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目標：

①ハタハタ
　漁獲量で5,000トンまで回復させる。

②マガレイ
 2002年を基準として、漁獲量を13％増加させる。

今後の資源管理実施体制：

　 日本海北部海域における広域資源管
理検討会議（国、関係道県の行政・試験
研究機関、(独)水産総合研究センターで
構成）を設け、今後も継続的に複数県に
またがる資源管理について協議。

評価総括票：

資料2-1

措置：

①漁獲努力量の削減措置
・減船(沖底１隻、小底２隻）
・小型魚の再放流
　　（底建：マガレイ全長15cm未満）
・保護区域の設定（沖底、小底、刺し網）
・漁具の改良（沖底、小底：網目拡大）
・休漁期間の設定（小底、刺し網）

②資源の積極的培養措置
・ハタハタ産卵場のための藻場造成
・ハタハタ種苗生産・放流

③漁場環境の保全措置
・公共事業による海底堆積物の除去
・外国漁船等の残置漁具の回収

今後の資源管理措置：

　 沖底では保護区設定等の取り組み、ま
た関係県では小型魚の再放流、網目制
限等の取り組みについて、資源管理指針
に基づく資源管理計画を策定して継続。

目標：

　漁業経営を維持しつつ実施可能な最大限の漁
獲抑制措置をとることにより、資源の減少に歯止
めをかける。

今後の資源管理実施体制：

　 漁業者協議会等を通じて、沿岸・沖合
漁業双方共通認識の醸成。

評価総括票：

資料2-2

措置：

○漁獲努力量の削減措置
　①北海道沖合底びき網漁業
　　・スケトウダラを目的とした年間総操業隻日数
　　　の２割削減
　　・ 小型魚の漁獲割合が20％以上あった場合、
　　　他の漁区への漁場移動
　　・ 水揚げ総量が800トンを越えた場合の操業
　　　自粛
　②北海道沿岸漁業（すけとうだらはえ縄漁業、
　　　同固定式刺し網漁業）
　　・産卵親魚の保護等従来から行っている資源
　　　管理措置を充実
　③本州日本海北部漁業（スケトウダラを漁獲
　　 対象としている漁業）
    ・現状の操業を維持し、漁獲努力量が高まる
      ような操業を行わないよう努める

今後の資源管理措置：

○資源管理指針及び資源管理計画に移
行し、引き続き資源管理措置を継続。

○特に小樽地区沖合底びき網漁業、檜
山管内ひやま地区すけとうだらはえ縄漁
業及び後志管内島牧地区すけとうだら刺
し網漁業においては、新たな資源管理・
漁業所得補償対策制度を利用した「強度
資源管理タイプ」により漁獲努力量を削
減。

○漁獲量
　ハタハタの漁獲量は4,000トンから
5,000トンの間で推移していることから
目標は概ね達成。
　マガレイの漁獲量は、海洋環境の変
化など非人為的な要因によって再生産
成功率が低下したことにより、2010年
の漁獲量は245トン（目標値341トンの７
２％）。

○資源の水準・動向（2011年時点）
　①ハタハタ
　　資源水準　中位、資源動向　横ばい
　②マガレイ
　　資源水準　低位、資源動向　減少

①ハタハタ
　産卵親魚や小型魚の保護を目的
に、従来から取り組まれてきた体長制
限や漁獲量の制限等の他、新たに減
船や漁具改良に取り組んだ結果、ハタ
ハタの資源密度指数（沖底一網あたり
の漁獲量）は増加傾向。

②マガレイ
　 本計画による保護区の設定、休漁
等が着実に取り組まれ、漁獲努力量
の指標である漁獲係数(F)は本計画の
削減目標10％を大幅に上回る約20％
まで削減。本計画の取り組みにより
2009年の資源量で約28％増やす効果
があったと試算。

②スケトウダラ日本海北
部系群資源回復計画
（2007年（平成19年）3月
29日公表）

対象魚種：
スケトウダラ

○資源の水準・動向の推移
　資源評価結果の推移により資源の減
少に歯止めがかかったと判断。

　年度　　　　　水準/動向
　2011年度　　低位/横ばい
　2010年度　　低位/横ばい
　2009年度　　低位/減少
　2008年度　　低位/減少
　2007年度　　低位/減少
　2006年度　　低位/減少

