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６．議 事 概 要 

 

開   会 

 

○勝山所長 

 定刻１時を５分過ぎました。まだお一人方お戻りになっておられませんが、始めさせ

ていただきたいと思います。 

 ただいまから、日本海・九州西広域漁業調整委員会の中の第 16回九州西部会を開催さ

せていただきます。委員の皆様におかれましては、午前中の本委員会に続きましての開

催ということでございますけれども、よろしくお願い申し上げます。 

 私、九州漁業調整事務所の所長をしております勝山と申します。よろしくお願いいた

します。九州漁業調整事務所の九州西部会の事務局を仰せつかっておるところでござい

ます。 



 本日は、委員の改選後初めての九州西部会の開催となりますので、広域漁業調整委員

会と同様の枠組みでございますけども、部会長が選出されるまでの間、私が議事進行を

務めさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 先ほど、本委員会で委員の皆様の御紹介は済んでおりますので、この場での御紹介を

改めてということは控えさせていただきます。 

 議事に進みます前に、九州西部会につきまして、若干の御説明をさせていただきたい

と思います。九州西部会は、日本海の山口から九州西に広がります福岡、佐賀、長崎、

熊本、そして鹿児島、さらに沖縄で構成されておりますけれども、その海域におきまし

て完結する事項の処理、あるいは調査、審議がこの部会のタスクとなっておるところで

ございます。 

 この部会におきましては、平成 17年度から九州・山口北西海域のトラフグ資源回復計

画、それから南西諸島の海域、これは鹿児島から沖縄に広がるところでございますけど

も、マチ類の資源回復計画。マチ類と申しますのは、いろいろな魚種を含んでおります

が、熱帯、亜熱帯の魚でございますが、フエダイ科が 17種、ムツ科が２種、ハチビキ科

が３種といったものの総称でございますが、マチ類の資源回復計画では４魚種を扱って

おります。さらに、有明海のガザミの資源回復計画といった、３つの資源回復計画を進

めておるところでございます。 

 トラフグとマチ類に関しましては、今年度３月末で終期を迎えるところでございまし

て、資源状況が依然として思わしくないということですから、計画期間を延長しまして、

引き続き資源の回復に努める必要があると思っておりますが、この辺のところもよく資

源の説明もさせていただいて、御審議をいただいて諮っていきたいと考えております。 

 まず、本日の議題でございますけども、１つ目は部会長、部会長代理の選出でござい

ます。２つ目が、水産資源の状況についてでございます。３番目が、資源回復計画の進

捗状況について御説明を申し上げて、計画変更等について御審議いただくということに

なります。 

 本日は委員の定員 17名のところ、福田委員と田中委員を除く 15名の御出席というこ

とでございますので、九州西部会の事務規程第５条の規定に基づきまして、部会は成立

していることを申し上げておきます。 

 

事 務 局 紹 介 

 

○勝山所長 

 午前中の会議から研究者の方々もかなり替わられましたので、あらかじめ事務局の方

から、御出席いただいている研究者の方々を御紹介したいと思います。 

 塚本室長は先ほどの午前中からお見えになっておりましたけれども、午後の部分では



トラフグを担当していただいております。 

 同じ西海区水産研究所ですけれども、八重山の方にございます石垣支所の青沼研究室

長にマチ類を担当していただくということで、一言ごあいさつをいただけますか。 

○青沼室長 

 西海区水研の石垣支所の青沼でございます。よろしくお願いいたします。 

○勝山所長 

 ありがとうございました。 

 そのお隣が片町さんです。トラフグを担当していただくということで、瀬戸内海区水

産研究所でございます。一言お願いします。 

○片町研究員 

 瀬戸内海区水産研究所の片町です。よろしくお願いいたします。 

○勝山所長 

 もう１魚種といいますか、甲殻類のガザミを担当していただいております、西海区水

産研究所の伏屋さんです。 

○伏屋研究員 

 西海区水産研究所の伏屋です。よろしくお願いします。 

○勝山所長 

 あとは手前みそで恐縮でございますけども、九州漁業調整事務所事務局でございます

が、私のほかに私の左手、次長の佐藤です。 

○佐藤次長 

 よろしくお願いいたします。 

○勝山所長 

 午前中から出ておりますけども、資源管理計画官の後藤です。 

○後藤計画官 

 後藤です。よろしくお願いいたします。 

○勝山所長 

 事務所の事務担当の松本でございます。 

○松本係長 

 松本と申します。よろしくお願いします。 

 

配付資料確認 

 

○勝山所長 

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。 

 表の方から議事次第がございまして、委員の名簿、席次表、出席者名簿がございます。



その後が連番の資料となりまして、資料１が事務規程、資料２が資源状況、資料３のシ

リーズがトラフグになりますけども、３－１から３－８までございます。次の４番のシ

リーズがマチ類の資料でございますけども、マチ類に関しましては４－１から４－７で

す。５番のシリーズがガザミになります。カザミは５－１から５－３です。最後に資料

６ということで、地先資源回復計画の取組状況となっております。 

 資料は以上でございますけども、何かございましたら事務局の方にお申し出いただけ

れば対処しますので、よろしくお願いします。 

 とりあえず今のところ、資料は皆さんお持ちということで進めさせていただきます。 

 

議     題 

（１）部会長等の互選について 

 

○勝山所長 

 議題（１）「部会長等の互選について」に移らせていただきます。 

 部会長の互選でございますけれども、部会長及び部会長職務代理者の選任につきまし

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

きたいと思います。 

 まず部会長の自薦、御推薦をいただけますでしょうか。 

 桃原委員、お願いします。 

○桃原委員 

 沖縄県の桃原でございます。 

 私の方から部会長といたしまして、学識経験者の橋本委員にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○勝山所長 

 ありがとうございました。 

 ただいま桃原委員から、部会長の御推薦がございましたけども、皆様、御意見いかが

でございますでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○勝山所長 

 ありがとうございます。 

 異議なしということでございます。 

 続きまして、部会長職務代理者についてはどなたかございますでしょうか。 

 どうぞ。 



○野村委員 

 鹿児島県の野村でございます。 

 私からは、部会長職務代理者に山口県の上野委員を推薦申し上げたいと思います。皆

様方の御賛同方、よろしくお願いいたします。 

○勝山所長 

 ありがとうございます。 

 ただいま御推薦いただきましたが、上野委員を部会長職務代理者ということですが、

皆様、ほかに御推薦等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○勝山所長 

 ありがとうございました。 

 それでは九州西部会におきましては、橋本委員に部会長、また上野委員に部会長職務

代理者をお願いすることになりました。 

 それでは、以後の議事進行につきましては、お手数ですが橋本部会長、こちらに御足

労いただいて、部会長席に着いていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○橋本部会長 

 ただいま本委員会に次いで、部会長の職を仰せつかりました橋本でございます。 

 九州西部会は山口県から沖縄県までの日本海・東シナ海に面した７県 15海区を担当す

るとのことで、勝山所長さんからお話があったとおり、これまで平成 17年に策定された

九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画及び南西諸島海域マチ類資源回復計画、平成

20年の有明海ガザミ資源回復計画の検討・策定から、取組状況のレビューといったもの

を精力的にこなされてきたと。それとともに、県における地先種の資源回復計画の紹介

等も行われてきたと承知しております。 

 本部会の所管海域は中国あるいは韓国の漁業水域とも隣接し、また、有明海のような

複数県にまたがる内湾も有し、外国漁業との問題、沿岸あるいは沖合漁業との調整の問

題、各県間の問題といった、他の部会の所管海域に比べまして非常に複雑な問題も有し

ていると承知しております。 

 そういった状況の中で関係者の方々の御努力により、資源管理の取り組みが進められ

ておると聞いております。それだけに、色々、関係者間の複雑な利害調整も必要である

と。こういった資源回復計画の取り組みについても、県を越えた非常に多くの関係者の

方々のこれまでの努力に、深く敬意を表するところでございます。これからも、これら

の努力がさらに実っていくことを、強く期待するものでございます。 

○橋本部会長 



 それでは、職務代理者に就任していただきます、山口県の上野委員に一言ごあいさつ

をお願いいたします。よろしくお願いします。 

○上野委員 

 山口の上野でございます。 

 山口県は九州西部会に入っているというのでございますが、名前のとおり九州の西部

でございますので、山口県が入っていいのかなという気がいたしておりますし、職務代

理者というのは大変荷が重いと思っておりますが、常々私は漁業者の礎になりたいと

思って、この海区の委員もやっております。部会長さん共々、頑張って参りたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 

議事録署名人の指名 

 

○橋本部会長 

 ここで議事を進めます前に、部会事務規程第 11条にありますように、後日まとめられ

ます本部会の議事録署名人を選出しておく必要がございます。 

 このことにつきましては、部会長が２人以上を指名することになっておりますので、

僣越ではございますが、私の方で指名をさせていただきたいと思います。 

 配られた資料の中のお手元の委員の名簿を見ていただきたいと思いますが、海区互選

委員の方々はほとんど前任期に引き続いての再任という形だと思いますが、大臣選任委

員につきましてはほとんどの皆さんが新任となってございます。前回の部会までは名簿

順に議事録署名人を担当していただいておりましたので、海区の互選委員につきまして

は、前回、福岡の中園委員に担当していただいたということでございますので、その名

簿の次の方、大臣選任委員につきましては、名簿の最初の方にお願いしたいと思います。

従いまして、今回の部会の議事録署名人といたしましては、海区漁業調整委員会の互選

委員から佐賀県の谷雄策委員に、大臣選任委員から森脇寛委員のお二人にお願いしたい

と思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 

（２）水産資源の状況について（トラフグ、マチ類、ガザミ） 

 

