員が本日は欠席されておりますので、済

みません、名前が入っておりますけれども、そこは消していただきたいと思います。 

 同じく出席者名簿、両面ありますけれども、これにつきましても漁業者代表委員の風無

委員のところは空欄ということになりますので、訂正方、よろしくお願いします 

 続きまして、資料です。資料－１、「漁業者協議会等の開催実績」ということで、３ペ

ージのものをホチキスどめしております。 

 続きまして、資料－２、横表になりますけれども、「行政・研究担当者会議の開催実

績」ということで、取りまとめたものです。 

 続きまして、資料－３、「九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画（案）」というこ
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とで出させていただいております。 

 それと、資料－４、「日本海・九州西広域漁業調整委員会指示の概要」ということで、

１枚紙を出しております。 

 続きまして、資料－５です。「南西諸島海域マチ類資源回復計画（案）」ということに

なっております。 

 続きまして、資料－６、「資源回復計画の候補魚種の検討状況」ということで１枚紙を

準備しております。 

 それと資料－７、「有明海・不知火海ガザミ資源回復計画の検討方向（案）」というこ

とで出させていただいております。 

 それと最後になりますけれども、資料－８、「都道府県からの提案魚種の検討状況」と

いうことで、１枚紙を出させていただいております。 

 それとお手元に配付されていると思いますが、広域漁業調整委員会のハンドブック、こ

の青い冊子ですね。これを委員さんの方にはお配りしておりますので、よろしくお願いし

ます。 

 以上ですけれども、何か不備なところがありましたら事務局の方に申し出ていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 

     議   題 

     （１）九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画（案）について 

 

○森本部会長 それでは、議事に移りたいと思います。 

 議題の１は、「九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画（案）について」ということ

でございます。 

 九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画につきましては、前回の部会で骨子（案）の

説明がございましたが、今日まで関係県及び関係漁業者と協議が進められた結果、本日、

資源回復計画（案）をお諮りいただく運びとなりましたので、事務局から御説明をお願い

したいと思います。 

○吉永計画官 本日の九州西部会におきまして、トラフグとマチ類の２つの資源回復計案

を提案させていただくということになりました。 
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 トラフグにつきましては、着手魚種となりましてから２年間、マチ類につきましては同

じく着手魚種になりましてから１年半、この間、関係県並びに関係漁業者の皆さんにおか

れましては大変な御尽力と御協力をしていただきました。この場をおかりしまして改めて

感謝とお礼を申し上げておきたいと思います。 

 それでは、着席して御説明させていただきます。よろしくお願いします。 

 まず、トラフグの資源回復計画（案）を御説明いたします前に漁業者協議会及び行政・

研究担当者会議の開催状況につきまして御報告させていただきます。 

 先ほど資料の確認をさせていただきましたけれども、まず資料－１をごらんいただきた

いと思います。昨年の 11 月 30 日に開催されました前回の九州西部会以降の各県におきま

す漁業者協議会等の取り組み状況につきまして整理をさせていただいております。それと

資料－２をごらんいただきたいと思います。これにつきましても前回の九州西部会以降の

行政・研究担当者会議の取り組み状況を整理させていただいております。この資料－１、

資料－２につきましては、ここの説明は省略させていただきたいと思いますまで、参考ま

でにごらんいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画（案）につきまして御説明をいた

します。資料－３をごらんいただきたいと思います。 

 トラフグの資源回復計画につきましては、前回の部会で骨子（案）の説明をさせていた

だいているところでございます。したがいまして、本日はポイントを絞りまして、その概

要を簡潔に御説明させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 まず資料－３の１ページです。ここにつきましては、１番としまして、「資源の現状と

資源回復の必要性」ということを書いております。ここの１ページでは、一言で言います

と、文章の一番最後の方にまとめております。資源水準は極めて低位で、動向は減少傾向

にあると判断されますということで、資源的には非常に厳しい状況にあるということでご

ざいます。 

 ２ページをごらんいただきたいと思います。２ページの中ほどに折れ線グラフがあろう

と思います。図３、トラフグの資源量の推移をそこに示しております。これをごらんにな

ればおわかりのとおり、資源量ですから、あくまでも推定の数値ということになるわけで

すけれども、多いときは 1987 年になりますか、一番左の方ですけれども、2000 トンを超

えていたわけですが、近年は資源量は資源量は 500 トン以下に激減をしているということ

がこれでおわかりいただけるのではないかと思っております。 

- 9 -



 

 続きまして、「漁獲量の推移と資源回復の必要性」ということで、２ページの（２）か

ら記載しております。これにつきまして３ページをごらんいただきたいと思います。３ペ

ージの上段の方の文章の後半部分にまとめ的なことを書いておりますけれども、そこの棒

グラフの上の文章のところですが、従来の漁業者による自主的な資源管理の取り組みを超

えた広域的で実効力がある資源管理措置を講ずることにより、資源の回復を図ることが不

可欠となっていますよということで整理をさせていただいております。 

 次の図４のグラフですけれども、これにつきましては、トラフグの８割ぐらいを取り扱

いされていると言われております下関の南風泊市場の外海産のトラフグの取扱量の推移と

いうことでそこに示させていただいております。これを見ていただいてもわかるとおり、

多いときは 800 トンを超える漁獲量があったわけですけれども、近年は 100 トン前後の漁

獲量ということで、資源量と並行した形で減少をしているということがおわかりいただけ

ると思います。 

 続きまして、３ページの後段になりますけれども、２の「資源の利用と資源管理等の状

況」ということで書いております。４ページをごらんいただきたいと思います。文章の上

の方に書いておりますけれども、漁場が従来の東シナ海・黄海から、近年は我が国の 200

海里内が主要漁場になっていますよということを書いております。 

 それで、関係県のふぐはえ縄漁業の操業隻数の一覧ということで、表１の方にまとめを

させていただいております。各県からの御報告の数字になっておりますけれども、約 500

隻がトラフグのはえ縄漁業を営んでいるということになっております。 

 表２ですけれども、漁業種類別のトラフグの漁獲量ということで整理をしております。

統計的に山口県と福岡県の２県だけの統計になっておりますけれども、トラフグがふぐは

え縄漁業で大部分が漁獲されているというこが言えるのではないかと思います。 

 続きまして、５ページに入ります。５ページの図５と図６につきましては取扱量と取扱

金額ということで推移を示させていただいております。 

 続きまして、５ページの中ほどの③の「漁業形態と経営の現状」ということです。漁業

の形態としましては、専業船もあれば兼業船もあるわけですけれども、中ほどに書いてあ

りますように、いずれの場合もトラフグ資源の急激な減少により厳しい経営を強いられて

いますということを書いております。 

 続きまして、６ページをごらんいただきたいと思います。「資源管理等の現状」という

ことで書いております。現在、山口、福岡、佐賀、長崎の４県の漁業者によりまして、①
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のところで書いておりますけれども、西日本延縄漁業連合協議会というのが組織されてお

りまして、毎年操業期間の設定、あるいは小型魚の再放流といったことについて自主的な

資源管理の取り組みについて協議をされておりますとともに、操業秩序の維持にも努めら

れているということでございます。現在の協議会の自主規制ということで、休漁期間、全

長制限といったものをそこに簡単に書いております。実はこの自主規制措置が後ほど御説

明します本計画の資源回復措置の土台になっているということでございます。 

 ６ページの後半の部になりますけれども、③で「資源の積極的培養措置」ということで、

関係県によりまして種苗放流を積極的に取り組んできていただいております。それを一覧

表で実績をまとめさせていただいております。 

 ７ページをごらんいただきたいと思います。上の方に④として「漁場環境の保全措置」

ということで書かせていただいておりますけれども、これにつきましては、漁場機能の維

持管理ということで、これにつきましては新日韓の漁業協定の対策の特別基金というのが

ございまして、それに基づきます事業として山口県、福岡県の方で投棄された漁具等の回

収と処分をされているということでございます。 

 続きまして、７ページの３の「資源回復の目標」ということに入ります。これにつきま

しては、前回の部会の中でも御説明申し上げてきました。非常に資源の状況が悪いという

ことで、本来でありますと、２年とか３年とか全面休漁させて、資源の回復に取り組むと

いうことでございますけれども、そうはいいましても漁業者の皆さんの経営的なものもご

ざいますので、まずそういうことでできることからということで取り組みをしていただく

わけですけれども、そういうこともございまして、下の２行ほどに書いておりますけれど

も、資源の減少傾向を食いとめまして、計画期間終了後も現状の資源量の水準を維持する

ことを目標とするということになっております。 

 これにつきましては、研究者の皆さんに資源評価といいますか、シミュレーションをや

っていただきまして、非常に厳しい答えが出たということを踏まえまして、それらにつき

ましては漁業者の皆さんにも御説明をしてきたところでございます。 

 続きまして、４の「資源回復のために講じる措置と実施期間」ということで書いており

ます。本計画の柱になる部分になるわけですけれども、（１）「漁獲努力量の削減措置」

ということで書いております。平成 17 年度、今漁期から平成 21 年までの５年間というこ

とで、次に書いております漁獲努力量の削減措置を実施していただく。もちろんこれにつ

きましては状況を見て、見直しをしていくということでございます。 
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 まず１つ目は、休漁期間ということで掲げております。アからオまでＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、