　2007年の回復計画開始以降、高豊
度の2006年級群の獲り控え等により
資源水準の維持、増加等を図るため、
沖合底びき網漁業はスケトウダラを目
的とする操業隻日数の削減及び未成
魚の保護のための漁場移動、沿岸漁
業は産卵親魚の保護等、更には沖底
船の減船、TAC等の公的管理との相
乗効果により、産卵親魚の保護に効
果があったと考えられる。
    1990年代以降、種々の研究からも
指摘されているように、近年の海洋環
境がスケトウダラの再生産に適した環
境となっておらず、総じて再生産成功
率は低くなっていることから、今後、再
生産に適した環境となった場合に備
え、産卵親魚を維持していく必要があ
り、本資源回復計画における取組みを
継続する必要がある。

①日本海北部マガレイ、
ハタハタ資源回復計画
（2003年（平成15年）7月
1日公表）

対象魚種：
マガレイ、ハタハタ

備考
名称

（対象魚種）
目標、資源回復のために講じる措置 目標の達成状況 対象資源の維持・回復における効果 今後の方向性
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目標：

　 漁獲量を平成14年から18年までの平均漁獲量の
水準（42トン）に維持。

今後の資源管理実施体制：

　陸奥湾地区資源管理計画検討会議等
を通じて、資源状況や漁獲状況につい
て、定期的に情報交換を行う。

評価総括票：

資料2-3

措置：

①漁獲努力量の削減措置
　・ 操業統数の削減
　・ 放卵・放精後の親魚及び小型魚の再放流

②資源の積極的培養措置
　・ 種苗放流

今後の資源管理措置：

○放卵・放精後の親魚及び小型魚の再
放流）については、資源管理指針及び資
源管理計画に移行。

○種苗放流については、青森県栽培漁
業基本計画に基づき、引き続き取り組
む。

資源回復計画評価・総括一覧表【日本海西部会】

目標：

　あかがれいについて、計画開始年(基準年：2002
年)の資源水準を100とした場合、10年後(2011年)に
115(漁獲量で110)とする。

今後の資源管理実施体制：

　関係府県等による広域資源管理体制を
構築し、資源状況や取組の実施状況の
把握による資源管理措置の着実な実施
等を行うこととしている。

評価総括票：

資料2-4

措置：

①漁獲努力量の削減措置
　・保護区の拡大（沖合底びき網、小型底びき網）
　・保護礁の追加設置（沖合底びき網、小型底びき
　　網）
　・改良漁具の導入（沖合底びき網、小型底びき網）
　・休漁（沖合底びき網、小型底びき網）
　・減船（沖合底びき網）

②漁場環境の保全措置
　・海底耕耘・海底清掃

今後の資源管理措置：

　 資源管理指針及び資源管理計画に移
行し、引き続き取り組むこととしている。

今後の方向性 備考

　近年、マダラ陸奥湾産卵群を含むマダ
ラ北海道の資源水準は、順調な再生産
等により、高位にある。また近年は、陸奥
湾産卵群の産卵回遊時期・卵仔稚魚成
長時期の海水温が、回遊・生残に適した
状態が続いている。こうした海洋環境に
加えて、底建網操業統数の削減により、
漁獲努力量が約2割削減され、産卵親魚
の確保も図られた。また、再放流及び種
苗放流が着実に実施されるなど、資源の
造成が図られた。これらにより、陸奥湾
海域の漁獲量が増加したと考えられる。

○漁獲量
　目標値（42トン）の約4.6倍となる192
トンとなり、目標は達成された。

○資源の水準・動向（2011年時点）
（マダラ北海道のうち北海道南海域）
　　資源水準　高位、資源動向　増加

名称
（対象魚種）

目標、資源回復のために講じる措置 目標の達成状況 対象資源の維持・回復における効果

③マダラ陸奥湾産卵群
資源回復計画
（2007年（平成19年）3月
29日公表）

対象魚種：
マダラ

今後の方向性 備考

　あかがれいについては、卓越年級群と
考えられる2001年級群が漁獲され始め
た2004年以降の漁獲量の増加が顕著で
あるが、本計画に基づく取組による漁獲
圧の抑制により、2001年級群の小型魚
及び親魚の保護に効果があったと考えら
れる。
　なお、2001年級群以降に豊度の高い年
級群が確認されていないことから、今後
も本計画で取り組んできた漁獲努力量削
減の取組等を継続しつつ、資源動向に注
視する必要がある。