○橋本部会長 

 それでは早速でございますが、議事次第に従いまして進めさせていただきます。 

 議題（２）「水産資源の状況について」でございます。本部会の対象資源であります

トラフグ、マチ類、ガザミ資源につきまして、瀬戸内海区の水産研究所及び西海区の水



産研究所から順次説明をお願いいたしたいと思います。 

 まずは順番にトラフグにつきましては、瀬戸内海区水産研究所の片町研究員から説明

をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○片町研究員 

 瀬戸内海区水産研究所の片町です。 

 資料２をめくっていただいて２ページから、平成 21年度資源評価票（ダイジェスト版）

と書いてあるところからを見ていただきたいと思います。すべての部分について読むわ

けではありません。概略、資源状況について要点をまとめて発表させていただきたいと

思います。 

 このトラフグですけれども、昨年に引き続いて、その前の時からお話をしていますが、

系群の範囲が日本海、東シナ海、瀬戸内海を含んだかなり広い範囲に及んでおります。

これはトラフグの移動、回遊に基づいて、それぞれで生活史がまとまっていない、つな

がっているということを考慮して資源評価を行っております。 

 トラフグは寿命が 10年ほど生きるとされていまして、後半、話題になるんですけれど

も、雌は３歳、雄は２歳で産卵に関わるようになります。 

 早速、３番目、漁獲の動向を見ていただきたいんですけれども、平成 21年度からトラ

フグの資源評価については大きく方法を変えております。どういうことかといいますと、

農林統計で瀬戸内海の漁獲統計があったのがなくなったこと。それから、これまで日本

海、東シナ海の漁獲量は、下関にあります唐戸魚市場の取扱量を漁獲量としていました

けれども、昔と違ってすべての魚が下関に集まるわけではないということ。それから農

林統計がなくなったことから、関係している各府県が把握している漁獲量を漁獲量とし

ています。 

 それから、ここにあります年度は暦年ではなくて、トラフグは３月まで漁期が続きま

すので、４月から３月をくくりとした１年間で、2002 年から 2008 年の漁獲量を示して

おります。 

 漁獲量ですけれども、2002年から緩やかに減少傾向にあって、2006年の漁期は増加傾

向にあったわけですが、2007 年、2008 年にかけて減少傾向で、2008 年については 203

ｔだったということになります。 

 それから 2008年の漁期については、特に九州で言うと北岸の福岡県、山口県を中心と

するはえ縄の漁獲量が 2007 年と比べて半分以下の漁獲量であったということも報告が

ありますように、かなり漁獲量が落ちたということが近年の現象です。 

 次の３ページにいっていただきまして資源状態です。この漁獲量の情報をもとにして、

実際この海域の中にどれだけの魚がいるのかということを重量で示しているものが、線

グラフのある左側の図で、青色の線で示しているのが資源量の推移ですけれども、こち

らも漁獲量と同じように、2002年から 2004年まで減少傾向にあって、2006年には若干



回復傾向が見られたんですが、2008年にかけて、また減少傾向になっている。 

 それからこの系群の特徴ですけれども、右側の図がありますが、いろんな漁種で親の

量、つまり産卵量と漁場に生き残って漁獲され始める加入尾数との関係を見たものです

が、特に規則的な関係がなくて、同じ量の親が産卵に関わったとしても、生き残ってく

れる加入量は予測が困難というのがトラフグの特徴です。 

 それから、先ほどの漁獲量に示しましたけれども、2002年から資源評価を行っている

わけですが、唐戸魚市場の取扱量の推移から見れば、1970年代、80年代と比べれば、今

の漁獲量の水準は極めて低水準であると考えますし、現状の漁獲資源量の動向も減少傾

向にあるということで、資源の水準は低位であって、動向は減少傾向という評価を行い

ました。 

 こういう資源に対して、どのような管理方策が考えられるかということで、下に管理

方策を述べています。近年、減少傾向にあり、その原因は、親の量は増えているんです

けれども、生き残る子供の量が期待したほどではないということが、複数年続いたこと

が大きな原因です。それによって資源量の減少が見られたということですので、2006年、

2007年、2008年に生まれた子供は、来年以降、今度は親になるわけですが、親になる量

が少ないので、これは予測ですが、そもそも産卵の量が減れば、さらに資源回復が難し

くなり、悪循環に陥ることも考えられることから、今の漁獲の水準を大幅に下げる必要

があると評価をしております。 

 どれくらい下げればよいかということですけれども、2014年、５年後に今の資源量の

水準を維持するという期待をした場合、０歳から４歳以上のすべての年齢の漁獲係数を

６割下げる必要がある。それで算出した、生物学的にここまでに抑えましょうという、

ＡＢＣという漁獲量は 147ｔ。2008 年の漁獲量が 203ｔでしたから、かなり減らさなけ

ればいけないと考えております。 

 それから、予測が大きく悪いほうに傾いたことも考慮して、望むべくは 120ｔまで落

とした方がよい。それが資源評価の中での評価です。 

 それから、トラフグは御存じのようにこの海域で 160万尾の種苗が、大体毎年放流さ

れております。その放流された魚がどれだけ生き残っているかということも考慮すると、

そのうちの大体５％、100 尾放流すれば５尾は生き残って資源に加入しているというこ

とも解析でわかっております。この放流が、落ち込んでいる資源量の底上げに関わって

いることは明白ですので、種苗放流の効率化も必要であると、管理方策で考えておりま

す。 

 最後に資源評価のまとめですけれども、資源水準は低位。低位ですけども、過去と比

べれば極めて低位で動向は減少。 

 それから繰り返しですけれども、産卵親魚量が増えたにも関わらず、それから生まれ

て出てくる加入量は低いまま推移したことが、ここ近年の資源量の減少の大きな要因。



それから種苗放流は、先ほど言いましたように資源の底上げに大きく関わっております。 

 まとめとして、漁獲量を緊急に削減する必要がある。これが資源回復につながる大き

な筋道ということ。 

 それから、もう一つの大きな有効策は、種苗放流をより効率化する。効率化するとい

うのは、トラフグは 10cm未満の個体は、河口域の限られた海域でしか生き残ることがで

きません。それゆえ、漁場となっている沖合に種苗を放流しても、ほぼ皆生き残ること

はありません。そういうふうになっている種苗を、すべて適切な場所に放流すれば、さ

らに底上げが期待できる。そもそもが、これだけ減少している資源ですので漁獲量の削

減と、それから人為的な措置として、種苗放流をより効率化させる必要が、緊急の手だ

てだと考えております。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまトラフグの資源状況の説明がございましたが、この説明に対しまして何か御