Ｅということで書いております。これにつきましては９ページをごらんいただきたいと思

います。図７で示させていただいております。北の方からＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅということ

になっております。Ｄ海域につきましては、Ｃ海域の中の四角で囲った分ということで御

理解をいただきたいと思います。こういうことでそれぞれの海域ごとに、御存じのとおり、

トラフグはえ縄の場合は、浮きはえ縄、底はえ縄という漁法がございますので、それぞれ

の漁法ごとにここに掲げております休漁期間を設定するということで、漁業者の皆さんの

合意を受けまして設定をさせていただいているところてでございます。 

 海域の定義につきましては、７ページの注書きにありますように、13 ページの方に別

表１ということで記載をしておりますので、ごらんいただければおわかりになるのではな

いかと思います。 

 それと、もう１つの資源回復措置の柱であります、８ページになりますけれども、「全

長制限（小型魚の放流）」ということで掲げております。資源保護対策として全長 25 ㎝

以下の小型魚は再放流しましょうということで、現在の自主規制措置は 15 ㎝ということ

になっておりますので、10 ㎝ほどアップをさせていただいて、25 ㎝以下の小型魚は再放

流。ただし、下関地先のごく限られた海域と、先ほど説明しましたＥ海域ですね、長崎県

の橘湾、熊本県の天草北西の方にかかる海域ですけれども、そこにつきましては、漁業の

実態等を踏まえまして 20 ㎝以下とするということにしております。 

 以下、③の針の大きさとか、④の鉢数、針数、⑤の保護区につきましては、それぞれ漁

業の実態もありますので、ここは今回の資源回復に措置に取り込めませんでしたけれども、

ここにつきましてはそこに書いておりますように、状況を見ながら必要に応じて検討して

いきましょうということになっております。 

 それと、８ページの最後になりますけれども、はえ縄漁業を今回対象漁業としているわ

けですけれども、その他の漁業につきましても資源の状況を見きわめながら、必要があれ

ば対象漁業として参加していただくような状況にもあるのではないかと思います。そこは

また今後検討していきましょうということになっております。 

 それでは、10 ページをごらんいただきたいと思います。「資源の積極的培養措置」と

いうことで書いております。先ほども申しましたように、各県種苗放流に積極的に取り組

んでいただいておりますし、10 ページの１行目に書いておりますように、南風泊市場の

調査では取扱量の 10％以上を放流魚が占めているということも書いております。そうい
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う意味では、この漁獲量といいますか、資源回復を補完する意味合いで種苗放流の取り組

みというのは非常に重要な位置を占めるのではないかと思います。したがいまして、引き

続き、資料－４の方に書いておりますけれども、各県さんに今後とも種苗放流に努力をし

ていただくということで、これは計画ということでございますけれども、一応数量をまと

めさせていただいております。 

 それと、11 ページをごらんいただきたいと思います。５、「漁獲努力量の削減措置及

びその効果に関する公的担保措置」ということでございます。御承知のとおり、現在のト

ラフグのふぐはえ縄漁業といいますのは自由漁業でございますので、先ほど御説明しまし

た回復計画の措置、休漁期間なり、体長制限というものの実効性を担保するする必要がご

ざいます。そういうことで、本日の午後の本委員会の方でお諮りさせていただくことにな

るわけですけれども、今回広域漁業調整委員会の指示というものを策定しまして、この実

効性を担保させていただくということになっております。この指示の案の概要につきまし

ては後ほど御説明させていただきたいと思います。 

 ６番は支援策ということで書いております。御承知のとおり、資源回復計画の１つの大

きな目玉であります支援事業についても、非常に県の財政等が厳しい状況もございますけ

れども、漁業者の意向を踏まえましてこういうことも取り組んでいきましょうということ

になっております。 

 ７番の進行管理につきましては省略させていただきます。 

 12 ページ、最後になりますけれども、「その他」のところで書いております。本日御

承認をいただきましたら、この計画を広く情報提供をして、関係機関の御協力を得ながら

進めさせていただきますということで考えております。 

 なお、将来的には資源の生態等を踏まえまして、このトラフグの産卵漁場となっており

ます有明海、瀬戸内海等の他海域も含めた広域的な取り組みということも検討していく必

要があるのではないかということで考えているところでございます。 

 以上、説明を終わります。よろしくお願いします。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 トラフグの資源回復計画につきましては、本部会で着手魚種となりましてから、先ほど

説明がありましたように、２年間かけていろいろな課題を克服して、関係者の御協力によ

り計画作成に至ったものでございます。資源回復措置として、操業期間の制限及び小型魚

の再放流といった内容の説明がございましたが、本件について御意見、御質問等ございま
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すでしょうか。 