名称
（対象魚種）

目標、資源回復のために講じる措置 目標の達成状況 対象資源の維持・回復における効果

○漁獲量
　 2002年 漁獲量 2,935トン（基準年）
→2010年 漁獲量 5,320トン（81％増）

　あかがれいについては、2002年の
漁獲量（2,935トン）を100とした場合、
2010年の漁獲量（5,320トン)は、181に
相当することから本計画の目標は達
成されたと考えられる。ずわいがにつ
いては、具体的な目標設定はない
が、現在は中位・減少傾向にある。

○資源の水準・動向（2011年時点）
　①あかがれい
　　 資源水準　高位、資源動向　増加
  ②ずわいがに
   　資源水準　中位、資源動向　減少

○日本海西部あかがれ
い(ずわいがに)資源回復
計画
（2002年（平成14年）9月
6日公表）

対象魚種：
あかがれい
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目標：

　 計画期間中の最大推定資源量の1,264トン
（2006年漁期）までに回復させる.

今後の資源管理実施体制：

　　トラフグ広域資源管理検討会（山口、
福岡、佐賀、長崎、熊本、広島県のトラフ
グはえ縄漁業者代表・関係県行政・研究
機関、西海区水産研究所、瀬戸内海区
水産研究所及び九州漁業調整事務所
（事務局））を設立し、本会議にて、資源
回復計画と同様に「トラフグ広域資源管
理方針」として資源管理措置をとりまと
め、引き続き連携・協力して広域資源管
理に取り組む。

措置：

①漁獲努力量の削減措置
　 ・操業隻数管理
 　・休漁期間の設定
 　・小型魚の再放流

②　資源の積極的培養措置
   ・トラフグの種苗放流
 　(適地への適サイズの健全種苗)

③漁場環境の保全措置
   ・ 海底清掃等

今後の資源管理措置：

　トラフグ広域資源管理検討会にて、取り
まとめられた漁獲努力量の削減措置（操
業隻数管理、休漁期間の設定、小型魚
の再放流）、資源の積極的培養措置(トラ
フグの適地への適サイズの健全種苗放
流）、漁場環境の保全措置に取り組む。
　また、漁獲努力量の削減措置の実効性
を担保するため、広域漁業調整委員会議
指示が必要。

目標：

　計画海域の資源量の減少傾向を抑え、維持
することを目標（沖縄海域の計画開始前年の
2004年の資源量推定値3,315トン）。

今後の資源管理実施体制：

　　マチ類広域資源管理検討会（沖縄
県、鹿児島県、熊本県のマチ類漁業者代
表、関係県行政・研究機関、西海区水産
研究所及び九州漁業調整事務所(事務
局)）を設立し、本会議にて、資源回復計
画と同様に「マチ類広域資源管理方針」
として資源管理措置をとりまとめ、連携・
協力して広域資源管理に取り組む。

措置：

○漁獲努力量の削減措置
  ・ 保護区（期間・周年禁止）の設定
  ・ 小型魚の保護
  ・保護区内の漁獲可能な時期でもハマダイを
    主な漁獲対象としない。

今後の資源管理措置：

　 マチ類広域資源管理検討会にて、取り
まとめられた漁獲努力量の削減措置（保
護区（期間・周年禁止）の設定、 小型魚
の保護等に取り組む。

評価総括票：

資料2-5-1

広域資源管理
方針：

資料2-5-2

②南西諸島海域マチ類
資源回復計画
（2005年（平成17年)4月
15日公表）

対象魚種：
アオダイ、ヒメダイ、オオ
ヒメ、ハマダイ

○資源量
　2010年の資源量推定値3,900トンとな
り、目標値（3,315トン）を18％上回ったこ
とから目標は達成された。

○資源の水準・動向（2011年時点）
　①アオダイ
　　資源水準　低位、資源動向　横ばい
　②ヒメダイ
　　資源水準　低位、資源動向　横ばい
　③オオヒメ
　　資源水準　低位、資源動向　横ばい
　④ハマダイ
　　資源水準　低位、資源動向　増加

  資源回復計画の下で保護区（周年、期
間休漁）の設定、小型魚の保護に取り組
んだことにより、産卵親魚の確保が図ら
れ、資源動向は、ハマダイは増加傾向と
なり、アオダイ、ヒメダイ及びオオヒメは横
ばい傾向となっていることから、資源の維
持等に効果があったものと考えられる。

