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１.開催日時 

平成１７年１１月１日（火）１３：００～１５：００ 

２.開催場所 

アジュール竹芝 飛鳥の間 

３出席者 

 （委 員） 

 森 本  稔  (財)海洋生物環境研究所理事長 

中 村 東 伍 石狩湾漁業協同組合代表理事組合長 

 西 崎 義 三 舮作漁業協同組合代表理事組合長 

 小 坂 榮 一 秋田県漁業協同組合代表監事 

 齋 藤 辰 男 山形海区漁業調整委員会会長 

 小 田 政 市 村上市岩船港漁業協同組合代表理事組合長 

 森 本 太 郎 氷見漁業協同組合副組合長理事 

 堂   久 八 南浦漁業協同組合代表理事組合長 

 齊 藤 洋 一 越前町漁業協同組合代理事組合長 

 佐々木 新一郎 京都府漁業協同組合連合会代表理事会長 

 吉 岡 修 一 但馬海区漁業調整委員会会長 

 生 越 日出夫 網代港漁業協同組合代表理事組合長 

 屋 田 孝 治 隠岐海区漁業調整委員会会長 

 清 水 栄太郎 山口県日本海海区漁業調整委員会会長 

 松 井 誠 一 九州大学大学院農学研究院教授 

 宮 崎 征 男 佐賀県有明海区漁業調整委員会委員 

 小 西 藤 司 小値賀町漁業協同組合代表理事組合長 

 福 田  靖  九州ルーテル学院大学教授 

 野 村 義 也 鹿児島県連合海区漁業調整委員会会長 

 桃 原 仁 一 沖縄海区漁業調整委員会会長 

和 田 耕 治 共和水産株式会社代表取締役 

本 川 廣 義 大栄水産株式会社代表取締役 

田 中  猛  東洋漁業株式会社専務取締役 

風 無 成 一 日東水産株式会社代表取締役 



冨 田 重 基 青森県日本海機船底曳漁業者会会長 

宮 本 政 昭 兵庫県機船底曳網漁業協会副会長 

宮 本 光 矩 有限会社佐賀水産代表取締役 

三 木 奈都子 (独)水産大学校助教授 

 

（水 産 庁） 

小 林 芳 雄 水産庁長官 

五十嵐 太 乙 水産庁資源管理部長 

武 田 真甲子 水産庁資源管理部管理課長 

長 谷 成 人 水産庁資源管理部管理課資源管理推進室長 

大 橋 貴 則 水産庁資源管理部管理課資源管理推進室資源管理企画班課長補佐 

長 元 雅 寛 水産庁資源管理部管理課資源管理推進室管理型漁業推進班課長補佐 

小 池 幹 人 水産庁資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班課長補佐 

冨 田 智 明 水産庁資源管理部沿岸沖合課指定漁業第１班課長補佐 

廣 野   淳 水産庁資源管理部沿岸沖合課指定漁業第２班課長補佐 

青 木 保 男 水産庁増殖推進部漁場資源課沿岸資源班課長補佐 

吉 田 英 治 北海道漁業調整事務所資源課長 

栗 田 雅 弘 新潟漁業調整事務所長 

澤 田 竜 美 新潟漁業調整事務所資源課長 

森   義 信 境港漁業調整事務所所長 

南   哲 也 境港漁業調整事務所資源課長 

木實谷 浩 史 九州漁業調整事務所所長 

堤   眞 治 九州漁業調整事務所次長 

 

 

 

 

 

 

 



4.議題 

・会長等の互選について  

・議事録署名人の選任  

・広域漁業調整委員会の概要について 

・各部会の設置及び部会委員について  

・日本海・九州西広域漁業調整委員会及び各部会の開催状況について 

・資源回復計画の概要について  

・水産資源の状況について 

・資源回復計画について  

  ①実施中の魚種別資源回復計画の概要及び取組み状況について  

  ②魚種別資源回復計画の検討状況について  

  ③包括的資源回復計画の取組について 

・そ  の  他  

  次回以降の会議の持ち方について  

 



 

 

 

開     会 

 

○長元課長補佐 定刻となりましたので、ただいまから第６回日本海・九州西広域漁業調

整委員会を開催いたします。 

 本日は学識経験者の農林水産大臣選任委員のうち櫻本和美委員が事情やむを得ず欠席さ

れておりますが、委員定数 29 名のうち過半数を超える 28 名の委員の御出席を賜っており

ますので、漁業法第 114 条で準用いたします第 101 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。 

 

挨     拶 

 