質問等ございますでしょうか。 

 資源水準としては相当低水準にあると。その資源管理方策とともに、資源の添加とい

うか、適地、適サイズの種苗放流が重要になるというお話がございましたが、何か御質

問ございませんか。 

 もしなければ次の資源に移りたいと思いますが、よろしいですか。 

 次にマチ類につきまして、西海区水産研究所石垣支所の青沼漁業資源研究室長さんか

ら説明をお願いいたします。 

○青沼室長 

 青沼でございます。マチ類の資源状況について御説明申し上げます。 

 ここで扱っておりますマチ類４種は、我が国周辺で見てみますと、沖縄トラフ及び琉

球海溝縁辺部からフィリピン海プレートを挟んだ小笠原海溝までの、水深およそ 100ｍ

から 400ｍぐらいの曽根周りに生息しております、フエダイ科の種類でございます。 

 一般的に資源解析をするに当たりまして、年齢解析をすることが非常に重要なパラメ

ータとなっているわけでございますが、マチ類の特徴としましては、耳石の輪紋が非常

に不明瞭でありまして、カウントが非常に困難であるということで、これまでマチ類の

資源解析が思うように進んでいないというのが一つの現状でございます。 

 なお、資料に書いてあります年齢、成長曲線でございますが、これはアオダイでござ

いますけど、マチの耳石重量法というのを用いまして、重さと体長がリニアであるとい

うことから、耳石重量法を用いて推定したものでございます。 

 また、マチ類は非常に長寿であると考えられておりまして、特にハマダイに至っては、

最低でも 60年ぐらいは生きるのではないかと推測されているわけでございます。 



 これら４種類について、それぞれ説明していきますと時間が足りませんので、４種類

まとめて説明させていただきます。 

 まず、５ページの上段の図でございますが、沖縄県のマチ類の主要４種以外も含めた

37年間の漁獲量の推移でございます。なお、沖縄県の農林統計では、マチ類の漁獲量の

掲載を近年やめてしまいましたため、図に示しております 2006年までの漁獲量の推移で

ございます。 

 これを見てみますと、大体 1970年代ごろまでは 1,200ｔ前後で漁獲量が安定していた

のですが、1970 年代後半から 1980 年代前半にかけまして、それまでの倍近くの漁獲量

がありました。その後、急激に漁獲量が減少をして、現在では最盛期の 10分の１近くま

で漁獲量が落ち込んでいるわけでございます。 

 1970年代の漁獲量の増加というのは、漁業の近代化の影響ではないかとか、あるいは

沖縄県が本土に復帰以降、県外の大型船がたくさん来るようになったからではないかな

ど、諸説様々あるわけでございますが、いずれにしても、この時の急激に増加した漁獲

量が、その後の逆に急激に右肩下がりに転じてしまった一番の要因であるのは、恐らく

間違いないと考えているわけでございます。 

 その下に４枚ほど図がございますが、これはマチ類主要４種の漁獲量でございます。

左上のアオダイ及び右下のハマダイにつきましては鹿児島県、沖縄県の主要漁協に水揚

げされた漁獲量の推移を示したものでございます。 

 また、ヒメダイとオオヒメに関しましては、オオヒメとヒメダイは形がよく似ており

ますもので、鹿児島県が今まで区別していなかったということで、正確な漁獲量がわか

らないということで、ここは沖縄県のもののみを示しております。 

 この図を見まして近年５年間の傾向を見てみますと、アオダイ、オオヒメの漁獲量は

減少しておりまして、ヒメダイ、ハマダイはほぼ横ばい状態であるというのがご覧にな

れると思います。 

 資源評価の方法でございますが、従来どおりの過去 20年間の漁獲量の推移及び八重山

漁協所属船全体のＣＰＵＥ、それから沖縄県の県漁連に水揚げします大型船を標本船と

して 12隻ほど選びまして、そのＣＰＵＥ及び糸満で行われております底たてはえ縄のＣ

ＰＵＥの推移などを中心に検討いたしました。 

 また、マチ類の資源評価を始めて本年で５年たちましたので、５年分のデータがたま

りましたので、今年よりコホート解析に着手しております。まだデータが少ないので、

参考程度ということで資源量を推定しまして、それを資源の動向の判断をする上での参

考資料ということで、それに加味して考えました。 

 資源の状態でございますが、５ページの下の２つのグラフと６ページの上の２つのグ

ラフになりますが、ここには八重山漁協のマチ船の漁獲量、それから１航海当たりの漁

獲量であらわしたＣＰＵＥのグラフを示しております。 



 このグラフから見てみますと、アオダイは漁獲量、ＣＰＵＥともに横ばい。ヒメダイ、

ハマダイは漁獲量、ＣＰＵＥともに漸増傾向である。オオヒメに関しましては漁獲量は

横ばいですが、ＣＰＵＥは減少傾向にあるのが見てとれるわけでございます。 

 最終的に、このほかの海域の漁獲量及び大型船のＣＰＵＥなど、さらに先ほど話しま

したＶＰＡの結果などを含めて最終的に判断いたしましたところ、アオダイとオオヒメ

の資源量は、やや減少傾向にあるだろうと。ヒメダイとハマダイに関しましては、横ば

い状態ではないかと判断しております。 

 資源管理の方策といたしましては、資源回復計画に基づく保護区の設定によりまして、

特に鹿児島海域の保護区において、成果が徐々に現れてきているようでございます。 

 ですが、保護区の中では成果が現れているのですが、海域全体の資源量には、まだ効

果が反映されるには至っておりません。 

 さきに述べましたように、マチ類というのは寿命が非常に長く、ハマダイに至っては

成熟するまでにも 10年以上時間を要するわけでございます。よって、この５年間、数年

間で結論を出さず、保護区の設定や体長規制などの管理策を根気強く継続していること

が重要かと思われます。 

 特に、漁獲圧を下げるのが非常に重要な管理方策と考えるわけでございますが、来年

度、沖縄県で実施しますハマダイの体長規制などをみんなが守っていく、確実に実行し

たりしますと、例えば 30cm未満を獲らないという方法を採っていくと、漁獲係数Ｆを１

割程度減少させたのと同じような効果が得られるということが、試算で分かっておりま

す。 

 マチ類に関しましては、まだまだデータが非常に少ないわけでございまして、早急に

回復させる方策というのも中々難しいわけでございますが、これらを根気強く管理して

いくことが、何よりも重要と考えている次第でございます。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまのマチ類の資源状況の説明に対しまして、何か御質問、分かり難い点とかご

ざいませんでしたでしょうか。 

 それでは、３番目の資源の説明に移りたいと思います。ガザミにつきまして、西海区

水産研究所の伏屋研究員から御説明をよろしくお願いいたします。 

○伏屋研究員 

 よろしくお願いします。 

 有明海のガザミに関しては動向調査までで、資源評価は行われておりません。資料で

は生物学的特性と漁業の特徴、また資源の状態と課題を表しています。 

 まず生物学的特性ですが、大体の寿命としまして２＋、雄では大体２歳、雌では３歳



まで生きるのではと言われています。 

 初成熟ですが、成熟サイズとして 11～12cm。有明海は一応、湾奥から湾口まで大きさ

がありますので、県によってデータが違ってきます。 

 外卵保持の最小として 15cm、産卵自体は５～10月の間に３回程度は行われていると言

われています。 

 抱卵ガニは５月、６月に多く見られております。有明海の湾央・湾口部、湾外の橘湾

で産卵がされています。 

 成長は５月ごろに、大体着底後で１cm、10 月ごろには 18cm になっていると言われて

おり、産卵期が長いので、春生まれの５月、６月生まれで、下の表にありますように、

半年後ぐらいで 17～18cm、夏の８月ごろに生まれて、年を越えたころで 12cm を超えた

ぐらいになると思われます。 

 その後、段々両者区別ができなくなり、同じようなサイズとして漁獲されていると思

われます。 

 幼生の浮遊期間ですが、約１カ月になります。近年、標識調査がありまして、それに

より有明海で湾奥から標識をつけた場合に湾央、または橘湾への移動が確認されており、

結構移動することが分かるようになりました。 

 漁業の特徴としましては、有明海のガザミ自体は刺し網、かご、たもすくい網、小型

底びき網などで漁獲されています。 

 漁獲量に関しては農林統計によるデータしかありませんが、こちらのようにグラフを

見ていただいてお分かりになると思うのですが、ガザミの漁獲変動というのは割と年変

動が大きく、1973年以降増減を繰り返しながら、1985年には最高の 1,781ｔとなりまし

て、その後、徐々に減少しており、2000年には過去最低の 142ｔ。2002年に 338ｔまで

回復しましたが、近年までは 200ｔ前後で推移しております。 

 資源の状態ですが、漁獲量の把握自体が不十分でありまして年変動が激しいものの、

漁獲量から判断した資源水準は低位でありまして、動向は横ばいで推移していると考え

られます。 

 今後の課題としまして、漁獲量の把握が不十分ということで、遊漁や、また漁協を通

さない自主流通というのが有明海にはありまして、こちらのほうの把握が余りできてい

ません。 

 漁獲物の組成や漁獲時期に偏りがある。これも県によってデータのとり方が、ちょっ

と異なるというのがあります。 

 環境の変化に資源量が影響することが指摘されているということで、有明海は毎年夏

に赤潮や貧酸素、今年度はアオサなど色々ありまして、それらの環境の変化などが影響

していると言われています。 

 また、生活史自体が明確ではないということから、これらの課題がガザミには残って



いるということになります。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまのガザミにつきましては資源評価等、十分なことはされておられないようで

すが、資源状況等の説明に対しまして、何かお聞きになりたいこととか、御質問があれ

ばお伺いいたしますけれども。 

 ございませんか。 

 ございませんようなので、３種類の資源の状況の説明については以上にさせていただ

きまして、次の議題に移りたいと思います。 

 

（３）資源回復計画について 

①九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画の取組状況、計画変更等について 

 

○橋本部会長 

 議題（３）といたしまして、それぞれの魚種の資源回復計画についてでございます。 

 先ほど勝山所長からもお話がございましたとおり、当九州西部会におきましては、ト

ラフグ、マチ類、ガザミという３つの資源回復計画が現在行われております。 

 トラフグから順に、事務局から計画の取組状況を説明いただいて審議をしたいと考え

ております。 

 まず一つ目の、「九州・山口北西海域のトラフグ資源回復計画の取組状況、計画変更

等について」諮りたいと考えております。 

 トラフグ資源回復計画につきましては、平成 17年度からこの取り組みがスタートして

いるところでございますが、最終年の５年目となりました平成 21年度、本年度でござい

ますが、それの取組状況等につきまして、事務局から御説明をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○後藤計画官 