 松井委員、どうぞ。 

○松井委員 質問ではございませんが、意見として述させていただきますが、この計画自

体、いろいろと内容によっては非常に厳しいものも含まれておりまして、この案につきま

してはよろしいのではないかと賛同いたします。 

 資源的な観点とか、あるいは漁業実態、それからこの案の実行、そういったことについ

て意見を述べさせていただきたいわけですけれども、計画案の１ページにも最後に強調さ

れていますように、「資源水準は極めて低位で、動向は減少傾向にあると判断される」と

いうふうに述べれておりますけれども、私も全くそのとおりだと思っております。この資

源回復の計画案に基づいて関係者が協力して、特に早急に具体的な対策をとっていくべき

だと考えています。 

 また、資料の４ページの表１なんですけれども、ふぐはえ縄のトン数別の隻数の一覧表

がありますけれども、この中で 10 トン未満の船が約 400 隻と全体の 80％を占めておりま

す。近年 10 トン未満の船の漁獲能力というのが非常に向上しておりまして、特に沿岸で

操業する底はえ縄につきましては 10 トン以上の船と変わらないぐらいの漁獲能力を有し

ていると思われるわけです。しかも操業する人数というのが大型船になりますと大勢にな

りますし、実入りといいますか、１人当たりの収入となりますと小型船の方が効率的であ

るというふうなことで、今後小型船について増加する。今でも多いんですけれども、内容

によりましてはふえる可能性もあります。そのために具体的に有効な施策を実施するため

には、ぜひ小型船の漁獲実態、これを把握していく必要があるのではないかと思っている

わけです。 

 それから、この計画そのものは、あくまでも、当然のことながらなんですけれども、こ

れは漁業調整ではないわけで、トラフグの資源回復というふうなことでありますので、し

かもこれを実施するには一定の期間が一応定められております。もちろんずっと続くこと

なんでしょようけれども、一定の期間があるということも考慮するということで、先ほど

も述べましたように、早急な対策実施ということが望まれるのではないかというふうなこ

とで、私の意見とさせていただきます。 

○森本部会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに。 

 清水委員、どうぞ。 
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○清水委員 山口県の清水です。 

 私も松井委員の発言に同感です。トラフグの資源回復につきましては、10 トン未満の

漁船の操業実態や資源に与える影響を確実には把握して管理していかなくてはならないと

思っております。その必要があると思っておりますので、申し上げておきます。 

 以上。 

○森本部会長 ほかに。 

○小西委員 表で見られるとおり、１トン未満というのは長崎県は数が多いです。この数

というのが、新規ということではなくて、長崎県は沿岸漁業の 10 トン未満の船が多いわ

けで、ここに出された数字というのは、あくまでも実績がある船ということの中でありま

すので、先ほどこれから管理する回復計画なのに、小型船を拒絶するような今の話だった

と私は思うんですね。その辺のところが、長崎県の場合には既に実績のある船であるから

ということの調整を一緒の中で話をしていただいても、実績あるものをどうできるかとい

う問題が長崎県にあると思いますので、その辺は了解していただきたいと思います。 

○森本部会長 どうぞ、松井委員。 

○松井委員 私が意見として出させていただきましたのは、特に小型船を排除するという

ことではございません。その実績をしっかりとつかむということですね。そのことが重要

であるということです。それを生かして今後資源管理をしていくということです。そうい

う意味ですので、よろしくお願いいたします。 

○森本部会長 ほかにございますでしょうか。 

 三木委員。 

○三木委員 私は、今年度資源回復計画の普及啓発事業というものの中で、伊勢湾、三河

湾の小型底びき資源回復計画に絡ませた形でのトラフグの流通業者の意識調査をやらせて

いただきましたので、御参考までと思いまして、その結果をお伝えさせていただきたいと

思っています。 

 主に３点出てきました。 

 １点目は、トラフグは、輸入もの、養殖ものの攻勢がかなり激しいと思うんですけれど

も、流通業者の方から御意見を伺いますと、全くそういうものと天然ものは別世界で、価

格形成は別物になっています。もちろん影響を受けるとは思いますけれども、一定のとこ

ろで価格的にはとどまると思いますので、資源回復計画の意義は十分あると思われます。

これが１点目です。 
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 ２点目なんですけれども、流通業者の方に回復計画はどうかとお話を伺いました。規制

はいいんだけれども、賛成なんですけれども、全国統一的なものがあった方がいいのでは

ないか。もちろん今現状を見ますと、東海３県の方が年度内、年明けになると九州のもの

が出てくるというような時期の違いがもちろんありますので、その分は難しいと思うんで

すけれども、サイズだとかそういうところで今後すり合わせというものが必要になってく

るのではないかなと思われますので、その辺、水産庁の方でどういうふうにやっていくの

かというところを１点お伺いしたいなと思っています。 

 ３点目なんですけれども、種苗放流、今１割南風泊の方でデータが出ているということ

ですけれども、価格的に見るとかなり買いたたかれているというのが現状のようです。し

かしながら、一方で東海の方で地元消費が進んでいるんですね。そちらの方での種苗放流

ものの値段を見ますと、ほとんど天然もの、普通に揚がってくるものと変わらない状態な

んです。ですから、今後地元での食べ方、種苗放流の価格がどういうふうに南風泊で出て

くるのかというものと、地元での食べ方というものも資源回復計画とともに検討していく

ものの１つとして考えられるのではないかなと思われます。 

 以上です。 

○森本部会長 どうもありがとうございました。 

 最初の３人の方の御意見につきましては、10 トン未満の漁船の隻数が非常に多いけれ

ども、まだ実態が必ずしも十分に把握されていないので、その辺をとらえて早急に規制措

置等を講じてほしいと、こういう御意見だったと思います。貴重な御意見をありがとうご

ざいました。事務局の方もこの意見を十分受けとめていただきたいと思います。 

 それから、三木委員の方からのお話は、何か事務局の方でお答えするようなことござい

ますか。 

○吉永計画官 その前に小型船の関係でちょっとお話をしたいと思います。 

 今、松井委員、清水委員の方から小型船の実態把握ということで御意見がございました。

基本的にはおっしゃるとおりだと考えております。 

 そういうことで、後ほど説明を予定しております指示の概要でも書いておりますけれど

も、今回 10 トン以上を承認制、10 トン未満を届出制ということになっております。ただ、

いずれにしましても、承認制、届出制、両方とも漁獲成績報告書ということで、義務づけ

をしておりますので、そういった部分では操業の実態なり、漁獲の実態が把握できるので

はないかと思います。そこら付近を踏まえまして今後よりいい漁船の管理といいますか、
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そういったことについて検討を進めてまいりたいというように考えております。よろしく

お願いします。 

 それと、三木委員さんからありました基本的には御報告ということでとらえさせていた

だきたいんですが、全国的なサイズの話がありましたけれども、これにつきましてはそれ

ぞれ地先で実態の違いもありますし、難しい面もあろうかと思いますけれども、当面はこ

の九州・山口北西海域においては、先ほど言いましたように、25 ㎝ということですけれ

ども、将来的にはトラフグの生態的なこともありますけれども、他海域とも連携してやり

ましょうということを先ほどの説明で言いましたように、うたっておりますので、関係県、

機関等とも話して取り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 松井委員、どうぞ。 

○松井委員 事務局へ要望したいところなんですけれども、届出制、あるいは承認制にし

ても、実際の結果が出るのは漁期が終了してからになります。申請状況はそんな長く、今

から間もなく受け付けを始めて、それから結果が出るのはそれほど先のことではないだう

ろうと思いますが、漁獲実態というのは来年、漁期が終わってからになると思うんですけ

れども、実際の状況というのは漁期後ということではなくて、やはりもっと早目に各県、

行政から情報収集をしていただいて、何らかの形で 10 トン未満の漁獲実態、あるいは今

の操業事態ということも事務局の方でつかんでいただいたらと思っておりますので、その

ことを要望したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 今までも多分事務局の方で漁獲量の把握等をやってこられてはいるのだろうと思います

けれども、今松井先生から御要望がありしましたけれども、可能な範囲でぜひ事前に情報

収集していただければありがたいと思います。 

 どうぞ、野村委員。 

○野村委員 鹿児島海区の野村ですけれども、福岡県の漁獲量の中で今回ふぐはえ縄とい

うことで管理されるわけですけれども、その他というところが 11 トンとふえている。８

ページにあるように、今後はトラフグの漁獲をその他の漁業についても検討していくとい

うことでございますので、そこら辺、この内容を十分分析しながら早急にはえ縄、ほかの

漁種に対してもこういう対応をとって統一した資源管理をやっていく方がいいのではない
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かと思いますので、一言申し上げておきます。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 先ほど既に事務局の方からほかの漁業についてもさらに情報等も集めて検討していきた

いというお話があったと思いますけれども、そういう方向でよろしゅうございますか。 

○野村委員 はい。 

○森本部会長 どうもありがとうございました。 

 どうぞ。 

○畔田委員 放流魚の比率が南風泊で１割に達している。こういうのは画期的なことだと

思うんですよね。今のところ、各県で放流されているのですが、南風泊でとられている魚

がどこで放流されたか。その辺の解析なんかを含めて、放流して、資源をふやすという方

向をもう少し戦略をはっきりさせて効果的なやり方をぜひ確立していただいてやってほし

い。この辺、積極的なやり方というのをこれから大事に研究所などもかかわっていただい

て、ぜひ推し進めていただきたいと思います。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 放流の標識をちゃんとして、どこで、いつとか、こういうことですね。 

○畔田委員 各県でやっておられるのですけれども、南風泊でとれたのがどこで放流され

たのか。きっとデータはあると思うんですね。その辺を解析した上でどういう時期に、ど

ういうサイズのものを、どれぐらい放流すると資源がふえてくるのかというようなところ

を戦略を決めて各県が放流率なども分担しながら効果的にやられると資源の回復につなが

っていく１つの大きな方法になるのではないかというようなことを感じています。 

○吉永計画官 今畔田委員の方から御意見がございました分について、御承知のとおり、

今回のトラフグの資源回復計画につきましては、西海区水産研究所にアドバイザーになっ

ていただいて、各県の水試といいますか、研究者の方でいろいろと協議をしていただきま

した。今御意見がありました分については、今後このワーキンググループは継続していき

ますので、今後の資源評価等もありますので、ぜひ御意見を反映させた形で進めていただ

きたいということで、取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それと、先ほど野村委員からありました、特に４ページの漁業種類別のところで福岡県