○長元課長補佐 会議に先立ちまして、五十嵐資源管理部長からごあいさつをお願いしま

す。 

○五十嵐資源管理部長 御紹介をいただきました資源管理部長の五十嵐でございます。 

 今日は第６回の日本海・九州西広域漁業調整委員会ということで、北海道から沖縄まで

お集まりいただき、遠いところからおいでいただきまして、ありがとうございます。 

 申し上げるまでもなく、我が国漁業を取り巻くいろいろな情勢、魚価安でありますとか、

最近の例の燃油高騰の問題とか、諸外国との競合の問題、いろいろございますが、何とい

っても基本は資源の問題ではないかというふうに私ども最近つくづく感じておるわけでご

ざいます。漁業法の仕組みにしても、国際的な枠組みにしても、資源を切り口にして、い

ろいろなものが回ってくるということかなと思っております。 

 私ども、平成 19 年の春には、今の水産基本計画の見直しを行わなければなりません。

そこに向けて目下、庁内で検討作業を始めたところでございますけれども、その中でも資

源というものを一つの大きな柱に立てて、これをどのように回復し維持していくかという

ことをしていかなければならない。逆に言いますと、それなしで幾ら漁船漁業対策あるい

は、その他の対策を講じてみても、意味がないのかなと感じておるところでございます。 

 広域漁業調整委員会は、ここを含めまして、三つ設置されておりまして、大変重要なお
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仕事、資源回復計画の審議をしていただいているわけでございます。今回改選されまして、

新しい方々で新しい活動をお願いするということになりました。これまでにも増して活発

な、かつ濃密な、かつ、これまでの域にとらわれない広範囲な御議論もしていただきたい

と思うところでございます。 

 今日は、本来ですと水産庁長官の小林が伺うはずでございましたが、よんどころない用

事で私ということでございます。そのところをお許しいただきまして、今日と明日、活発

な建設的な御議論をお願いしたいと思うところでございます。 

 開会に当たりまして、ごあいさつをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○長元課長補佐 どうもありがとうございました。 

 五十嵐部長は所用のため、ここで退席させていただくということになります。御了承願

います。 

 委員の方で、佐賀県の宮崎征男さんが若干おくれているみたいです。 

 

配付資料の確認 

 

○長元課長補佐 続きまして、議事に入ります前に、お配りしてあります資料の確認を行

いたいと思います。 

 お手元にお配りしております資料でございますが、まず議事次第、委員名簿、委員配置

図、そして本日の出席者名簿。その後が会議で使用いたします資料です。資料１。資料２

が資料２－１と資料２－２、２－３となっております。資料３が資料３－１、３－２とな

っております。資料４。資料５。そして、資料６ですが、資料６－１と、６－２が３部構

成になっておりまして、６－２－１、６－２－２、６－２－３の３種類がくっついており

ます。そして、資料７と資料－８。以上でございます。 

 それから、参考資料といたしまして、青いパンフレットで、全漁連が作成しております

資源回復計画のパンフレットと、水産庁で作成しております広域漁業調整委員会の赤いハ

ンドブックと、以上になっております。 

 不足等ございましたら、両サイドに事務局が控えておりますので、お申しつけ願いたい

と思います。――よろしいでしょうか。 
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会長等の互選について 

 

○長元課長補佐 議題１に入らせてもらいます。 

 議題１の会長等の互選についてでございます。会長及び会長の職務を代理する者の互選

に関しまして、会長につきましては漁業法第 114 条で準用いたします同法 85 条第２項の

規定により、また会長の職務を代理する者につきましては漁業法施行令第３条第１項の規

定によりまして、委員の皆さんが互選することになっております。 

 この会長及び会長の職務を代理する者が決まりますまでの間は、水産庁の武田管理課長

が仮議長を務めさせていただこうと考えておりますが、いかがでございましょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○長元課長補佐 それでは、よろしくお願いします。 