 それではトラフグ関係につきまして、資源回復計画の概要、平成 21年度の取組状況、

平成 20 年度のトラフグ漁獲状況の３つを一括して私から御説明させていただきますの

で、よろしくお願いします。 

 まず、お手元の資料３－１をごらんいただきたいと思います。 

 本計画の概要としましては、山口県から熊本県にかけての日本海・東シナ海でのトラ

フグの資源水準が、低位で減少傾向にあり、従来のはえ縄漁業による自主的な資源管理

の取り組みを超えた、広域的で実効性のある資源管理措置を講じ、トラフグ資源の回復

を図ることが必要不可欠であることから、産卵親魚及び小型魚の保護を行うことにより、



資源の減少傾向を食い止め、計画期間終了後も現状の資源水準を維持することを目標に、

平成 17年度から平成 21年度までの期間で行うこととされております。 

 また、資源回復のために講じる措置としましては、ふぐはえ縄漁業における海域及び

漁法ごとの休漁及び小型魚再放流の実施、資源の積極的培養措置としての種苗の放流、

生育場を確保するための環境整備としての漁場清掃等により、資源の回復に努めるもの

としております。 

 続きまして、次の資料３－２をご覧いただきたいと思います。 

 まず、１ページですが、１に漁獲努力量の削減措置としまして、関係県におきまして、

回復計画対象海域での漁法別及び期間別の休漁を実施いたしました。 

 また、資源保護対策としまして、一部海域を除きますが、全長 25cm以下の小型魚を再

放流しております。 

 ２に、積極的資源培養措置としまして、平成 21年度の種苗放流状況を挙げております

が、関係県で約 178万尾の種苗放流を行っております。 

 なお、トラフグ資源におきましては、この種苗放流が資源の維持に大きく影響してお

りまして、各県での取り組みが重要なものとなっております。 

 次の２ページの３の漁場環境の保全措置のための取り組みですが、福岡県、長崎県さ

んにおきましては、生育場の環境改善として、公共事業による海底耕うんを実施し、ま

た山口県、福岡県、佐賀県及び長崎県の４県におきましては、日韓・日中基金による投

棄漁具等を回収する海底清掃を実施しております。 

 ４の新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業につきましては、長崎県が中核

機関となり、関係９機関の共同事業によりまして、トラフグ資源の維持、増大や漁家所

得の向上と経営の安定化を図るための研究を行っております。 

 ５のトラフグ親魚の標識放流につきましては、山口県が行っております雌親魚の生態

を把握するための標識放流についてでございます。 

 次に６には、本年度のとらふぐはえ縄漁業の承認及び届出隻数の状況をまとめており

ます。承認隻数が 232隻、届出隻数が 133隻で、合計で 365隻の承認・届出の隻数となっ

ており、漁模様等が悪いため、前年の 405隻よりも 40隻減少しております。 

 ３ページの７の平成 21年度漁期の漁模様ということで、下関の南風泊市場の外海産銘

柄の取扱高を記載しておりますが、２月までの累計としまして約 57ｔ、前年度 54ｔでし

たので対前年度比で 106％と、若干ではありますが増えているものの、昨年と同様に余

りよくない状況となっております。 

 ４ページ、５ページにつきましては、１の漁獲努力量の削減措置で御説明しました、

資源回復計画対象海域の定義を、表と図で表したものを添付しております。 

 ６ページ以降につきましては、今年度の漁業者協議会や、行政・研究担当者会議の開

催実績を整理させていただいております。 



 取組状況につきましては、以上でございます。 

 引き続きになりますが、お手元の資料３－３をご覧いただきたいと思います。 

 昨年度、平成 20年度漁期のとらふぐはえ縄漁業の操業実績の御報告でございます。操

業実績の御報告につきましては資源状況を把握するために、広域漁業調整委員会指示に

よりまして、報告書の提出を義務づけているものです。 

 まず、１ページが操業実績の報告ということで、時間の関係もございますので、一番

下の計の欄の右端を見ていただきたいと思います。20年度漁期の承認及び届出隻数が合

計で 405隻でございましたけれども、結果としまして、操業の実績があった船が 168隻

となっております。 

 ２ページをご覧いただきたいと思います。 

 県別、銘柄別、トン数階層別の漁獲尾数を一覧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と思いますが、一番下の計の欄の真ん中にな

りますけれども、すべての階層、県合計で３万 3,908尾となっております。平成 19年度

の漁獲尾数は７万 1,455尾ありましたが、これに対しまして 47.5％で約半分という結果

になっております。 

 ３ページは、今の数値を県別、月別に表した表となっております。 

 最後の４ページには棒グラフがございますが、20年度は４年目ということで、１年目

の 17年度からの比較ということで、こういった資料を添付させていただいております。

17年の漁獲尾数が青色、18年が赤色、19年が緑色、20年が紫ということで対比させて

いただいております。 

 漁獲成績報告書につきましては、漁業者の皆さんに非常に御苦労いただきまして、委

員会指示に基づく報告書を提出いただいております。 

 以上が計画の概要、今年度の取組状況及び昨年度の漁獲状況の御説明でございます。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 トラフグにつきまして、計画の取組状況あるいは操業の実績等の説明を、まず、して

いただきました。 

 ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 特段質問がないようですので、トラフグにつきまして、次に進めさせていただきます。 

 このトラフグの資源回復計画につきましては、平成 17年度に開始して、本年度末で計

画が終了をいたすということでございますが、説明にもございましたとおり、資源状況

が依然として悪いということから、計画を 25年度まで４年間延長いたしまして、資源の

回復に努めることとしたいと考えております。 

 平成 22年度以降の資源回復計画の延長につきまして、事務局から資料３－４以降を使



いまして説明をお願いいたします。 

○後藤計画官 

 引き続きになりますが、お手元の資料３－４をご覧いただきたいと思います。 

 本計画の延長につきまして、変更内容等のポイントを概要で説明させていただきます。 

 その前に、次の資料３－５をご覧いただきたいと思います。 

 この資料は平成 17年度の計画開始から現在までの本計画の取り組みや、その結果、評

価等につきまして、総括としてまとめたものでございます。時間の都合で資料の詳細説

明は省略させていただきますが、１ページに１としまして、計画作成の経緯、その下に

２としまして計画概要、実施状況が５ページまで整理させていただいております。 

 ５ページの下に３としまして、資源動向と漁獲等の推移を７ページまで掲載しており

ます。 

 ７ページの下に４としまして、達成状況。それから８ページに５としまして、評価と

今後の課題という形で整理しております。 

 次に、資料３－６をご覧いただきたいと思います。 

 今回延長するに当たりまして、変更する部分を新旧対照表（案）として整理したもの

です。15ページに及ぶ大きな変更となっておりますが、本計画は計画期間の途中に資源

の評価方法が変更となり、日本海・東シナ海系群と瀬戸内海系群のトラフグ資源が統一

されたこと、また５年間で新たな知見が加わったことから、推定資源量、漁獲量のグラ

フや図表につきましても新たなものとしまして、その部分も含めて改正をさせていただ

いておりますので、15ページに及ぶ資料となっております。 

 なお、資料３－７でございますが、今の３－６で御説明した、変更後のトラフグ資源

回復計画（案）となっております。 

 資料３－４に戻っていただきたいと思います。 

 １で延長の必要性を記述しておりますが、資料３－５の総括の要約となります。関係

漁業者の資源回復への取り組みによりまして、トラフグ資源回復計画は一定の効果が

あったと見られますが、資源は依然として低位水準で減少傾向にあり、資源の回復と持

続的な漁業を確保するためには、今後も引き続き資源回復の取り組みを行っていく必要

があるとの結論となっております。 

 そこで、計画の延長につきましては、関係漁業者、行政、研究機関等と検討・協議を

行った結果、延長することが必要である旨の合意を得たものです。その内容が、２の計

画の延長内容となっております。 

 （１）の回復計画の目標としましては、従前の休漁等に加えまして、産卵親魚、小型

魚の保護の強化、積極的な資源培養措置によりまして、当初計画期間中の最大推定資源

量の 1,264ｔ（2006年漁期）までに資源を回復する目標としております。 

 （２）の計画の延長期間は、平成 22年度から平成 25年度までの４年間、計画を延長



することとしております。 

 （３）の資源回復のために講じる措置としましては、①の努力量削減措置としての漁

獲規制措置ですが、これ以上の規制は漁業経営上困難でありまして、Ｂ海域の浮縄以外

は現状維持とするものの、Ｂ海域の浮縄規制期間につきましては、計画の後退と見られ

るかとは思いますが、他海域と同様に漁業経営の困難さを考慮しまして、休漁開始日を

隣接海域並みに設定することとしております。 

 また、延長計画におきましては、②の資源の積極的培養措置による種苗放流が、トラ

フグ資源の回復には特に効果があるとされていることから、関係漁業者、関係各県、国

とが連携しまして、健全な種苗での放流、生育適地への放流、適正なサイズでの放流に

よりまして種苗の放流効果を上げることで、資源の回復に努めることとしております。 

 以上が計画の変更、延長の御説明でございます。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま説明がありましたとおり、トラフグの資源回復計画につきまして、計画期間