評価総括票：

資料2-6-1

広域資源管理
方針：

資料2-6-2

①九州・山口北西海域ト
ラフグ資源回復計画
（2005年（平成17年）4月
15日公表）

対象魚種：
トラフグ

○資源量
　 2002年の1,296トンから変動しながら
減少傾向で、2009年は1,099トン、2010
年は973トンと推定。

　ただし、九州・山口北西海域の資源量
（推定）においては、直近三カ年では僅
かながら増加傾向。

○資源の水準・動向（2011年時点）
　　資源水準　低位、資源動向　減少

 　九州・山口北西海域では、資源回復計
画の下で休漁、 操業隻数制限、小型魚
の保護及び健全人工種苗の適地・適サ
イズの放流に取り組んだ結果、系群全体
の資源水準は低下しているが、同海域の
トラフグ資源水準は、僅かながら増加傾
向となった。

備考
名称

（対象魚種）
目標、資源回復のために講じる措置 目標の達成状況 対象資源の維持・回復における効果 今後の方向性
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目標：

　 資源の減少傾向をくい止め、計画期間終了後も漁獲
量から見た現状の資源水準の維持。

今後の資源管理実施体制：

　ガザミ広域資源管理検討会（福岡、佐
賀、長崎、熊本のガザミ漁業者代表・行
政・研究、西海区水産研究所、九州漁業
調整事務所（事務局））を設立し、本会議
にて、資源回復計画と同様に「ガザミ広
域資源管理方針」として資源管理措置を
とりまとめ、引き続き連携・協力して広域
資源管理に取り組む。

措置：

①漁獲努力量の削減措置
  ・抱卵ガザミ（黒デコ）の保護
  ・小型ガザミの再放流
  ・休漁期間の設定

②資源の積極的培養措置
  ・ガザミの種苗放流

③漁場環境の保全措置
  ・ 海底耕耘等

今後の資源管理措置：

　　ガザミ広域資源管理検討会にて、取り
まとめられた漁獲努力量の削減措置（抱
卵ガザミ（黒デコ）の保護、小型ガザミの
再放流、採捕禁止期間の設定）、資源の
積極的培養措置（ガザミの種苗放流）、漁
場環境の保全措置に取り組む。
　また、漁獲努力量の削減措置の採捕禁
止期間の実効性を担保するため、広域漁
業調整委員会議指示が必要。

資源回復計画評価・総括一覧表【本委員会】その１

①日本海沖合ベニズワ
イガニ資源回復計画
（2005年(平成17年）4月7
日公表）

対象魚種：
ベニズワイガニ

目標：

　日本海のベニズワイガニ資源は、低水準・減少傾向に
あると判断されることから、漁獲努力量の削減措置とし
て休漁等に取り組み、漁獲対象である雄ガニの資源量
（相対資源量）を6％増加させることにより、2011年度ま
での7年間でベニズワイガニ資源の減少（1998年以降、
年に約1㎏／かごの割合で減少傾向）に歯止めをかけ
る。

今後の資源管理実施体制：

　境港ベニズワイガニ産業三者協議会を
開催し資源状況や資源管理への取り組
みの情報交換を行うとともに、日本海沖
合ベニズワイガニ資源管理協定の適切
な運用等による資源管理措置の着実な
実施等を行うこととしている。

評価総括票：

資料2-8

措置：

ⅰ．漁獲努力量の削減措置
　①休漁（日本海べにずわいがに漁業、べにずわいがにかご漁業）
     現在の休漁期（７月～８月）以外に、30日間の新たな休漁又は休
　　 漁に相当する措置を実施。
     ア 鳥取県境港を主な陸揚港とする漁船
          6月を追加休漁（2007年度より追加休漁に相当する措置とし
          て、船別漁獲量の上限設定）。
    イ 兵庫県香住港を主な陸揚港とする漁船
         6月を追加休漁(大臣許可船は2010年度より船別漁獲量の上
        限設定)。
　②減船（日本海べにずわいがに漁業、べにずわいがにかご漁業）
      必要に応じ適宜実施。
　③改良漁具の導入（日本海べにずわいがに漁業、べにずわいが
      にかご漁業）
      漁獲対象サイズより小さいカニを生きた状態で効率的に逃がす
      ため、「脱出口付きかご」の導入を推進。