○仮議長（武田管理課長） 管理課長の武田でございます。暫時、仮の議長を務めさせて

いただきます。 

 議事に入る前に、事務局から本委員会の委員の構成及び任期等について説明をお願いし

たいと思います。 

○長元課長補佐 それでは、議事次第の次のページにあります委員名簿をご覧ください。 

 本委員会の委員構成についてですが、日本海・九州西の区域内に設置された海区漁業調

整委員会の委員から道府県ごとに互選された委員 19 名と、農林水産大臣が選任した漁業

者代表の委員７名、学識経験者の委員３名の計 29 名で構成されています。 

 次に、委員の任期ですが、平成 17 年、今年の 10 月１日から平成 21 年９月 30 日までの

４年間であります。 

 本日の第６回の委員会は、第２期の委員の方々になって初めての会合ということでござ

いますので、ここで委員の皆さんの御紹介をさせていただきます。 

 再任の委員がほとんどでございますが、新任の委員であります富山県の森本太郎委員、

それから、今は欠席ですけれども、来られましたらお願いしたいと思いますが、佐賀県の

宮崎征男委員、それから農林水産大臣選任委員の田中猛委員には、御紹介の折、一言ごあ

いさつをお願いいたします。 

 委員名簿に従いまして御紹介させていただきます。こちら向かって右手の方から御紹介

させていただきます。 

 北海道から中村委員。 
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○中村委員 中村です。よろしくお願いいたします。 

○長元課長補佐 青森県から西崎委員。 

○西崎委員 西崎です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 秋田県から小坂委員。 

○小坂委員 小坂でございます。 

○長元課長補佐 山形県から齋藤委員。 

○齋藤辰男委員 齋藤です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 新潟県から小田委員。 

○小田委員 小田です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 富山県から森本太郎委員でございます。 

○森本委員 従来の富山代表の大黒委員にかわりまして、このたび委員になりました森本

でございます。 

 私は、本業は富山県の氷見市におきまして定置網漁業を営んでおるわけでございます。

したがいまして、余り多角的な漁業じゃなくて、「自然にやさしい」をモットーにして、

氷見市もそういうことでＰＲいたしておるわけでございます。 

 何分にも初めてございますので、今後ともひとつよろしくお願いいたしたいと思います。 

○長元課長補佐 ありがとうございました。 

 続きまして、石川県から堂委員。 

○堂委員 堂です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 福井県から齊藤委員。 

○齊藤洋一委員 齊藤です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 京都府から佐々木委員。 

○佐々木委員 佐々木です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○長元課長補佐 兵庫県から吉岡委員。 

○吉岡委員 吉岡です。 

○長元課長補佐 鳥取県から生越委員。 

○生越委員 生越です。 

○長元課長補佐 島根県から屋田委員。 

○屋田委員 屋田でございます。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 山口県から清水委員。 
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○清水委員 清水です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 福岡県から松井委員。 

○松井委員 松井です。どうかよろしくお願いいたします。 

○長元課長補佐 長崎県から小西委員。 

○小西委員 小西です。どうぞよろしく。 

○長元課長補佐 熊本県から福田委員。 

○福田委員 福田と申します。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 鹿児島県から野村委員。 

○野村委員 野村です。よろしくお願いいたします。 

○長元課長補佐 沖縄県から桃原委員。 

○桃原委員 桃原でございます。よろしくお願いいたします。 

○長元課長補佐 続きまして、大臣選任の方に移ります。 

 漁業者代表で和田委員。 

○和田委員 和田です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 本川委員。 

○本川委員 本川です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 田中猛委員。 

○田中猛委員 長崎の東洋漁業の田中でございます。 

 前任者は濱田素司委員でございました。まき網漁業３ヶ統をやっております。よろしく

お願いいたします。 

○長元課長補佐 ありがとうございました。 

 風無委員。 

○風無委員 風無です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 冨田委員。 

○冨田委員 冨田です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 宮本政昭委員。 

○宮本政昭委員 宮本です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 宮本光矩委員。 

○宮本光矩委員 宮本です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 学識経験者の方で、森本委員。 
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○森本委員 森本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○長元課長補佐 三木委員。 

○三木委員 三木でございます。よろしくお願いいたします。 

○長元課長補佐 引き続きまして、事務局の出席者を御紹介させていただきたいと思いま

す。 

 向かって左側から水産総合研究センター日本海区水産研究所日本海漁業資源部の岸田部

長です。 

○岸田部長 （起立一礼） 

○長元課長補佐 続きまして、同じく水総研の西海区水産研究所東シナ海漁業資源部の堀

川部長。 

○堀川部長 堀川です。 

○長元課長補佐 管理課長です。 

○武田管理課長 武田でございます。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 こちらの方で資源管理推進室の長谷室長です。 

○長谷室長 長谷です。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 同じく推進室のＴＡＥ班・小池課長補佐です。 

○小池課長補佐 小池でございます。よろしくお願いします。 

○長元課長補佐 私、同じく推進室推進班の長元です。よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○仮議長 会長及び会長の職務を代理する者の互選につきまして、議事に入らせていただ