を４年間延長し、それに伴い、計画本文も資源の評価方法が変更されたとか、新しいデ

ータを入れたりして全面的に見直しを行って、漁獲規制を引き続き維持する一方で、適

地に適正サイズを放流する等の種苗放流の効率化等に努めながら、平成 22年度、来年度

以降も資源の回復を図っていくという内容で変更の説明がございました。 

 本件につきまして何か御質問、あるいは新しい計画延長に対する御意見はございませ

んでしょうか。 

 潮田委員、どうぞ。 

○潮田委員 

 ４年延長して資源の回復を図るという計画ですけども、延長するとどういうふうな状

況になるだろうなという見当はついているのでございましょうか。 

○橋本部会長 

 ４年間延長した後、見込まれるような効果といった形ですか。 

○潮田委員 

 目覚ましく回復しているであろうとか、まあまあ現状程度であろうとかですね。 

○橋本部会長 

 私が説明するのも何ですが、回復計画の目標という資料３－４に、今、現在実施して

いる計画期間中に最大の推定資源量という水準がありましたが、1,264ｔ、2006 年の漁

期並みに回復させるというのが、今回の新しい計画延長の目標であると。そこまで本当

にそのとおりにいくか、あるいは資源の放流等の効果でもう少しよくなるかは、やって

みないと分からない点もあるとは思います。何か事務局で加えるような点はございます

でしょうか。 



○後藤計画官 

 ありがとうございます。 

 特にございません。 

○橋本部会長 

 ということでよろしいでしょうか。 

 ほかに御意見、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 

 最後のところで、海区の禁漁それぞれありますよね。Ｃ海域の中にＤ海域があり、禁

漁まで少しずれている。やはり、この調整はできなかったんですか。そういうことで、

何とか調整ができないかという話であったんですけど、まだできなかったのかなと。最

後の地図のところです。Ｃの中にＤ海域が入っているでしょう。そこの件です。 

○後藤計画官 

 今回は原則として、現行のままということで、合わせるということができなかったの

が現状でございます。 

○橋本部会長 

 野村委員、よろしいですか。 

○野村委員 

 できれば合わせた方がいいのになと。漁業者の理解ができれば、取り締まりのほうも

うまくできるんじゃないかなという思いがあったものですから、一応、尋ねてみました。 

○橋本部会長 

 漁調の方から何か加えるようなことはありますか。 

○後藤計画官 

 今後、検討させてください。 

○橋本部会長 

 それではほかに、トラフグの新しい計画の延長について。ほかの件についてでもよろ

しいですが、何か御質問等ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 ないようでしたら、本日の九州西の部会をもちまして、九州・山口北西海域トラフグ

資源回復計画の変更を了承したいと思いますけれども、部会の委員の皆さん、よろしい

でしょうか。 

 谷委員、どうぞ。 

○谷委員 

 佐賀県でございます。 

 ②の資源の積極的培養措置の中で、これは放流量を引き上げるという話なんでしょう



か。量を多くするということで、これはどれぐらいの数字を上乗せしていくというのは

決まっているんでしょうか。 

○後藤計画官 

 今のところ確実に数を増やすというよりも、今、187 万尾放流している放流が、先ほ

ど水研センターの片町さんからもあったとおり、沖合等で放流しているものを適地、適

正なサイズにして増やす。それから、できれば数を増やすことも考えてはおりますが、

今、幾らというのは数字的には上がっておりません。 

○谷委員 

 はい、分かりました。 

○橋本部会長 

 種苗放流につきましては、適地あるいは適正サイズでの定性的な放流効果を高めると

いうのをまずやってみて、必要であれば数量の増加等についても、関係県の協力を得な

がら進めていくということではないかと思います。 

 よろしいですか。 

 ほかに、この計画変更につきまして御意見、御質問等ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは本部会といたしまして、この資源回復計画の変更を了承いたしたいと思いま

す。また、併せて、今後事務の手続がございますので、事務手続上、部分的な修正ある

いは文言の修正等がございましたら私に御一任いただければと思いますけれど、よろし

いでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○橋本部会長 

 ありがとうございます。 

 それでは提案どおり、九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画の変更を了承するこ

とといたしたいと思います。事務局は、本計画の変更に係る事務手続きを今後、進めて

いただきたいと思います。九調の事務局から、何か追加的にございますでしょうか。 

○後藤計画官 

 事務手続きが済みましたら、速やかに水産庁のホームページに、変更後の計画本文を

掲載させていただきます。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま変更を了承していただきました、九州・山口北西海域トラフグの資源回復計



画につきましては、この計画に基づく漁獲努力量の削減措置を担保するために、変更前

と同じように、日本海・九州西広域漁業調整委員会、本委員会の指示第 22号、第 23号

という案が作成されております。本部会でその概要につきまして、事務局から説明をい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○後藤計画官 

 ただいま御承認をいただきましたトラフグ資源回復計画の変更に係ります、委員会指

示（案）の概要につきまして御説明をさせていただきたいと思います。なお、委員会指

示（案）そのものにつきましては、明日の本委員会で御提案させていただくこととなっ

ております。本日は概要ということで、よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料３－８をご覧いただきたいと思います。 

 ２本の指示を出すことになっております。一つ目の指示第 22号は、承認制及び届出制

を実施するためのものです。 

 まず、（１）承認制・届出制の実施としまして、①承認制対象船舶は総トン数５ｔ以

上のとらふぐはえ縄漁船としております。②の漁獲努力量の増加を制限するために、県

ごとに承認隻数の上限を定めております。合計で 271隻で、昨年度と同様の隻数となっ

ております。③届出制対象船舶は、総トン数５ｔ未満のとらふぐはえ縄漁船としており

ます。 

 （２）承認番号の表示につきましては、承認を受けたとらふぐはえ縄漁船におきまし

ては、船舶の船橋両側の見易い場所に承認番号を表示することとしております。 

 （３）漁獲成績報告書の提出の取りまとめ期間ですが、平成 22年９月から翌 23年３

月までの操業記録を提出していただくこととなっております。また、操業記録を取りま

とめていただくために、提出期限を 23年４月 30日までとしております。漁業者の皆様

には御苦労をお掛けしますが、漁期分をまとめて提出していただくこととしております。 

 （４）指示の有効期間につきましては、22年度漁期ということで、22年４月１日から

来年 23年５月 31日までとしております。なお、５月 31日までとしておりますのは、漁

業者の皆様から当該県を通じて提出していただくことからです。 

 続きまして２つ目の指示第 23号は、操業期間等の規制に係るものでございます。 

 まず、（１）としまして操業期間の制限ですが、海域をＡからＥの５つに分けまして、

海域及び浮縄、底縄の漁法ごとに休漁期間を設定することとしております。 

 次に（２）としまして、全長 25cm以下（一部海域では 20cm以下）の小型魚の再放流

に取り組んでいただくということです。 

 （３）の指示の有効期間につきましては、22 年度漁期ということで、平成 22 年４月

１日から来年 23年３月 31日までとなっております。 

 ２ページ、３ページにつきましては、休漁期間、操業期間の概念図を添付させていた

だいております。 



 以上でございます。 

○橋本部会長 

 ありがとうございます。 

 ただいまの委員会指示（案）第 22号と第 23号は、計画変更前からの指示と同様の内

容であるということですが、この指示（案）につきまして、御質問等ございますでしょ

うか。 

 特段ございませんでしょうか。 

 もしないようでございましたら、委員会指示第 22号（承認制・届出制の実施）、それ

から第 23号（操業期間の制限等）の案につきましては、明日 17日に再開されます本委

員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会に提案をいたしまして、審議をしていただく

こととしたいと思いますが、委員の皆さん、それでよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは委員会指示第 22号及び第 23号の案につきましては、明日再開される本委員

会に提案することといたしたいと思います。 

 トラフグの関係は以上にいたしまして、次の議題に入らせていただきます。 

 

②南西諸島海域マチ類資源回復計画の取組状況及び計画変更について 

 

