
資料２－１

日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の取組状況

１．漁業者協議会等の開催実績（平成２２年３月１日以降、平成２２年１０月末日現在）

府県名 開催年月日 会議名 参加者 主な内容

新潟県 Ｈ２２年

３月２６日 第３４回ベニズワイガニ産業三者 漁業者、卸売業者、加工・仲買業者、 境港におけるベニズワイガニの水揚状況、

鳥取県 協議会 鳥取県、島根県、境港市、境港水産 ベニズワイガニ水揚げに関する三者意向

振興協会、境港漁業調整事務所 調査等について

島根県

５月２４日 第３５回ベニズワイガニ産業三者 漁業者、卸売業者、加工・仲買業者、 境港におけるベニズワイガニの水揚状況、

協議会 鳥取県、島根県、境港市、境港水産 ベニズワイガニ水揚げに関する三者意向

振興協会、境港漁業調整事務所 調査結果及び今後の対応等について

６月２４日 第３６回ベニズワイガニ産業三者 漁業者、卸売業者、加工・仲買業者、 境港におけるベニズワイガニの水揚状況、

協議会 鳥取県、島根県、境港市、境港水産 漁業関係法令の遵守等について

振興協会、境港漁業調整事務所

８月３０日 第３７回ベニズワイガニ産業三者 漁業者、卸売業者、加工・仲買業者、 ２１年度漁期の操業等の総括、漁業関係

協議会 鳥取県、島根県、境港市、境港水産 法令の遵守等について

振興協会、境港漁業調整事務所

８月３０日 第１回日本海べにずわいがに漁業 漁業者、日本海かにかご漁業協会、 日本海べにずわいがに漁業に係る自主規

に係る自主規制検討会 新潟県、兵庫県、鳥取県、鳥取県水 制について(資源管理協定制度、日本海沖

産試験場、島根県、境港漁業調整事 合ベニズワイガニ資源管理協定について)

務所

９月１７日 第２回日本海べにずわいがに漁業 漁業者、日本海かにかご漁業協会、 日本海沖合ベニズワイガニ資源管理推進

に係る自主規制検討会 兵庫県、鳥取県、鳥取県水産試験場、 委員会、委員会事務局の運営に関する経

島根県、境港漁業調整事務所 費等について

１０月８日 第３８回ベニズワイガニ産業三者 漁業者、卸売業者、加工・仲買業者、 境港におけるベニズワイガニの水揚状況、

協議会 鳥取県、鳥取県水産試験場、島根県、 ｢安定水揚げのための施策｣にかかる対応

境港市、境港漁業調整事務所 状況等について



府県名 開催年月日 会議名 参加者 主な内容

兵庫県 Ｈ２２年

３月１９日 漁業者協議会 漁業者、兵庫県但馬水産事務所 今後の取り組みについて意見交換

６月２日 漁業者協議会 漁業者、兵庫県但馬水産事務所 香住における 20 年度漁期の水揚げ及び操

業の結果、脱出リングの装着状況の確認

と効果等について意見交換

７月２０日 漁業者協議会 漁業者、兵庫県但馬水産事務所 知事許可船の漁場利用にかかる調整及び

今後の取り組みにかかる意見交換

７月２１日 漁業者協議会 漁業者、兵庫県但馬水産事務所 知事許可船の漁場利用にかかる調整及び

石川県 今後の取り組みにかかる意見交換

７月２９日 漁業者協議会 漁業者、但馬漁業協同組合、境港漁 21 年度漁期の水揚げ及び操業の結果、脱

業調整事務所、兵庫県但馬水産事務 出リングの効果や資源の状況、今後取組

所、兵庫県但馬水産技術センター むべき内容等にかかる意見交換

８月３０日 第１回日本海べにずわいがに漁業 漁業者、日本海かにかご漁業協会、 日本海べにずわいがに漁業に係る自主規

に係る自主規制検討会 新潟県、兵庫県、鳥取県、鳥取県水 制について(資源管理協定制度、日本海沖

産試験場、島根県、境港漁業調整事 合ベニズワイガニ資源管理協定について)