きます。 

 お手元に資料１がございますが、ここに日本海・九州西広域漁業調整委員会事務規程と

いうのがございます。この４条のところをご覧いただきたいんですけれども、漁業法等の

規定に基づきまして、この事務規程第４条におきまして、会長及び会長の職務を代理する

者につきましては委員の互選により選出するという旨、規定されております。 

 そこで、どなたか立候補される方もしくは御推薦される方がいらっしゃいましたら、御

意見をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 小坂委員。 

○小坂委員 秋田県の小坂でございます。 

 部会長などの推薦について申し上げます。本部会は広域的な資源管理に関しての協議や
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調整などを行う場でもありますので、中立的な立場の学識経験者委員の方に部会長などを

お願いしたいと思います。 

 よって、部会長には引き続き森本委員、部会長職務代行者には三木委員を推薦したいと

思います。よろしくお願いします。 

○仮議長 今、小坂委員から御意見あったんですけれども、部会長というお話でした。こ

の場で本委員会の会長及び会長の職務を代理する者を選任いたしますので、部会長につき

ましては、後ほど部会の方で改めて決める形になりますので、よろしくお願いいたします。 

 もう一方、吉岡委員。 

○吉岡委員 重複するのか知りませんけれども、会長には森本委員、職務代理には三木委

員をお願いいたしたいと思います。御推薦申し上げたいと思います。 

○仮議長 ほかに提案……。 

○野村委員 事務局案はないんでしょうか、お伺いしたいと思います。 

○仮議長 事務局といたしましては、広域漁業調整委員会の会長につきましては、これま

でも互選という形で規程にはそのように書いてございまして、まず互選等ありましたら、

その形で決めさせていただきたい。仮にそういうのがなければ、事務局の方で御提案させ

ていただくこともあろうかと思いますけども、手続としては、今のような形でということ

でございます。 

○野村委員 わかりました。 

○仮議長 ほかにございますでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○仮議長 ただいま吉岡委員から、会長につきまして学識経験者委員の森本稔委員、会長

の職務を代理する者につきまして、同じく学識経験者委員の三木奈都子委員という御提案

がございましたが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○仮議長 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

 ただいま会長及び会長の職務を代理する者が互選されましたので、森本会長におかれま

しては、会長席にお移りいただきまして、以後の議事進行をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○長元課長補佐 先ほど御紹介できなかったんですが、佐賀県の宮崎征男委員がただいま

来られましたので、御紹介させていただきたいと思います。 
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 できましたら、一言お願いしたいと思います。 

○宮崎征男委員 飛行機の都合でおくれて、大変御迷惑かけました。申しわけございませ

ん。 

 私、初めて本委員会に出席させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○森本会長 先ほど日本海・九州西広域漁業調整委員会の会長に互選をしていただきまし

た森本でございます。重要な責任のある職を引き続き務めさせていただくことになりまし

て、大変身が引き締まる思いがいたしておるところでございます。どうかよろしくお願い

いたします。 

 これから議事運営に入りたいと思います。 

 会長の職務を代理する者に就任をしていただきました三木委員から一言ごあいさつをお

願いいたします。 

○三木委員 ただいま皆様から会長職務代理を仰せつかりました三木でございます。 

 重要な役割で恐れ多い気がいたしますけれども、職務代理の機会がございましたらば、

この委員会が円滑に進行できますよう努めたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 

議事録署名人の選任 

 

○森本会長 議事に入らせていただきます。 

 後日、まとめられます本委員会の議事録署名人を選出しておく必要がございます。事務

規程第 12 条によりますと、会長の私から御指名をさせていただくことになっております

が、よろしいですか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本会長 それでは、都道府県の互選委員からは鳥取県の生越日出夫委員、農林水産大

臣選任委員からは田中猛委員のお二方に、本日の委員会にかかわる議事録署名人をお願い

いたします。どうかよろしくお願いいたします。 

 

 

 

- 8 - 



広域漁業調整委員会の概要について 

 

○森本会長 議題２の「広域漁業調整委員会の概要について」に入ります。事務局から説

明をお願いいたします。 

○小池課長補佐 それでは、説明させていただきます。説明させていただく資料は、今日

お手元に配付させていただきました赤い広域漁業調整委員会ハンドブックと資料１を使っ

て御説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 この広域漁業調整委員会について、お手元にハンドブックございますけれども、以前、