が 2003 年かなりふえていますよね。それにつきまては、参考までに、小型底びきとごち

網でとられております。以上、御報告しておきます。 

 以上です。 
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○森本部会長 ありがとうございました。 

 畔田委員、よろしいです。 

 その他、御意見……。 

 ないようでございますので、ただいまいろいろいただいた意見をさらに検討していくと

いうことにいたしまして、本日の部会をもって九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画

を了承したいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 それでは、九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画を了承いたします。 

 次に、ただいま了承していただきましたトラフグの資源回復計画に関しましては、同計

画に基づく漁獲努力量の削減措置を担保するために、今般、日本海・九州西広域漁業調整

委員会指示（案）も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

説明をお願いします。 

○吉永計画官 それでは、資料－４をごらんいただきたいと思います。１枚紙になってお

ります。 

 先ほどもお話ししましたように、委員会指示案そのものにつきましては、本日午後の日

本海・九州西広域漁業調整委員会、いわゆる本委員会の方で御議論させていただきます。

その概要につきましてこの場では御説明させていただきます。 

 まず、「指示の目」的ということで、九州・山口北西海域に係るトラフグの資源回復を

目的とするということになっております。 

 ２の「指示の内容」につきましては、今回の指示を２つに分けております。（１）の指

示１号、（２）の指示第２号ということになっております。 

 指示１号につきましては、先ほどもちょっと触れましたけれども、承認制・届出制を実

施するということでございます。 

 （ア）「内容」につきましては、先ほども御説明しましたように、現在の自由漁業であ

りますとらふぐはえ縄漁業を日本海・九州西広域漁業調整委員会の承認又は届出制とする

ということでございます。 

 （イ）の「対象船舶」ですけれども、これも先ほど触れましたけれども、承認制という

ことで、総トン数 10 トン以上のとらふぐはえ縄漁船、届出制ということで、総トン数 10

トン未満のとらふぐはえ縄漁船ということになっております。 
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 イとしましては、「漁獲成績報告書の提出」ということでございます。操業ごとに漁獲

成績報告を記入していただいて、漁期分をまとめて４月末までに提出していただくという

ことになります。こはれ承認船であろうが、届出船であろうが、すべてのとらふぐはえ縄

漁船に出していただくということです。これが今後の操業実態の把握なり、あるいは今後

の資源評価を行う上で非常に重要なデータになってくるのではないと考えております。 

 それと、本委員会指示の有効期間ですけれども、平成 17 年４月 21 日から平成 18 年５

月 31 日まで。基本的には１年間といいますか、正確には１漁期間といった方がいいかと

思いますけれども、そういうことで有効期間を定めていきたいと思います。 

 それと（２）指示第２号です。これにつきましては、先ほど御了承いただきました資源

回復計画のいわゆる資源回復措置を守っていただこうという指示内容になっております。 

 アとしまして、「操業期間の制限」。先ほど申し上げましたように、ＡからＥまで海域

を５つに分けておりますけれども、海域ごとに、漁法ごとに休漁期間を設定させていただ

くということになっております。 

 イとしまして、「小型魚の再放流」。25 ㎝、一部海域では 20ｃｍになりますけれども、

これを守っていただきましょうということでございます。 

 それとウとしまして、「指示の有効期間」は、先ほどの１号と同じように、１漁期間と

いうことで、１漁期間ごとに指示を出していくということになっております。 

 それとここには書いておりませんけれども、１号と２号に基づきまして、実は事務局取

扱要領というのを策定することになっております。これは午後の委員会の資料として配付

させていただきます。簡単に説明しておきますけれども、事務取扱要領の案ということで、

１つは、「事務処理の専決」ということで、今後、承認なり、届出制の事務を始めること

になります。これにつきましては本委員会の会長の専決事項として処理をさせていただく

ということ。また、その結果につきましては、本委員会の場で報告をさせていただくとい

うことでございます。 

 それと、「承認の対象者」ということで、過去３年間の実績を有する者が基本的にその

承認の対象者になりますということで書いております。 

 それと、違反等があった場合は１年間は承認はできませんよとということで、承認の不

適格者といいますか、そういったものも定めております。 

 あとは承認とか届出制の具体的事務の取り扱いといったことを定めております。 

 それと、「承認期間中の承認申請」ということで、通常、許可などにもありますけれど
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も、代船とか承継をする場合のそういった手続等についても書いております。 

 あとは変更があった場合の書換交付の申請、あるいは承認証をなくした場合の再交付申

請といったことを書いております。 

 それとあとは、「漁獲成績報告書の様式、提出期限」といったことを定めております。 

 それともう１つは、裏づけ命令の申請ということで、万が一違反があった場合の裏づけ

命令といいますか、これは単海区の指示と同じような形になります。この委員会指示その

ものは法的な拘束力はないわけですから、裏らづけ命令を発出して、なおかつ違反があっ

た場合は漁業法に基づく罰則が適用されますよといったことを書いております。 

 そのほか、申請書等を含めました所定の様式を定めております。 

 以上が事務取扱要領の概要です。 

 以上で終わります。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 委員会指示の案と概要と事務取扱要領についての説明がございました。 

 何か御意見ございますでしょうか。 

 松井委員、どうぞ。 

○松井委員 この指示第１号では 10 トン以上を承認制で、10 トン未満を届出制というふ

うなことになっておりますけれども、これにつきましては各県のいろんな漁業実態がある

中で、事務局が非常にお骨折りをいただいてこういうふうな形になったかと思いますが、

それの御努力に対しまして御苦労さまでしたと敬意を表したいと思います。 

 ただ、私ども福岡県としましては、今の漁業実態、福岡県の漁獲実態とか、資源状況か

ら考える。全体のことも含めてですが、本来であれば、全船承認という形で本当は管理を

行うべきではないかと思っているわけなんですけれども、今後いろいろとデータがそろっ

たところで、いずれは承認制という形をとっていく可能性というのがあるのかどうか。そ

ういったことをちょっと確認したいのですが、いかがでしょうか。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ほかに何か……。 

 清水委員。 

○清水委員 関連ですけれども、私もそれについては同感でございま。先ほど長崎県の方

ですか、10 トン未満の船は実績があるのだからとおっしゃいましたけれども、操業がで

きないということではありませんけれども、資源の管理をしていくときに、それらの漁獲

- 21 -



 

も必要であると。私は以前から遊漁の方もつかむべきではないかというふうなことを申し

上げておりましたけれども、そういったこでデータを重ねながら資源回復に努めていかな

ければならないと。このように思っておりますから申し上げたところでありまして、今委

員会指示事項が出てまいりましたけれども、それがそのままでいくというふうには私は受

けとめておりません。なぜならば１年の期間で指示をするわけですから、いずれ５年間の

うちには改正もあるのだろうというふうに解釈しておりますけれども、やはり早く実態を

調べて、そして全船承認制に持っていくのがいいのかどうかということを早く結論を出し

ていかないと、トラフグの資源が急速に枯渇している状況でありますので、近い将来には

とるものがおらないというふうなことになる可能性がありますので、できる限り早急に全

船承認制に取り組んでいただけるよう事務局に私からも要望いたします。 

 以上です。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 今のお二方の委員の要望といいますか、質問とも思えるような発言がございましたけれ