ⅱ．漁場環境の保全措置

     海底清掃を実施

今後の資源管理措置：

　資源管理指針及び資源管理計画に移
行し、引き続き資源管理に取り組むことと
している。

○１かご当たりの漁獲量（ＣＰＵＥ）
　2005年　9.2（基準年）
　→　2010年　9.4（2％増）

　大臣許可水域及び兵庫県知事許
可水域の漁獲量及びＣＰＵＥの推移
から本計画の目標は達成されたと考
えられる。

○資源の水準・動向（2011年時点）
　①大臣許可水域
　資源水準　低位、資源動向　増加
　②兵庫県知事許可水域
　資源水準　高位、資源動向　増加

　ベニズワイガニは、水深500から
2,700mの深海域に生息し、寿命も長
いことから、生物学的知見が乏しく資
源の正確な推定は困難である。このた
め、現時点で本計画の取組による資
源の維持・回復における効果を定量
的に示すことは困難であるが、ＣＰＵＥ
について見ると計画開始後は回復し、
増加又は横ばい傾向となっている。
    今後も現在の資源管理の取組を継
続しつつ、資源状況について調査を行
い、資源管理効果を把握していく必要
がある。

名称
（対象魚種）

目標、資源回復のために講じる措置 目標の達成状況 対象資源の維持・回復における効果 今後の方向性 備考

③有明海ガザミ資源回
復計画
（2008年（平成20年）3月
23日公表）

対象魚種：
ガザミ

○資源の水準・動向（2011年時点）
　資源動向は横ばい傾向であるた
め、資源の減少傾向をくい止める目
標は達成。

　資源水準　低位、資源動向　横ばい
　　　　　（漁獲量から見た資源水準）

　資源回復計画により、たも網その他
のすくい網によるガザミの６月１日から
１５日間の採捕禁止、抱卵ガザミの再
放流及び蓄養放卵後の出荷によるガ
ザミの産卵機会の確保、小型ガザミの
再放流及び関係県の種苗放流の取り
組みにより、資源水準の減少を食い
止めることができた。

評価総括票：

資料2-7-1

広域資源管理
方針：

資料2-7-2

備考
名称

（対象魚種）
目標、資源回復のために講じる措置 目標の達成状況 対象資源の維持・回復における効果 今後の方向性



資源回復計画評価・総括一覧表【本委員会】その２

目標：

　対象海域における有用底魚資源の減少傾向
の歯止め及び回復計画終了後の単位漁獲努
力量当たりの漁獲量（1網当たりの漁獲量）の
引き上げ。

今後の資源管理実施体制：

　沖合底びき網漁業者及び以西底びき網
漁業者は、全国底曳網漁業連合会の下
で資源管理を実施。

措置：

① 漁獲努力量の削減措置
　ア) 沖合底びき網漁業
　　・減船
　　・漁船の小型化
　　・漁具改良
　イ） 以西底びき網漁業
　　・休漁
　　・保護区（必要に応じて実施）
　　・減船(必要に応じて実施）

② 資源の積極的培養措置
　  マダイ等の種苗放流

③ 漁場環境の保全措置
　　海底清掃

今後の資源管理措置：

　 本有用底魚資源を利用・管理する沖合
底びき網漁業者及び以西底びき網漁業
者は、同資源水準の維持・回復のため、
本資源回復計画と同様の取組を全国底
曳網漁業連合会が作成する資源管理計
画により取り組む。

目標：

① マアジ及びマサバ
　  小型魚への漁獲圧を低減する取組により、
 2013年度の親魚量を現状の漁獲圧を継続し
 た場合（平成20年の資源評価の親魚量）に比
 べ、1万トン以上増加させる。

② マイワシ
　  マイワシを目的とした操業は行わない（混獲
  程度に止める。）

今後の資源管理実施体制：

 　マアジ（マサバ・マイワシ）広域資源管
理検討会（大臣許可まき網団体（山陰、
日本遠洋、鹿児島県旋網漁業協同組
合）、知事許可旋網団体（山陰、長崎県、
鹿児島県まき網漁業協同組合）、島根・
長崎・鹿児島県行政及び研究機関、西海
区水産研究所、境港漁業調整事務所、
九州漁業調整事務所）を設立し、引き続
き連携・協力して広域資源管理に取り組
む。

措置：

○漁獲努力量の削減措置
  ① マアジ及びマサバ
    ア　大中型まき網漁業
　　     小型魚を主とする漁獲があった場合に
      は、以降、集中的な漁獲圧をかけないよう
      速やかに漁場移動。
    イ　中小型まき網漁業
　       団体毎に、一定日数の休漁、水揚げ日
      数制限等の漁獲制限を実施。