務所

８月３１日 漁業者協議会 漁業者、兵庫県漁連、兵庫県但馬水 22 年度漁期における 6 月休漁継続の決定

産事務所 及び今後の取り組みにかかる意見交換

９月１７日 第２回日本海べにずわいがに漁業 漁業者、日本海かにかご漁業協会、 日本海沖合ベニズワイガニ資源管理推進

に係る自主規制検討会 兵庫県、鳥取県、鳥取県水産試験場、 委員会、委員会事務局の運営に関する経

島根県、境港漁業調整事務所 費等について

１０月１５日 漁業者協議会 漁業者、兵庫県但馬水産事務所 現行計画終了後の取り組みについて意見

交換



２．漁獲努力量削減措置及び漁場環境保全措置の実施状況（平成２２年１０月末日現在）

（１）漁獲努力量削減措置
府県名 内 容 関係漁業種 実施時期 開始年度 実施状況

新潟県 休漁 日本海べにずわいがに漁業（大臣許可） ６月１日～３０日 １８年度 措置済み

漁獲量の上限設定 周年 １９年度 実施中

（休漁に相当する

措置として導入）

減船 未定 未定 未定

改良漁具の導入 周年 ２１年度 実施中

小型ガニの保護 周年 １９年度 実施中

兵庫県 休漁 日本海べにずわいがに漁業（大臣許可） ６月１日～３０日 １７年度 ２１年度実施済み

べにずわいがにかご漁業（知事許可）

減船 １８年６月 １８年度 知事許可船１隻減船済み

改良漁具の導入 周年 ２１年度 実施中

鳥取県 休漁 日本海べにずわいがに漁業（大臣許可） ６月１日～３０日 １８年度 措置済み

漁獲量の上限設定 周年 １９年度 実施中

（休漁に相当する

措置として導入）

減船 未定 未定 未定

改良漁具の導入 周年 ２１年度 実施中

小型ガニの保護 周年 １９年度 実施中



島根県 休漁 日本海べにずわいがに漁業（大臣許可） ６月１日～３０日 １８年度 措置済み

漁獲量の上限設定 周年 １９年度 実施中

（休漁に相当する

措置として導入）

減船 未定 未定 未定

改良漁具の導入 周年 １７年度 実施中

小型ガニの保護 周年 １９年度 実施中

（２）漁場環境保全措置
府県名 内 容 関係漁業種 実施時期 開始年度 実施状況

新潟県 海底清掃 日本海べにずわいがに漁業（大臣許可） ７～８月のうち一定期間 １７年度 ２２年度実施済み

兵庫県 海底清掃 日本海べにずわいがに漁業（大臣許可） ７～８月のうち一定期間 １７年度 ２２年度実施済み

べにずわいがにかご漁業（知事許可）

鳥取県 海底清掃 日本海べにずわいがに漁業（大臣許可） ７～８月のうち一定期間 １７年度 ２２年度実施済み

島根県 海底清掃 日本海べにずわいがに漁業（大臣許可） ７～８月のうち一定期間 １７年度 ２２年度実施済み



資料２－２

日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画新旧対照表（案）

変 更 後 現 行

１～３ （略） １～３ （略）

４ 資源回復のために講じる措置と実施期間 ４ 資源回復のために講じる措置と実施期間

(1) 漁獲努力量の削減措置 (1) 漁獲努力量の削減措置

1-(2)-3の水域に許可を有するカニかご漁船を対象とし、以下の措置 1-(2)-3の水域に許可を有するカニかご漁船を対象とし、以下の措置

を行う。 を行う。

① 休漁等の実施 ① 休漁等の実施

当面の間の措置として、下記のア及びイの区分ごとに、現行の休 当面の間の措置として、下記のア及びイの区分ごとに、現行の休

漁期（7 月～ 8 月）以外に 30 日間の新たな休漁期間を追加又はこれ 漁期（7 月～ 8 月）以外に 30 日間の新たな休漁期間を追加又はこれ

に相当する措置を講じるものとする。 に相当する漁獲努力量削減措置を講じるものとする。

ア）鳥取県境港を主な陸揚港とする大臣許可漁船は、現行の休漁期以 ア）鳥取県境港を主な陸揚港とする大臣許可漁船は、現行の休漁期以

外に、連続した 30 日間を追加休漁する（当該追加休漁期間中の一 外に、連続した 30 日間を追加休漁する（当該追加休漁期間中の一

定期間に、2-(2)-④で行っている(財)日韓・日中新協定対策漁業振 定期間に、2-(2)-④で行っている(財)日韓・日中新協定対策漁業振

興財団による漁場環境維持管理事業、加えて休漁中の漁船を活用 興財団による漁場環境維持管理事業、加えて休漁中の漁船を活用

した漁場保全活動（海底清掃）等を実施することを検討する。ま した漁場保全活動（海底清掃）等を実施を検討する。また、それ

た、それ以外の期間では係船休漁を実施することも併せて検討す 以外の期間では係船休漁を実施することも併せて検討する。）又は

る。）又は連続した30日間の休漁措置に相当する年間の漁獲量の上 連続した30日間の休漁措置に相当する漁獲努力量の削減措置を講

限設定の措置を講じることとするが、すべての漁船が同一の措置 じることとするが、すべての漁船が同一の措置を講じるものとす

を講じるものとする。 る。

イ）兵庫県香住港を主な陸揚港とする兵庫県知事許可船及び大臣許可 イ）兵庫県香住港を主な陸揚港とする兵庫県知事許可船及び大臣許可

船については、兵庫県知事許可船は現行の休漁期間に連続した 30 船は、現行の休漁期間に連続した 30 日間（6 月 1 日～ 30 日）を

日間（6 月 1 日～ 30 日）を追加休漁し係船休漁を実施することと 追加休漁し、係船休漁を実施する。

し、大臣許可船は当該追加休漁等をする又はこれに相当する年間

の漁獲量の上限設定による措置を講じることとするが、当該追加

休漁等と当該年間の漁獲量の上限設定による措置とを併せて実施

することを検討する。

②～④〔略〕 ②～④〔略〕
(2)～(4) (2)～(4)

５～８〔略〕 ５～８〔略〕

（注）便宜上、現在本計画に記載している下線は表示せず、本案の変更にかかる部分のみ下線表示した。
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