ども、事務局の方で……。 

○吉永計画官 実はこの承認制、届出制につきまして、線引きといいますか、各県の操業

実態等も踏まえまして、それぞれの御意見がありました。とりあえず５県足並みがそろう

ところからということでこういうような整理をさせていただきました。10 トン以上承認

制、未満が届出制ということでスタートさせていただくということでございます。ここの

線引きにつきましては、事務局といいますか、現在国の方の承認漁業の取り締まり等に関

する省令というのがあります。その中で実は東シナ海はえ縄漁業という承認を受けなけれ

ばならない漁業があるわけです。それが実は 10 トン以上ということになっておりまして、

ここにつきましては国としても操業の実態を把握できているというふうな状況にございま

す。現在の全く自由漁業を承認制するわけですから、そこはいきなり全船ということには

なかなかなり得ない。そこは先ほど言いましたように、届出制等の中で操業の実態を把握

しながらいこうということで考えております。 

 今、松井委員、清水委員の方からありました部分につきましては、事務局としてもなる

べき実態の把握に早く努めまして、ほかの漁業者の御意見、ほかの県の御意見もあろうか

と思いますけれども、可能な中でそういった御意見を踏まえて対処していきたいと考えて

おります。 

 以上です。 
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○森本部会長 よろしゅうございますか。 

○福田委員 質問ですけれども、７ページの「資源回復の目標」のところに「現状の資源

量の水準を維持することを目標とする」と書いてありますけれども、これはシミュレーシ

ョンによって大体この処置を委員会指示でこういうのを出せばこういう現状を維持できる

ということを一応考えて、されていると思いますけれども、この水準が少し上向くように

設定されているのか。回復ということを考えれば、それは上向くように設定されていれば

別にいいんですけれども、その点、水産庁として現状維持よりも少し向いているというの

があるのかどうか、その辺ちょっと聞きたいんです。 

○森本部会長 ただいまの御質問について、吉永さん、わかりますか。 

○吉永計画官 済みません、資料を手持ちで持っていたのですけれども、基本的に先ほど

御説明しましたけれども、今回の削減措置、当初たたき台を出させていただいたのは、今

大体９月、10 月から３月、４月の上旬にかけてということで自主規制措置がなされてお

ります。ここの３月、４月にかけての漁期、いわゆる漁期の最後の方を基本的には１カ月

間短縮してはどうですか。といいますのは、もう大体３月の後半から４月にかけては大体

漁が終盤になってきますので、価格的にも下がってくるというような状況があります。そ

れともう１つは、春先になりますので、産卵時期に入ってくるというこで、ここは非常に

大事な、ある意味では漁業者に経営的に与える負担も少ないし、資源的には有効だという

ことで、そういうことで提案させていただきました。漁期の後半の１カ月間を削減すると

いうことですね。それを基本にワーキンググループの中ではシミュレーションをしていた

だきました。 

 それで実はちょっと横道にそれて、御質問の趣旨からそれるかもしれませんけれども、

漁獲量ベースでいきますと、現在の漁獲努力量をそのまま推移していきますと、現在

2004 年の漁獲量がおよそ 100 トンを切っています。98 トンぐらいですね。それがこのま

までいきますと、10 年後は約半分になります。53 トンぐらいに。そういったシミュレー

ションを描いていただいております。 

 それで基本的な１カ月の削減、それと小型魚の再放流、25 ㎝ですね、これが大体当歳

魚。当歳魚ですから、もうちょっと本当は大きくなるでしょうけれど、当歳魚をとらない

ということになります。 

 そういうことを基準にワーキンググループの方ではシミュレーションをしていただきま

した。それで例えば３月の１カ月間を全く禁漁にしましょうと。それと小型魚のゼロ歳魚
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をとらないようにしましょうと。これをやって今の水準です。今の水準。例えば 2004 年

が 98 トンですから、10 年後も大体 98 トン。そんな感じになっております。 

 したがいまして、この短縮期間というのは３月、４月に、漁獲量的には少なくなる時期

にまたがっています。しかも漁業者のやれるところから必ずしも１カ月間の短縮というこ

とになっておりません。そういう意味ではシミュレーションのところよりも、漁獲努力量

の削減措置としてはちょっと弱まっているのかなという部分では、頑張っても維持するの

が精いっぱいかなというのが正直なところではないかと考えております。 

○森本部会長 よろしゅうございますか。 

○福田委員 やはり資源回復を考えるのであれば、少し上向きということがどうしても必

要で、現状維持ということで現状からどんどん落ちていってしまった場合には資源回復の

意味がなくなりますし、少し上向きということで今見積もられておれば、今福岡の方から

いろいろ意見もあったと思いますけれども、そういうことを踏まえて、まずはこれでスタ

ートしましょうということができると思うんですね。その辺がはっきりしていないと、実

際こういうことをやっても現状維持で、もし下降し始めた場合にもちょっと問題が多いの

ではないかと私は思ったんです。 

 以上です。 

○森本部会長 ありがとうございます。 

 先ほど事務局からお話がありましたように、いろんな前提を置いて、また規制措置も講

じた中でシミュレーションをして、それでも現状維持になるかどうかというようなお話で、

これは関係の漁業者の皆さん方がございますので、そういう話し合いの中で、とりあえず

合意に至ったということだと私は承知しているのですけれども、今の現状維持でもなかな

か難しいところを現状維持ということで目標を立てたということでございますので、御理

解をいただければありがたいと思います。 

○小關所長 先ほどから今までの経過をいろいろ御説明させていただいたわけですけれど

も、結局ある意味では体長制限とか、それから禁漁期間とか、そういった規制を新たに導

入するわけなので、それがいきなり厳しいものであるというようなこともなかなかできな

いということで、いろいろ皆様方との調整を図ってきたわけです。当面できる措置として

こういうことをやったら現状程度の水準は何とかできるだろうというような話になったと

いうことだと思うんですよね。 

 ですから、もちろん今おっしゃられたよう形で今後の状況がだんだん明らかになってき
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て、さらに、より必要なもの、一連の規制措置、それからその規制措置が導入される地盤

というか、体制ができれば、当然それは今おっしゃられたように、よりよい水準を目指し

ていくという方向にもできるのだろうと思います。 

 ですから、趣旨としては、本来ならばそういうような形でやりたいというところなんで

すけれども、なかなか実態的にそういうところまで持っていくというところが難しいので、

とりあえずはこういった形でやろうということになったということで御理解いただけたら

と思います。 

○森本部会長 よろしいですね。 

 野村委員、どうぞ。 

○野村委員 実際資源を回復するというのは、とらない方が一番いいんです。だけども、

やはりこれを管理するのは漁業者ですから。今所長が言ったようにいきなり厳しい規制を

するよりも、これぐらいとったらどのように推移するのかという動向を見ながらやっても

らわないことでは、いきなりこういう規制をぼんとやったら、漁業そのものが私はだめに

なると思うんですよ。そこら辺を十分に理解して、漁業者はこういう気持ちで資源管理に

取り組んでいるということも理解してほしいと思っています。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ほかに御意見ございますか。 

 松井委員、どうぞ。 

○松井委員 届出制、それから承認制の申請の手続のことなんですけれども、その申請用

紙というのはこの資料の中に含まれてないのですが、この中に今後資源管理をしていくと

いう中で、漁獲努力量というのをある程度把握して、かなり詳細なものが必要になってく

るかと思いますが、その中でただ単に漁獲量だとか、あるいは出漁隻数、漁場というだけ

ではなくて、今後の資源管理につきながるためには、調査の枠の中にどれだの、一応必要

に応じて今後鉢数だとか、場合によっては縄の延長距離だとか、ラインだとか、保護区の

設定だとかいろいろなことは必要に応じて設けることも書かれておりますが、そういった

ことがまだ実際にこの方向で進められた場合でもやはり減少傾向になってきたというとき

には当然またその辺で努力量というのが問題になってくると思いますので、調査の中でそ

ういうふうな項目も含めるような内容にされたらいかがかなと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○森本部会長 今の漁獲成績報告書の中にはそれは入っていなんでしたね。入っています
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か。 

○吉永計画官 今後の海区措置の検討ということになろうかと思いますけども、本委員会

でお示しします資料の中にはあるのですけれども、漁獲成績報告書の中に、鉢数、針数と

いった部分については記載をしていただいて、報告をいただくようになっております。研

究者の皆さんから今後の資源評価でそこは非常に関心があるところでありまして、そこら

辺もぜひ反映させた形で見直すところは見直して対応していきたいと考えています。 

 以上です。 

○森本部会長 入っているようでございますけれども、よろしゅうございますか。 

 ほかにございますしょうか。 

 小西委員、どうぞ。 

○小西委員 先ほどの委員の方の話で、魚種を放流すきにはちゃんととらえているかとい

うような話なのですが、長崎県の場合には昨年、これは県がしていただいたのですが、そ

の中で 50 万匹という大量な種苗をわかるように、ひれを切ってそのような放流の仕方も

しております。参考までに。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ほかに御意見がないようでしたら、この委員会指示の案につきまして、本日午後に開催

される日本海・九州西広域漁業調整委員会の審議事項になりますので、本委員会に提案す

ることにしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 それでは、この委員会指示（案）につきましては本委員会に提出することといたしたい

と思います。 

 

（２）南西諸島海域マチ類資源回復計画（案）について 

 