  ②  マイワシ
        目的とした操業は行わない（混獲程度
  に止める。）

今後の資源管理措置：

　 マアジ（マサバ・マイワシ）広域資源管
理検討会にて、取りまとめられた漁獲努
力量の削減措置（一定日数の休漁、水揚
げ日数制限、小型魚の保護）に取り組
む。

②日本海西部・九州西
海域底びき網漁業（２そ
うびき）
包括的資源回復計画
（2006年（平成18年）10
月13日公表）

対象魚種：
沖合底びき網漁業及び
以西底びき網漁業の主
要漁獲物（タイ類、タチウ
オ、ヒラメ、カレイ類、イカ
類、アマダイ類、アンコ
ウ、アカムツ、アナゴ等）

○1網当たりの漁獲量
　増加傾向で推移し、計画以前の状態
から改善。

○資源の水準・動向（2011年時点）
　対象海域における有用底魚資源の資
源水準・動向は、概ね横ばい、増加傾
向となっていることから、有用底魚資源
の減少傾向に歯止めをかけることがで
きた。

 マダイ(日本海西部・東シナ海)   中位/横ばい
 キダイ(日本海・東シナ海)          中位/増加
 ヒラメ (日本海西部・東シナ海)    中位/横ばい
 ソウハチ(日本海)                     中位/横ばい
 ムシガレイ (日本海)                 中位/横ばい
 ウマヅラハギ(日本海・東シナ海) 低位/横ばい
 ケンサキイカ (日本海・東シナ海) 低位/増加
 アマダイ類 東シナ海                 低位/横ばい
 東シナ海底魚類
   エソ類                                  低位/横ばい
   シログチ                               低位/増加
   ハモ                                    低位/増加
   カレイ類                                低位/増加
   キグチ                                  低位/不明
   マナガツオ類                         低位/横ばい
 タチウオ(日本海・東シナ海)     　 低位/減少

　これらのことから、目標は概ね達成さ
れたと考えられる。

　 沖合底びき網漁業の減船による隻数
の減少や、以西底びき網漁業においてマ
ダイ、キダイ等の産卵親魚等の保護のた
めの休漁の取組等を通じて、2010年の
漁獲努力量（総投網数）は、計画開始年
の前年（2005年）に比べ、29％減少した。
　　また、沖合底びき網漁業では、15㎝以
下の小型魚等を選択的に脱出させるた
め、目合いの拡大を行い、有用底魚資源
の小型魚の保護を図った。
　こうした取組を通して、計画開始前に低
位・減少傾向にあった対象魚種の資源の
状態は、一部の魚種では改善の兆しが
みえており、有用底魚資源の減少傾向に
概ね歯止めをかけることができたと考え
られる。

評価総括票：

資料2-9

③日本海西部・九州西
海域マアジ（マサバ・マイ
ワシ)資源回復計画
（2009年（平成21年）3月
31日公表）

対象魚種：
マアジ、マサバ、マイワシ

① マアジ
     （親魚量）　2008年　26.5万トン
　      　        →2010年　23.8万トン
 　  親魚量は、2005年以降横ばい傾
  向、 資源量は、2008年の42万トンから
  2010年は46万トンとなっており、資源
　水準を維持。

②マサバ
　（親魚量）   2008年　15.4万トン
　　　　　　   →2010年　24.8万トン
 　目標を達成。

③マイワシ
　 マイワシを目的としない操業（混獲
 程度）を維持。

○資源の水準・動向（2011年時点）
  ①  マアジ（対馬暖流系群）
　　資源水準　中位、資源動向　横ばい
  ②  マサバ（対馬暖流系群）
　　資源水準　中位、資源動向　増加
　③マイワシ（対馬暖流系群）
　　資源水準　極めて低位、
　　資源動向　増加

　資源回復計画の下、マアジ及びマサバ
資源に対する、定時休漁、夜間申し合わ
せ自主休漁、水揚げ日数制限、小型魚
の漁獲回避のための漁場移動の実施に
より、資源動向は、中位、横ばい及び増
加とする効果があった。
　マイワシについては、目的としない操業
（混獲程度に止める）の取組がなされた。

評価総括票：

資料2-10-1

広域資源管理
方針：

資料2-10-2

広域資源管理
実施体制図：

資料2-10-3

備考
名称

（対象魚種）
目標、資源回復のために講じる措置 目標の達成状況 対象資源の維持・回復における効果 今後の方向性