○橋本部会長 

 「南西諸島海域マチ類資源回復計画の取組状況及び計画変更について」でございます。 

 マチ類の資源回復計画につきましてもトラフグと同様に、本年度が最終年、５年目の

取り組みになります。最終年、５年目の取り組み状況について、まず事務局から説明を

お願いしたいと思います。 

○後藤計画官 

 それでは、資料４－１をご覧いただきたいと思います。 

 本計画の概要としましては、鹿児島県、沖縄県の南西諸島海域に分布しますマチ類の

資源は著しく減少し、回復の兆しも見られず、資源状況が悪化しており、資源の早急な

回復措置が必要不可欠であることから、周年または期間の保護区を設置しまして産卵親

魚や小型魚の保護を行うことで、資源の減少傾向を食い止め、計画終了後も現状の資源

量水準を維持することを目標に、平成 17年度から平成 21年度までの５カ年間で行うこ

ととされております。 



 なお、マチ類は深海域に生息する魚種であることから、大型魚を選択的に漁獲するこ

とや、小型魚の再放流等は技術的に困難であることから、産卵親魚や小型魚の保護を行

うために保護区を設定することで、資源の回復に努めることとされております。 

 次に、資料４－２をご覧いただきたいと思います。 

 取組状況として、まず鹿児島県でございますが、１ページにございますように、16カ

所の保護区を設けまして、それぞれの保護区におきまして、漁獲努力量の削減措置を実

施していただいております。 

 また、鹿児島県ではマチ類の移動回遊生態を把握するための、１ページの下にありま

す標識放流調査や、４ページからあります周年保護区の漁獲調査などが実施されており

まして、非常に深いところに生息しているマチ類を、生きたまま釣り上げて調査すると

いう調査方法で、非常に御苦労をいただいていることを聞いております。 

 ６ページをご覧いただきたいと思います。沖縄県につきましては、２カ所の保護区が

設置されております。両保護区とも周年禁止ということで、取り組みを行っていただい

ているところでございます。沖縄県の保護区設置におきましては、その下にあります取

り組みを担保するために、沖縄海区漁業調整委員会の指示を出していただいております。 

 また、７ページに記載しておりますが、沖縄県では保護区のうち、北タイキュウソネ

保護区における効果調査を実施しております。釣獲調査という方法で行われていること

から、調査には大変御苦労をいただいているところでございます。 

 なお、８ページ、９ページに県漁連市場での体長測定や、漁場別漁獲量についての調

査概要を掲載させていただいております。 

 10ページは、ただいま御報告しました鹿児島県 16カ所、沖縄県２カ所の 18保護区の

場所を図面に落としたものとなっております。 

 11ページ以降は、漁業者協議会、行政・研究担当者会議等を一覧表にまとめておりま

す。鹿児島県、沖縄県ともに離島を抱えていることと、後ほど御説明いたします、平成

22年度以降の計画について協議がなされたということで、かなりの御苦労をいただいた

ところでございます。 

 私の方からの取組状況につきましては以上でございますが、資源評価の方で大変御苦

労いただいております、西海区水産研究所石垣支所の青沼室長から、本計画に関します

調査の結果につきまして御紹介がいただけるということなので、お願いしたいと思いま

す。 

○青沼室長 

 石垣支所の青沼でございます。 

 資源回復計画に係る調査結果の概要について、簡単に御説明をいたします。お手元の

資料４－３でございます。 

 今、後藤計画官から御説明があったとおり、鹿児島県、沖縄県では大変な御苦労をな



さっております。また、保護区の範囲が非常に広いものですから、それぞれ自分たちの

近くて行けそうな場所ということで、分担して保護区の効果調査等を行っておるわけで

ございます。 

 ここでは私の方から、沖縄県の市場調査の簡単な概要と、私の方で調査しております

与那国の近くにあります沖ノナカノソネのところの効果調査の結果についても、簡単に

御説明いたします。 

 まず、資料４－３の１ページの下の段の図でございます。これは 2008年度に沖縄県漁

連に水揚げされました、マチ類４種類の体長組成の図でございます。緑といいますかグ

レーといいますか、色が塗ってある部分は体長の頻度分布でございまして、白抜きになっ

ている部分が、成熟した個体の割合を示しているわけでございます。 

 簡単に言ってみますと、例えばアオダイの場合ですと、モードが大体 32～34cmで、年

齢にして３～４歳が主に漁獲されている。同じように見ていきますと、ヒメダイで 28cm

で２歳、オオヒメでは 32cmの２歳、ハマダイに至りましては 28cmと 40cmにモードがあ

りまして、それぞれ２歳と４歳が多く漁獲されているという結果でございました。 

 また、これらの漁獲物のうちの成熟個体を見てみますと、例えば下に書いてあります

が、アオダイでおよそ 60％、ヒメダイでは大体 50％、オオヒメではおよそ 40％と、そ

こそこの成熟個体が獲れているわけでございますが、ハマダイに関しましては僅か 0.6

％しか成熟個体が獲れていないという結果になったわけでございます。 

 次の２ページの上の図でございますが、ハマダイが余りよくないということで、過去

６年間のハマダイの体長組成の変化を示したのがこの図でございます。この結果を見て

みますと、わずか６年の間に漁獲物の平均尾叉長が大体２～４cm小さくなっているとい

うこと。さらに、60cmぐらいで大体成熟開始をするわけでございますが、成熟開始サイ

ズ 60cm以上のものの割合が、６年前では 6.4％居たのに対して、現在では 1.7％ぐらい

まで下がっていると。さらに、成熟個体の割合が６年前は 2.8％居たのですが、2.8％と

いうのも非常に低い値であるわけでございますが、今では僅か 0.6％しか漁獲されてい

ないという現状でございます。 

 この図を見ただけで、分かる人はぱっと分かると思うんですが、非常に乱獲状態になっ

ているという傾向にあるわけでございます。その検証のために、その下の資源診断を行っ

てみたわけでございます。 

 これは％ＳＰＲとＹＰＲの図でございますが、％ＳＰＲというのは加入乱獲を表す、

いい指標になるだろうと。それからＹＰＲの方では成長乱獲を表すいい指標になるだろ

うということで、現状のＦが大体 0.6前後であるのに対し、加入乱獲を表す 30％ＳＰＲ

の部分が大体 0.08ということですから、相当加入乱獲の状態にある。同様に、Ｆｍａｘ

が 0.011ということですので、現状では成長乱獲の状態になっているという資源診断の

結果が出ております。 



 また、これを見てみますと、成長乱獲、加入乱獲を示すＦｍａｘが例えば 0.11である

とか、あるいは 30％ＳＰＲの値が 0.08 であるということを考えてみますと、ハマダイ

の資源は漁獲に対して非常に敏感であると。ちょっと漁獲圧が掛かると、すぐに資源状

態が崩れてしまうというような、漁獲に対して非常に敏感である資源だと言えるわけで

ございます。逆に言い代えてみれば、資源を回復させることが非常に困難な魚種である

ということが、ハマダイでは考えられるわけでございます。 

 次に３ページで、効果調査の結果でございます。まず上段の図でございますが、３つ

の折れ線グラフの中の上の２つが鹿児島県のファーゾネ、屋久新曽根の釣魚による効果

調査の結果でございます。主にアオダイを獲っているわけでございますが、普通に考え

れば周年禁漁区ですので、遊漁、漁業者による漁獲はないわけですから、右肩上がりに

なって当然かと思われるわけでございますが、中々うまいようには結果は出ておりませ

ん。 

 その下に書いてあるのが、沖縄の北タイキュウソネのものでございます。ここは底た

てはえ縄で、主にハマダイを狙っているわけでございますが、ここも漁業者は来てない

はずですし、遊漁者もいないわけですので、右肩上がりになって当然かと思われるんで

すが、減ったり、増えたりというような状況になっているわけでございます。 

 その下は沖ノナカノソネでございますが、この調査でも鹿児島県、沖縄県と同様に、

残念ながら右肩上がりの形にはなっておりません。これは後でお話しいたしますが、魚

は増えてないのか、増えてないからこういう結果になったのかというと、必ずしもそう

ではないと私は判断しているわけでございます。 

 ４ページの上の段の図でございますが、沖ノナカノソネで獲りましたハマダイの体長

組成を示したものでございます。ここでも同じく、成熟サイズ 60cm以上のものを矢印で

示したものから、右側に示してある棒グラフの部分が、成熟の個体と判断しているわけ

でございます。平成 17年度は大体 50％ぐらい、19年度には 70％近い成熟個体が獲れて

いるわけでございますが、平成 20年度には 9.1％まで落ち込んでしまいまして、21年度

は 32％程度獲れているということでございます。 

 これも先ほどお話ししましたように、じゃあ、大きい個体がいなくなってしまったの

かといえば、必ずしもそうではなくて、たまたま運が悪くて釣れなかったと私は判断し

ているわけでございます。 

 効果調査のまとめといたしまして、その下にちょっと書きましたが、なぜ右肩上がり

の結果が得られないのか。ここが釣魚調査の難しさを書いているわけでございますが、

とにかく調査方法が釣りであるということですので、調査ポイントが僅かにずれただけ

で釣れなくなってしまうということが考えられます。 

 特に、沖縄県の沖ノナカノソネ、それから北タイキュウソネもそうでございますが、

黒潮の真上にあるわけでございまして、流れが強くて底潮の流れが止まっていればよく



釣れるんですけど、速かったり、上の流れと下の流れが違うと全く釣れないとか、海況

が悪くて釣れないことはよくありまして、たまたま運が悪くて釣れない時はよくあると

いうことでございます。 

 ３つ目として、マチを保護した結果、マチ以外の魚も沢山増えてまいりました。特に

底にいるツノザメ類だとか、餌取りのフグだとかも結構増えてしまいまして、餌が下に

着く前に餌を盗られてしまうという状況も多々あるということで、中々いい結果が得ら

れていないという現状でございます。 

 そもそもマチ類の調査、釣魚調査というものには、定量的なものを判断するのは中々

大変だというような、様々な問題を内包しているわけでございますが、さりとてほかの

方法があるかといったらそういうわけでもございませんので、根気強くこういう調査を

続けていくことが望ましいと判断しているわけでございます。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 南西諸島海域のマチ類について、まずは今の現状の資源回復計画の取組状況と、西海