○森本会長 次に、議題２は「南西諸島海域マチ類資源回復計画（案）について」でござ

いますが、南西諸島海域資源回復計画につきましては、前回の部会で検討状況についての

説明がありましたが、今日まで関係県及び関係漁業者と協議を進められた結果、本日トラ

フグ同様、資源回復計画（案）をお諮りいただく運びとなりましたので、事務局から説明

をお願いいたします。 
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○吉永計画官 それでは、資料－５をごらんいただきたいと思います。「南西諸島海域マ

チ類資源回復計画（案）」ということで御説明したいと思います。時間が大分経過してい

るようですので、なるべく簡潔に説明させていただきたいと思います。 

 まず１ページですけれども、この計画の並びにつきましては先ほどのトラフグと同じよ

うな並びになっております。 

 まず、１ページの１の「資源の現状と資源回復の必要性」ということでございます。 

 「資源の特性と資源水準の現状」ということで１ページに整理をさせていただいており

ます。マチ類といいますのは、前回の部会でも御案内しましたように、沖縄県で呼ばれて

いる名前でございます。正式には、６行目から書いておりますけれども、フエダイ科のア

オダイ、ヒメダイ、オオヒメ及びハマダイということで呼ばれております。なお、その下

に書いておりますように、鹿児島県においてもそれぞれ呼び名が違っているということで

ございます。 

 非常に深いところにいる魚で、大体 100ｍ以上の、魚種によって生息場所も違ってくる

わけですけれども、いずれにしても深いところにいる魚ということになっております。 

 最後の方にまとめ的に書いておりますけれども、マチ類の資源は過去 20～30 年の間に

著しく減少していまして、現在資源水準は低位な状況にありますということで、動向につ

きましては４魚種ごとにありますけれども、減少なり、横ばいの状況にありますというこ

とを書いております。 

 ２ページ、マチ類の分布・漁場図、それから下の方は図２でアオダイの成長といったこ

とについて図面をつけております。 

 ３ページに入りますけれども、（２）で「漁獲量の推移と資源回復の必要性」というこ

とで書いてあります。これは４ページの棒グラフを見ていただいた方がおわかりになろう

かと思います。鹿児島県におけるマチ類、これは統計上３魚種だけの合計になっておりま

す。沖縄県における漁獲量ということで図４に示しております。いずれにしましても右肩

下がりといいますか、どんどん減少をしている傾向がごらんいただけるのではないかと思

います。そういうことで資源の回復の必要性がありますということを３ページのところで

書いております。 

 ５ページに入ります。２の「資源の利用と資源管理等の状況」ということで書いており

ます。このマチ類の漁獲対象漁業につきましては、沖縄県の方で底魚一本釣りと底立はえ

縄、主体は底魚一本釣り漁業になっております。鹿児島県におきましては一本釣り漁業と
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いうことでございます。 

 鹿児島県の一本釣りにつきましては全くの自由漁業ということでございます。沖縄県の

底立はえ縄、これも自由漁業。沖縄県の底魚一本釣り漁業につきましては、そこにも書い

ておりますように、５トン以上が知事許可漁業ということで、管理のもとに置かれている

漁業になっております。 

 その沖縄県の５トン以上の許可隻数一覧ということでそこに表にまとめさせていただい

ております。2002 年の数字が新しい数字ですけれども、72 隻に許可が出されているとい

うことで、沖縄県の県内船が 57 隻、県外船が 15 隻ということになっております。この

15 隻の内訳ですけれども、鹿児島県が 12 隻、熊本県が２隻、長崎県が１隻ということで

県外船 15 隻ということになっております。 

 続きまして、６ページに入ります。６ページにつきましては、魚種ごとの漁獲量の推移

ということで書いております。鹿児島の方は問題ないかと思いますが、沖縄県の魚種別の

漁獲量の推移が実はあんまり減少傾向が見れないといいますか、先ほどの４ページの右肩

下がりのグラフとはちょっと違った感覚になるのではないかと思います。実はこれは統計

の出どころが違いまして、沖縄県の統計ですけれども、４ページの図４、これはあくまで

も沖縄の県内船の漁獲量です。６ページの魚種別の漁獲量は県外船も含めた数値を沖縄水

試の方で出されているということで、そこは見た目の感覚がちょっと違うようになってお

ります。 

 ７ページにつきましては、漁獲生産金額ということで、両県の統計からそれぞれ出して

おります。 

 ８ページに入ります。一番上は「漁業形態及び経営の状況」ということで書いておりま

す。両県におきまして小型の船が多いということになろうかと思います。一部ではソデイ

カ等の他の漁業種類との兼業も行っている船もございます。いずれにしましても先ほどか

ら御説明しておりますように資源の急激な減少から厳しい経営を強いられていますという

ことを書いております。 

 それと８ページの３ですね。「資源回復の目標」ということになっております。これに

つきましてもトラフグ同様な話になるわけですけれども、何％増とか、何年ごろの資源水

準まで戻す、あるいは漁獲水準まで戻すというふうなもうちょっと夢のある数値が描けれ

ばよかったのですけれども、なかなか資源の減少が厳しいということで、現状の資源量の

水準を維持することを目標とするということにととまらざるを得なかったということにな
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っております。 

 ４に「資源回復のために講じる措置と実施期間」ということで書いております。（１）

の「漁獲努力量の削減措置」。当面資源回復計画、５年間ということで見ておりますけれ

ども、削減措置としましては、そこに書いておりますように、特に漁獲圧の高い曽根周辺

に保護区を設定しまして、資源を回復させていくということが柱になっております。 

 その保護区につきましては、鹿児島・沖縄両県で今のところ 18 カ所の保護区を設定す

るということで書いております。それを９ページの図９の対象海域図のところで示してお

ります。北は種子島のところから、右上にありますけれども、①から、南は八重山列島と

いいますか、の西側、18 番のころまで、鹿児島県で 16 カ所、沖縄県で２カ所の保護区を

設定するということになっております。それのわかりやすいといいますか、それぞれ両県

の保護区を 10 ページのところから書いております。まず鹿児島県の 16 カ所のうちの７カ

所、熊毛海域ということで、それぞれ①から⑦まで書いております。四角い保護区、ある

いは④につきましては丸い保護区になっておりますけれども、それぞれの範囲につきまし

ては次の 11 ページのところで保護区を設定して、取り組んでいただくということになっ

ております。一番右側の方に保護期間ということで、保護区によりまして期間限定のとこ

ろもありますし、周年そこについては禁漁されるというふうなことになっております。 

 12 ページに入りますけれども、今後とはもっと南の方、図 11 の奄美海域ということに

なります。ここからは保護区の⑧から与論島の⑯まで保護区を設定するようになっており

ます。それの具体的なポイントにつきましては 13 ページに先ほどの熊毛海域と同じよう

な形で示しております。 

 なお、地点の字が小さくなっておりまして、真ん中ほどに地点名ということアルファベ

ットのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄというのが入っております。小さいものですから、図面の中に入れ

られなかったんですけれども、基本的には左上からＡ、Ｂ、右にいきまして、右下がＣ、

Ｄ、四角で言えばそういうふうなポイントのとらえ方で御理解いただきます。左上からＡ、

右上でＢ、右下がＣ、左下がＤというふうなポイントになります。 

 14 ページに入ります。ここは沖縄海域ということで、17 番、北タイキュウソネ、18 番、

台湾ソネと通称呼ばれているソネの名称をつけました保護区が設定されております。 

 鹿児島県におきましては 16 カ所、それぞれの地先といいますか、それぞれ漁業地区、

あるいは漁業単位ごとの地先海面で設定される。沖縄県の２カ所につきましては大きいソ

ネといいますか、のところで、地図上で見ますと小さい範囲のように見えるのですけれど
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も、実態としてはかなりの規模の保護区になるような感じになっております。ポイントに