区水研の方からは調査結果の概要の説明をいただきました。これまでの説明に関しまし

て、何か御質問等ありますでしょうか。 

 特段御質問等ございませんか。 

 もし、特段ございませんようでしたら、マチ類の資源回復計画につきましても、前の

議題で説明いたしましたトラフグの資源回復計画と同様に、今年度末で計画が終了いた

しますが、トラフグと同様に、資源の状況が依然として悪いということから計画期間を

延長しまして、引き続き資源の回復・維持に努めることとしております。来年度以降、

平成 22年度以降の資源回復計画の延長につきまして、事務局からその概要を説明願いた

いと思います。資料４－４以降を使いましての説明となります。 

 事務局の方から、よろしくお願いします。 

○後藤計画官 

 資料４－４をご覧いただきたいと思います。 

 本計画の延長につきましての計画内容等のポイントを概要で説明させていただきま

す。その前に、トラフグと同様に次の資料４－５をご覧いただきたいと思います。これ

はトラフグ計画と同様に、平成 17年度の計画開始から現在までの本計画の取り組みやそ

の結果、評価等につきまして、総括としてまとめたものでございます。 

 資料の詳細説明は省略させていただきますが、トラフグと同様に、１ページに１とし

まして計画作成の経緯、その下に２としまして計画概要と実施状況、１枚めくった２ペ

ージまで整理させていただいております。 

 その次に３としまして、漁獲量等の推移と資源の動向を、５ページの上の方までずっ



と整理させていただいております。 

 ５ページの中段に４としまして、目標の達成状況。その下に５としまして、評価と今

後の課題を整理しております。 

 次に、資料４－６をご覧いただきたいと思います。トラフグ計画と同様に、今回延長

するに当たりまして、変更する部分を新旧対照表（案）として作成しております。これ

もトラフグ同様に 15ページに及ぶ大きな変更となっておりますが、内容としましては５

年間で新たな知見が加わったことから、漁獲量、推定資源量のグラフや図表につきまし

ても新たに加えまして、変更させていただいております。 

 なお、資料４－７が、ただいまの資料４－６の新旧対照表（案）で変更した後のマチ

類資源回復計画（案）となっております。 

 資料４－４に戻っていただきたいと思います。１で延長の必要性を説明しておりまし

て、ただいまの資料４－５の総括の要約となりますが、マチ類資源は依然として低位水

準で、動向は減少または横ばい傾向にありますが、一部の保護区内では一定の効果も現

れ始めているとのことです。マチ類は成長が遅く、対象海域全体での効果の発現には長

期間を要することを考慮しますと、今後も引き続き漁獲努力量の削減が必要となってお

ります。 

 そこで、この延長につきまして、関係漁業者、行政研究機関等と協議、検討を行った

結果、延長することが必要である旨の合意が得られました。その合意の内容が、２の計

画の延長内容となっております。 

 （１）回復計画の目標ですが、保護区の増設、区域拡大、休漁期間延長等による産卵

親魚や小型魚の保護をさらに推進することにより、これ以上の資源量の減少傾向を抑え

るとともに、維持することとされております。 

 （２）計画の延長期間はトラフグ計画と同様に、平成 22年度から 25年度までの４年

間延長することとしております。 

 （３）資源回復のために講じる措置ですが、保護区設定としましては現行の計画では、

特に漁獲圧の高い曽根周辺海域に、鹿児島県は周年保護区６区と期間保護区 10 区の計

16区、沖縄県は周年保護区２区の、合計で 18保護区を設定しておりましたが、平成 22

年度からは取り組みをさらに強化することとしまして、鹿児島県は周年保護区４区と期

間保護区 13区の計 17区、沖縄県は周年保護区１区と期間保護区４区の計５区、計画対

象海域全体では 22保護区を設定することとしました。 

 なお、22年度から新たな取り組みとしまして、小型魚を保護するために、鹿児島県海

域では小型魚のハマダイが漁獲された場合には漁場移動し、沖縄海域におきましては尾

叉長 30cm未満のハマダイ、20cm未満のアオダイ、ヒメダイ及びオオヒメが釣れた場合、

漁場を移動するか、あるいは釣り針の水深を変更することで保護していこうとしており

ます。 



 また、鹿児島海域の保護区では、マチ類４魚種の中でも特に資源の減少が懸念されて

いるハマダイを保護するために、漁獲が禁止されていない期間であっても、ハマダイの

専獲を控えることとしております。 

 以上が、計画の変更、延長の御説明でございます。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたとおり、マチ類の資源回復計画につきましても、現行計

画を延長いたしまして、保護区設定の見直し、あるいは小型魚の保護といったことによ

りまして、来年度以降も引き続き資源の回復のための取り組みを行っていくという内容

で、変更をしたいということでございます。 

 本件に関しまして、何か御意見、御質問等ございましたらお願いいたします。 

 どうぞ。 

○桃原委員 

 沖縄県でございます。 

 質問じゃなくて、ぜひ延長計画に賛同していただきたいという点から御発言したいと

思います。 

 青沼さん、色々と御苦労さまでございます。説明があったように、第１回の計画を実

施した結果、漁業者の間に資源保護に対する機運も高まってきておりますし、それから

ただいまありましたように、マチ類は非常に長い期間を経て産卵する種類が多いもので

すから、１期間４年ぐらいでは効果が現れないというのは常識じゃないかなということ

も言われているものですから、こういったのを含めると、総合的にいって、ぜひこの後

４年間は延長していただいて、全体的な効果をぜひ見てみたいという機運があるもので

すから、ぜひこの計画については御承認いただければと思っております。 

 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。 

 沖縄の桃原委員から、大変御貴重な意見をいただきました。関係者の間でいろんな協

議を経て、そういった機運が高まったと。こういった資源回復の取り組みに関しては、

特にこの魚種については長い期間が必要であるということから、ぜひ計画の延長をもっ

て、引き続き取り組みを行っていきたいということでございました。 

 そのほか、何か御意見、御質問等。 

 野村委員、どうぞ。 

○野村委員 

 沖縄の桃原委員が今、意見を述べたように、延長期間に御賛同願いたいという点とも

う１点、先ほど研究所の方からも報告があったとおり、サメなどの被害も非常に多くなっ



ていると。そこら辺を含めて、もうちょっと広い意味で管理していただければなという

ことも、あわせてお願いしておきたいと思います。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ほかに御意見等ございますでしょうか。 

 ないようでしたら、本件につきましては本日の部会をもって、南西諸島海域のマチ類

の資源回復計画の変更を了承いたしたいと思いますが、委員の皆さん、よろしいでしょ

うか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○橋本部会長 

 それでは本件につきましても、事務手続上の部分的な修正、あるいは文言の修正につ

きましては、私に御一任願いたいと思いますが、それで構わないでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは提案どおり、本件南西諸島海域のマチ類資源回復計画の期間延長を含めまし

た変更を了承することといたしたいと思います。 

 それでは事務局におきましては、本計画の変更に係る事務手続を今後進めていただい

て、その事務手続が済みましたら、新しい計画につきまして、先ほどのトラフグと同様、

水産庁のホームページに新しい計画本文が掲載されるということでよろしいですか。 

○後藤計画官 

 はい、トラフグ計画と同じでございます。 

○橋本部会長 

 水産庁のホームページのトップページから、「資源管理の部屋」というのに飛んでい

ただければ、この資源回復計画の本文に直ぐにたどり着けると思います。 

 

③有明海ガザミ資源回復計画の取組状況等について 

 

○橋本部会長 

 それでは最後になりますが、有明海のガザミ資源回復計画の取組状況等についてでご

ざいます。 



 このガザミの資源回復計画につきましては一番新しい計画でございまして、昨年度、

平成 20 年度からこの取り組みがスタートしております。２年目となります現在の平成

21年度の取組状況につきまして、事務局から説明をお願いいたします。資料は５－１以

降でございます。 

○後藤計画官 

 それでは、お手元の資料５－１をご覧いただきたいと思います。 

 本計画の概要としましては、有明海におけるガザミの資源状況が低位水準であること

から、抱卵ガザミや小型ガザミの再放流等の実施、たもすくい網漁業の採捕禁止期間の

設定によりまして資源の減少傾向を食い止め、計画期間終了後も現状の資源水準を維持

し、安定的な漁業生産が図られることを目標に、平成 20年度から平成 23年度までの期

間で行う計画となっております。 

 資源の回復のために講じる措置としまして、黒デコと呼ばれる抱卵ガザミの産卵機会

確保や、小型ガザミの保護のための再放流等の実施、さらに、たもすくい網漁業にあっ

ては、６月から８月の産卵期間に 15日間の採捕禁止をすることで、資源の回復に努める

こととしております。 

 次の資料５－２をご覧いただきたいと思います。有明海ガザミ資源回復計画につきま

しては、今年度、平成 21年度は２年度目の取組状況となっております。 

 まず１ページの１に、漁獲努力量削減措置としまして、先ほどの抱卵ガザミの保護。

②としまして小型ガザミの再放流ということで、採捕された全甲幅長 12cm以下のガザミ

の再放流となっております。 

 ③のたもすくい網による採捕があります長崎県、熊本県におきまして、昨年、平成 21

年６月１日から６月 15日まで採捕を禁止しまして、抱卵ガザミの保護を行いました。 

 なお、この採捕禁止につきましては本委員会の指示によりまして、採捕の制限がなさ

れております。 

 ２に、資源の積極的培養措置としまして、21年度の種苗放流の状況を挙げてございま

すが、関係県で約 308万尾の種苗放流を行いました。 

 ３に、漁場環境保全措置としまして、長崎県におきまして平成 20年度から３年間、育

成場の環境改善を目的とした海底耕うんを実施しております。 

 ２ページは、行政・研究担当者会議、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。 

 以上が、取組状況でございます。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 まずは、本年度のガザミ資源回復計画の取組状況の説明が事務局からございました。

ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。 



 特段ございませんか。 

 ないようですので、次に進めさせていただきます。このガザミの資源回復計画は平成

23年度までの４年計画、来年度はそれの３年目となりますが、今後の取り組みにつきま

しても、引き続き関係機関、関係県の御支援、御協力をいただきますよう、よろしくお

願い申し上げたいと思います。 

 本件につきまして次に進めさせていただきますが、ガザミの資源回復計画におきまし

ては計画の作成当初から、時期によっては遊漁者のたもすくい網による漁獲が結構ある

ということが指摘されておりました。 

 その遊漁の漁獲の実態を把握して、必要に応じてこの管理を検討するというふうにし

ておりましたが、その結果としまして、日本海・九州西広域漁業調整委員会の指示に遊

漁を含めると。つまり、漁業の禁止等から採捕の禁止と一段進めることにつきまして、

事務局から提案があるということでございますので、事務局の説明をお願いしたいと思

います。 

○松本係長 

 それでは、御説明させていただきます。資料５－３、「遊漁」というインデックスシ

ールを張っている資料でございます。 

 先ほどからの説明がありましたとおり、平成 20年度から有明海ガザミ資源回復計画は

スタートしまして、有明海沿海の４県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の関係漁業者

によりまして取り組まれているところでございます。 

 この計画の取り組みのうち、たもすくい網の漁業の休漁については、広域漁業調整委

員会指示で担保してきました。 

 たもすくい網漁業といいますのは、有明海の南部海域が特に主漁場になっております

が、５月下旬から８月にかけて、夜間、海面近くに浮上してきたガザミを、たも網です

くうといった簡易な漁法でありまして、自由漁業であります。特に、６月前半は大型の

抱卵の雌ガザミが多くとれるということで、６月１日から 15日までの間、採捕禁止とし

ております。 

 現行の委員会指示につきましては２ページに、今年度この指示はかかっていたんです

が、期間が去年の６月１日から 15日となっておりまして、２の採捕の制限のところで、

「有明海において、がざみたもすくい網漁業を営む者は、この期間採捕してはならない」

ということで定めております。 

 １ページに戻っていただきまして、この計画を開始する当初から、関係の漁業者の方

々から、遊漁者も委員会指示の対象としてほしいという声がありました。しかしながら、

遊漁の実態が不明でありましたので、関係県と九州漁業調整事務所で実態の調査を行っ

てまいりました。 

 その実態調査の結果、遊漁者はプレジャーボートによるものであって、地域密着型の



遊漁であることがわかりました。また、漁業者と同様の漁具、設備を用いた採捕形態で

あることがわかりまして、今後、資源がよくなって遊漁者が増えるようなことがあった

場合には、広調委指示の徹底や資源回復に支障が生じる恐れがあります。 

 また一方で、たもすくい網の休漁については、これまでに周知等を十分に行っており

まして、地域のルールとして遊漁者の理解も得られております。 

 その辺りを、３ページの別添２ということで、これまでに関係各県におきまして、ポ

スターとかリーフレットの配付や説明会の開催ですとか、関係するマリーナとかフィッ

シャリーナへ、こういう周知を行っているところです。 

 また１ページに戻っていただきます。今後、関係県の海面利用協議会等にも意見を聞

くとともに、パブリックコメントを実施した上で、次回４月 16日に開催予定の広調委に

おいて、遊漁も対象とした委員会指示の案を御提案させていただきたいと考えておりま

す。 

 その指示（案）が６ページです。６ページの指示（案）ですが、先ほどの「漁業を営

む者は禁止する」とあったものが、１番の指示の内容のところですが、「有明海におい

て、６月１日から 15日までの間は、たも網その他のすくい網によりガザミを採捕しては

ならない」ということで、たも網その他のすくい網という漁法によって採捕してはなら

ないということで、これで遊漁者も対象になるというものでございます。 

 つきましては、５ページをご覧ください。先ほども申しましたとおり、関係県の海面

利用協議会等の意見を聞く必要がありますので、関係県の知事あてに文書を発出する必

要があります。この文案につきましても御審議いただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 なお、本件につきましては本委員会の審議事項となっておりますので、明日、再開さ

れます本委員会で正式に御提案させていただくこととなっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 ガザミの資源回復計画に関係いたしまして、委員会指示の内容に遊漁を含めることに

ついて、手順としましては、明日再開されます本委員会に提案して、手続きを諮問する

ことについて審議していただくことにしたいと思います。こういった案等も示されてお

りますが、そういった手続で委員の皆さん、よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 



○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、委員会指示の内容に遊漁を含めること、すなわち休漁期におきまして漁業

の禁止ではなく、採捕の禁止とすることという内容については、明日の本委員会にその

手続として、先ほど説明がありました関係県の知事あてに、委員会指示の発出について、

海面利用協議会等の御意見を聞くという手続を、本委員会の会長名で発出するという段

取り、手続きについて、明日再開されます委員会で提案したいと考えます。ちょっと複

雑なことですが、よろしいでしょうか。 

 恐らくそういった段取りで委員会で了承されますれば、事務局の方で、５ページにあ

りますような（案）の文書を、これから３～４月に発出して、それがまとまった段階で

また委員会を行って、正式の委員会指示という形に持っていくことになると思います。

そういう段取りでよろしいでしょうか。 

 

（４）資源回復計画（都道府県作成）の実施状況・検討状況について 

 

○橋本部会長 

 それでは時間も迫っているようですから、議題（４）「資源回復計画（都道府県作成）

の実施状況・検討状況について」でございます。 

 都道府県作成の資源回復計画につきましては、九州・山口海域の各県が作成しており

ます地先種の資源回復計画となってございます。現在までの実施状況・検討状況につい

て、事務局から資料６を用いましてよろしくお願いいたします。 

○松本係長 

 資料６でございます。本部会の審議事項ではございませんが、関係県における県単独

で取り組まれている地先種の資源回復計画の取組状況・検討状況につきまして、簡単に

御報告させていただきます。 

 表に示しておりますとおり、山口県のアマダイ類の計画につきましては、前回の部会

までに御報告させていただいておりますとおり、引き続き取り組みが実施されていると

いう状況でございます。 

 福岡県のイカナゴの計画につきましては今年度で終期を迎えますが、資源状況は極め

て悪いということで、引き続き３年間、計画を延長する方向で検討しておりまして、年

度内には計画を作成、公表予定と聞いております。 

 次に、長崎県の小型底びき網漁業（包括的）の計画です。これは橘湾の計画ですが、

前回に御報告しましたとおり、昨年度から計画がスタートしておりまして、順調に取り

組みが進められております。 

 また、対馬海域のアマダイ資源回復計画につきましては現在作成中でございまして、



今年度中の作成を目指して検討されていると聞いております。 

 熊本県のアサリ及びヒラメ並びに沖縄県の八重山海域の沿岸性魚類の回復計画につき

ましては、前回までに御報告しましたとおり、引き続き取り組まれているという状況で

ございます。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 県が作成することになっております、こういった地先種の資源回復計画につきまして

は報告のあったとおり、近々に作成・公表も予定されているような計画もあるようです。

いろいろ御苦労が多いかと思いますが、こういった地先種についても早期の計画作成に

ついて、さらなる関係者の御努力をよろしくお願いしたいと思います。 

 

（５）そ の 他 

 

○橋本部会長 

 以上、ちょっと長くなりましたが、本日事務局のほうで用意しておりました議題はす

べて終了いたしましたが、「その他」として、委員の皆様から何かございませんでしょ

うか。 

 また、事務局のほうからも何かあれば、「その他」の議題でよろしくお願いいたしま

す。 

 委員の皆さんからは、特段ございませんか。 

 それではほかに御意見もないようですから、最後に、次回の部会の開催日程等につい

て確認をしておきたいと思います。次回の部会の開催日程等につきましては、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

○後藤計画官 

 次回の九州西部会につきましては、先ほどガザミのお話があったと思いますが、本委

員会が４月 16日に予定されておりますので、その際にガザミの関係でまた部会を開きた

いと思います。それで御審議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 次回日程につきましては４月 16日金曜日の午後に、まず九州西部会を開催して、その

後、本委員会という手続でガザミの件、委員会指示の件について予定しているというこ

とですので、委員の皆様には毎月開催ということになりますが、よろしくお願いしたい

と思います。 

 



閉   会 

 

○橋本部会長 

 それでは長時間になりましたが、本日の九州西部会はこれにて閉会をいたしたいと思

います。御臨席の委員各位におかれましては長い間、午前中から引き続きの方も多いと

思いますが、貴重な御意見をありがとうございました。 

 トラフグ及びマチ類の資源回復計画については、来年度以降も引き続き計画を延長し

て取り組みを行うことになっておりますし、また、ガザミの資源回復計画も３年目の取

り組みを始めることとしております。こういった資源回復への取り組みについて明るい

展望が見られるように、今後とも関係各位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、事務手続で恐縮ですが、本部会の議事録署名人の谷雄策委員と森脇寛委員にお

かれましては、後日、事務局より本部会の議事録が送付されていくと思いますので、署

名の方をよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、長時間ありがとうございました。以上をもちまして、日本海・九州西広域

漁業調整委員会第 16回九州西部会を閉会させていただきます。長時間、どうもありがと

うございました。 

 