つきましては 14 ページの表の中で鹿児島県同様書いております。沖縄県につきましては

両保護区とも周年禁漁にするということになっております。 

 15 ページに入ります。 

 ５のところで「漁獲努力量の削減措置及びその効果に関する公的担保措置」ということ

で書いております。これにつきましても漁獲努力量の削減措置の実効性を担保するために

それぞれ海区委員会指示等について検討していただくということになっております。 

 ６番については、支援策――トラフグのところでも申し上げましたように、支援策につ

いても取り組みができるということで書いております。 

 ７番の進行管理のところでは、必要に応じて資源回復の内容につきましても見直してい

きますよというふうなこを書いております。 

 最後になりますけれども、16 ページのところにつきましては、「その他」になります

けれども、これにつきましても広く情報を提供して、中には遊漁船あたりもマチ類が漁獲

の対象になっているというふうな話も聞いておりますし、この取り組みについて広く情報

を提供して、必要なところについては協力の要請をしていきたいというふうに考えており

ます。 

 簡単でありますけれども、以上、説明を終わります。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 マル類の資源回復計画につきましては、本部会で着手魚種となってから１年半の時間を

かけて、関係者の御協力により計画作成に至ったものでございます。資源回復措置として

鹿児島県及び沖縄県のそれぞれの海域における保護区の設定といった説明がございました

が、本件について意見、あるいは御質問等ございますでしょうか。 

 野村委員、どうぞ。 

○野村委員 今事務局の方から説明があったように、鹿児島県の漁業者が非常な決断をも

ってこういうソネを保護しようということで、16 カ所にも及ぶソネを保護区にしたとい

うことは非常に評価できると思っております。 

 その中で、前々漁業者から要望があるのは、せっかくこうして保護区を限定して設定し

ているのだから、鹿児島県は御案内のとおり、自由漁業でございますので、遊漁者と共用

する場所が非常に多い。そこら辺を確実に実効性のあるように担保というのか、取り締ま

りも含めて確立してほしいということがまず１点と、これだけ資源回復に対して取り組ん

- 30 -



 

だと。それぞれ漁民の痛みに対して何らかの手当ても検討してほしいということでござい

ますので、あわせて要望しておきます。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 要望として受けとめておきたいと思います。 

 ほかに。 

 桃原委員。 

○桃原委員 沖縄県でございますけれど、今回マチ類が回復の魚種に挙げていただいて、

長い間の調整のもとにこのようにまとまったということは、私は沖縄県の漁民としてもこ

れは前例をつくる意味で大変画期的なことではないかなというこで喜んでおります。 

 前から沖縄県のマチ類につきましては許可漁業にしているゆえんがなぜ許可漁業にして

いたかということは、復帰前から許可漁業にしていたわけですけれど、このような資源に

ついてのやはり懸念があったということは、漁業者からは随分復帰の時点で、一本釣りを

何で許可漁業にするかということで、国の方からも言われたわけですけれど、ぜひこれは

沖縄県では許可漁業にしていただきたいと国にお願いしてやった経緯があったわけです。

今回このようなことが取り上げられて、関係者の皆さんには大変感謝申し上げております

し、また皆さんの御協力を得てぜひこれを実効あるものとして頑張っていきたいと。調整

委員会としても何らかの措置で指示等のあれをできればと思って今後検討していきたいと

いうように考えている次第でございます。 

 以上でございます。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 両県の皆様方の御努力でこのような保護区域を設けるといった措置ができたということ

は大変敬意に値するものだと私も思っております。 

 ほかにございませんでしたら、この南西諸島海域マチ類資源回復計画を本日の部会で了

承したいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 それでは、南西諸島海域マチ類資源回復計画を了承いたします。 

 なお、先ほどのトラフグの資源回復計画も同様でございますけれども、文言上の整理に

ついての修正につきましては事務局に一任ということで御了解をいただきたいと思います。

いわばてにをはの部分とかそういうことにつきましてです。 
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（３）候補魚種の進捗状況について 

 

○森本部会長 大分時間が経過して恐縮でございますけれども、議題３は、「候補魚種の

検討状況について」でございます。 

 トラフグ、マチ類以外の候補魚種の検討状況、あるいは今後の方向性につきまして事務

局から説明をお願いしたいと思います 

○吉永計画官 それでは、資料－６をごらんいただきたいと思います。 

 「資源回復計画の候補魚種の検討状況」ということで一応整理をさせていただいており

ます。挨拶等にもありましたけれども、魚種別の資源回復計画につきましては、16 年度、

今月中が一応締め切りといいますか、そういうことになっております。そういうことで、

今までの部会の中で御報告をさせていただき、論議していただきましたけれども、一定の

整理をするときがきましたので、その方向性等について御報告をさせていただきたいと思

います。 

 まず、アマダイにつきましては、前回の部会までに既に御報告をさせていただきました。

そこにも書いておりますように、山口県において資源的には地域性を有しているというこ

ともありまして、山口県の方で先行して取り組んでいただいているという御報告をさせて

いただいたわけです。広域種としても念頭に置きながら進めてきたわけですけれども、こ

のたび長崎県さんの方でも対馬周辺海域で地先種として資源回復に取り組みたいという漁

業者との合意が得られたということで御報告をいただいております。 

 したがいまして、ちょっと繰り返しにはなりますけれども、資源的には一定の定着性を

有して、地先種として十分資源回復計画に取り組めるということでございますので、アマ

ダイ類につきましては、山口県と長崎県のそれぞれの地先種として資源回復計画に取り組

んでいただくということで、一応広域種としては取り下げるということで整理させていた

だきたいと思います。 

 ２点目のガザミにつきましては、資料－２にございますように、行政・研究担当者会議

を開催させていただきました。昨年年末の 12 月と、それからことしの２月の上旬ですね。

検討させていただきました。それで各県の行政担当者、研究者の皆さん、それから西海区

水産研究所の方からも参加していただきまして、２回の行政・研究担当者会議の結果、こ

こにもありますように、有明海ということで、環境等の問題という御意見もありましたけ
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れども、漁業者からの要望もあるということで、資源回復計画に取り組もうということで

一応有明４県で確認がなされましたので、後ほど資料－７で御説明をしますけれども、本

日着手魚種ということで御承認をいただければということで考えております。 

 続きまして、ヒラメ、マダイにつきましては、結論だけ言いますけれども、広域種とし

ての資源回復計画は一応取り下げるということで整理をさせていただきました。ただし、

後ほど御説明しますけれども、ヒラメとマダイにつきましては熊本県の方で県単種として

取り組みたいという意向が出されているところでございます。 

 キスとウルメイワシにつきましては、いろんな資源の動向につきまして環境の要因等も

ございますということで、広域種としての資源回復計画の作成については両魚種について

は取り下げるということで整理をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局からの説明では、ガザミにつきましては、漁獲量の把握や環境問題とい

った課題があるというような御説明ですけれども、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の有

明海４県により資源回復計画に取り組むということで、着手魚種にすることが行政・研究

担当者会議で確認されたということでございます。 

 アマダイ類につきましては、山口県と長崎県において県単種、地先種として資源回復計

画に取り組まれるということでございます。 

 また、キス、ヒラメ、マダイ及びウルメイワシについては資源減少の理由が人為的なも

のか環境要因によるものか明確ではないためということもございます。その他の事情等に

よりまして、現状では資源回復計画を行う状況にないという御報告でございました。 

 何かこれにつきまして御意見、御質問等ございますでしょうか。 

 熊本県の福田さん。 

○福田委員 言葉の問題ですけれども、ガザミのところで「殻長制限」と書いてあります

けども、カニの場合は甲長、甲幅という言い方をしますので、甲幅の方がいいのではない

かと思います。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 ないようでございますので、候補魚種につきましては本部会での取り扱いは事務局より

説明がありましたとおり、ガザミにつきましては資源回復計画の作成に着手することとし、
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また、アマダイ類につきましては山口県及び長崎県における県単種とするということで了

承したいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ガザミにつきましては、資源回復計画の作成に着手することを了承したいと思います。

また、アマダイ類につきましては、山口県及び長崎県における県単種とすることで了承し

たいと思います。 

 両魚種につきましては、それぞれ今後関係機関で検討を進めていただきますよう、関係

者の皆様方のさらなる御努力をお願いいたします。 

○吉永計画官 資料－７ですね。今もう御承認をいただきましたのであれですけれども、

一応検討方向の案ということで簡単に関係県、あるいは対象海域、対象漁業種類等につい

て１枚ペーパーで出させていただいておりますので、もう説明は――今福田委員からもあ

りましたように、文言の修正もありますけれども、体長制限のところ、それも含めまして

こういうことで進めさせていただきたいと思いますので、御了承をよろしくお願いします。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 

（４）そ  の  他 

 

○森本部会長 議題では「その他」ということになりますけれども、これまでの議論で本

日事務局で予定していた審議事項は終了しましたが、その他としまして、委員の皆様から

何かございますでしょうか。 

 では、事務局の方から。 

○吉永計画官 では、事務局の方から資料－８をごらんいただきたいと思います。せっか

くの機会でございますので、前回の部会でも御報告させていただきました。都道府県から

の提案魚種の検討状況ということで、これはいわゆる資源回復計画の県単版といいますか、

地先種版ということでとらえていただきたいと思います。 

 先ほどとダブる部分もありますけれども、山口県のアマダイ類につきましては既に検討

を進められておりまして、17 年度中には資源回復計画ができるというふうな準備で進め

ていただいております。 

 包括的な資源回復計画につきましては、今回、新しい仕組みということで、前回の部会
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でも御説明させていただきましたけれども、山口県と長崎県の小底ですね。今のところそ

れで取り組もうということで出ております。 

 あと、福岡県のイカナゴですね。これにつきましては、先週の３月 11 日に着手魚種と

して海区調整委員会で承認されたということの報告がありましたので、一応補足をしてお

きます。海区委での承認の関係が一番右の方に書いてありますけれど、福岡県のイカナゴ

について３月 11 日に承認されたということです。 

 それと長崎県のナマコにつきましては、既に検討していただいておりまして、17 年度

の早い時期には資源回復計画が策定されるものという状況でございます。 

 それと先ほど言いましたように、長崎県のアマダイにつきましては、対馬海域で今後検

討されるということでございます。 

 熊本県のアサリ、これにつきましてはもう検討を進めていただいておりまして、情報に

よりますと、３月 25 日には計画そのものの承認予定をされるということで聞いておりま

す。それと先ほど御報告しましたように、マダイ、ヒラメについては今後県単種として検

討すされていくということでございます。イワシ類につきましても検討をされていくとい

うことでございます。 

 沖縄県につきましては、潜水器漁業ということで、現在魚種等については検討中という

ことでございますけれども、既に着手承認が済んでおりまして、今後具体的に検討される

ということになっております。 

 以上、簡単に御報告します。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ただいま県からの提案魚種の検討状況について説明がありました。大変多くの魚種につ

いて県単種として採用していこうということで検討しているということでございます。 

 何か御質問ございますか。 

 ないようでございますので、最後に次回部会の開催日程について確認しておきたいと思

います。 

 次回の部会の開催日程等について予定を事務局より説明をお願いしたいと思います。 

○松井委員 事務局の御説明の前に次回の開催についての要望なんですけれども、特に委

員会指示の申請のデータがそろった段階で、できればなるべく早く開催していただきたい

と、次回の九州西部会はですね。できれば夏ぐらいにそろえば、そのころに開催していた

だければなと考えておりますが、その面も含めて御検討いただきたいと思いますが、よろ
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しくお願いいたします。 

○森本部会長 御要望として承っておきたいと思います。 

○吉永計画官 次回部会の開催の時期につきましては、例年でありますと、10 月、11 月

ごろに開催しております。今松井委員からの御要望もありますし、それときょう承認いた

だきましたトラフグ、マチ類の回復計画が始まる。今からではないかと思います。そうい

った実施状況等も踏まえながら、あるいはまた今ありました御要望も踏まえまして、実施

時期につきましては、明言はできませんけれども、なるべく御要望に沿う形で進めさせて

いただければと。また、関係県等とも進捗状況等も協議しながら進めていきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 今の委員の皆様方は任期が多分９月までだったと承知しておりますけれども、大部分の

方は再任ということになろうかと思いますけれども、場合によっては今回で任期が切れる

ということになる方もおられるのではないかと思います。 

 日程につきましては、本委員会の開催等ともあわせまして検討する必要がございますの

で、具体的な日程調整につきましては事務局と十分調整させていただきたいと思います。 

 どうぞ、宮崎委員。 

○宮崎委員 その他の部でございますけれども、これは水産庁の方にも知っていただきた

いというようなことで、私も御報告を兼ねて発言したいと思うわけでございます。 

 と申しますのは、私は佐賀県の宮崎と申しますけれども、長崎県から福岡県、非常にイ

ルカがふえて、ここ３、４年、２月から３月、早いときは１月ぐらいから漁もできないと

いうようなことで、私たちの目的は資源をふやしていこうというのが目的でございますけ

れども、非常に漁業者には困った問題だというようなことで、私はそういうような声を聞

きましてから、11 日の日ですか、わざわざ海の方に行きまして、見に行ったわけでござ

いますけれども、1000 頭以上の群が幾つでもあるわけですね。そのようなことで、福岡

県の小呂から長崎県の壱岐、それから五島方面にかけて私たち佐賀県の海全域に、量的に

はなかなかわからないわけですけれども、非常に広い範囲にイルカが存在しているという

ようなことで、ここ３年ばかり全然漁ができないというようなことで、本当に漁民の敵で

ございます。 

 そういうことで、水産庁の方もここらあたりをどうにかよい知恵があれば考えていただ

きたいということをお願いしたいと、そのように思うわけでございます。これは無論私た
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ち漁民の声でございまして、私たち、以前、昭和 30 年ごろは食糧としてどんどんとって

いたわけですけれども、それから先、イルカ保護ということで、イルカはとってはならな

いというようなことで、漁業者もイルカをとれば違反だというような考え方でひとつもと

っていない。管理していく管理型というようなことで計画されているわけですけれども、

イルカの食べる量というのは、あれだけのイルカだったら相当なものだろうと私は思うわ

けですね。そこらあたりは水産庁の方も一応考えていただいて、これから先の対応をお願

いしたいということでございます。 

 以上です。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 どうぞ、長谷室長。 

○長谷室長 我々資源管理なり、資源回復に取り組んでいまして、その中でイルカもです

けれど、クジラですね。クジラを含めてそれによる捕食というのが相当無視できない大き

なものなので、そういうものも頭に入れながら対応していかなけれはいけないと思ってい

ます。 

 ただ、宮崎委員も言われるように、九州であれば、昔、あれは壱岐でしたかね、大きな

ニュースになったわけで、漁業者の方は大変な経験をされたわけで、社会的関心も高い、

強いということであります。 

 イルカについては、国の方ではイルカについても資源調査をやっておりまして、その資

源調査を踏まえて、各県のイルカ漁業ということで知事管理してもらっていますけれども、

頭数の枠を示して、その中で漁業をやってもらっているということですけれども、佐賀県

はたしかなかったと思いますね。 

○宮崎委員 なかったです。 

○長谷室長 そういうことですけれども、イルカ漁業としての対応のほかに、学術研究用

の捕獲だとか駆除だとかいうのも全くあり得ないということではなくて、そういうものに

ついては当然資源調査を踏まえた形になりますけれども、国の方で特別の許可を出すとい

うような仕組みもありますので、これは遠洋課の捕鯨班というところが担当になりますの

で、きょうそういうお話があったということは、遠洋課捕鯨班、担当は諸貫班長という人

間ですけれど、ちゃんとお伝えしますので、県庁の方も御出席だと思いますけれども、県

庁の方とも御相談の上で遠洋課の方に連絡をとっていただきたいと思います。 

○森本部会長 ありがとうございました。 
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 よろしゅうございますか。 

○宮崎委員 はい。 

○森本部会長 ほかに、委員の皆さん方からありますでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 

閉        会 

 

○森本部会長 本日の九州西部会はこれで閉会したいと思います。 

 委員の皆様方、御臨席の皆様方におかれましては、長時間にわたり貴重な御意見をいた

だきありがとうございました。 

 いよいよ九州西部会におきましてもトラフグ及びマチ類の資源回復計画がスタートする

ことになりました。ぜひとも資源回復への明るい展望が見られますよう、今後とも関係の

皆様方のさらなる御尽力と御協力をお願いしたいと思います。、 

 なお、議事録署名人の清水委員と和田委員におかれましては、後日事務局より議事録が

送付されますので、署名の方をよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、日本海・九州西広域漁業調整委員会第８回九州西部会を閉会させて

いただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 
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