水色のハンドブックをお配りしたことがあろうかと思いますが、このハンドブック、前半

の部分がＱ＆Ａ方式という形で、広域漁業調整委員会の概要について問答形式で整理して

ございます。また、その後ろに関係法令等もついてございますので、まずこちらの方を使

って御説明をさせていただきたいと思います。 

 ハンドブックの３ページをご覧いただきたいと思います。広域漁業調整委員会につきま

しては、漁業法第 110 条に基づきまして、三つの委員会が設けられてございます。本委員

会については、この日本地図にもございますが、北海道から鹿児島、沖縄までという非常

に広い範囲を管轄するということで設置されてございます。 

 ちょっとめくっていただいて、６ページをご覧いただきたいと思います。ここに広域漁

業調整委員会の性格が書いてございます。今申し上げましたとおり、漁業法第 110 条の規

定に基づきまして本委員会は設置されてございますけれども、ここの４番をご覧ください。

「広域漁業調整委員会は、合議制の機関ですが、漁業調整に関し漁業者等が民主的方法で

自主的な解決を図るため、①協議する場としての機能を有するとともに、②必要な場合に

自ら関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止その他の必要な指示を行う」

という権限または性格を持っている機関でございます。 

 具体的に、どのようなことをやってきたか、またやっているかということについては、

隣のページをご覧いただきたいと思います。ここに広域漁業調整委員会の役割についてま

とめてございます。具体的には①から④の項目でございますが、本委員会では複数都道府

県にまたがる海域を回遊する魚種の資源管理についての検討、また、これまでの委員会で

中心的な議題になっておりましたが、資源回復計画の作成に係る審議と、資源管理措置の

適切な実施を担保するための委員会指示の発動、またこれらに関する調整というものを行

ってきております。 
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 ここで委員会指示という言葉が出てまいります。本委員会は、漁業調整委員会という名

称はついてございますが、法律上、漁場の使用に関する紛争の防止ですとかその解決等、

資源管理以外の調整問題についての権限を有してございません。そこら辺が海区の漁業調

整委員会とは性格が異なっているところがございますので、あわせて御説明させていただ

きます。 

 もう一ページめくっていただきまして、先ほどもちょっとお話をいたしましたが、委員

の構成についてでございます。ここにございますとおり、日本海・九州西の本委員会につ

きましては、当該委員会の区域に設置された海区漁業調整委員会の委員の方々で互選され

た代表の方 19 名、それから大臣が選任させていただいた漁業者代表の委員が７名、学識

経験者の委員が３名ということで、合計 29 名の委員の方々で構成されてございます。 

 また委員の任期、次のページでございますが、これも先ほどと重複いたしますが、第２

期の委員ということで、本年 10 月１日から、各委員の方々におかれましては第２期の委

員に御就任いただいたわけでございます。任期は４年ということで漁業法で規定されてご

ざいます。そのため、第２期の委員の方々の任期は平成 21 年９月 30 日までということに

なってございます。４年間ということで、かなり長い期間でございますが、どうかよろし

くお願いいたします。 

 資料１に移って、本委員会のことをもうちょっと御説明させていただきたいと思います。 

 第２条、委員会の事務局でございます。これは水産庁内に置くということとされてござ

います。管理課の資源管理推進室で担当させていただいております。 

 それから、４条でございます。先ほど会長及び会長の職務代理者のところで御説明いた

しましたが、先ほど森本会長、三木会長代理ということで互選させていただきました。 

 ちょっと飛びまして、次の２ページでございます。第８条でございます。「委員は、議

題について自由に質疑し、意見を述べることができる」という規定もございます。活発な

御議論をいただければ大変ありがたいと思っております。 

 それから、11 条でございます。先ほど議事録署名人について会長から指名がございま

したが、本委員会につきましては議事録を作成することとされてございます。次のページ

に、議事録署名人については会長が指名するということで 12 条。これに基づいて、先ほ

ど御指名させていただいたわけでございます。 

 それから、13 条、「議事録は、一般の縦覧に供するものとする」とされております。

ここで御紹介も兼ねて申しますと、水産庁でホームページを開設しております。そのホー
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ムページを開いていただきますと、幾つか項目がございますが、その中に広域漁業調整委

員会という項目がございます。そこをクリックしていただけると、先ほど私の方から説明

させていただきましたハンドブックに掲載されている内容ですとか、これまでの議事録に

ついて掲載させていただいておりますので、何かの機会にアクセスしていただいてご覧い

ただければ、過去の議事の内容等についても御理解いただけるのではないかなと思ってお

りますので、お配りしたハンドブック同様、ホームページの方も御活用いただければ大変

ありがたいと思います。 

 最後でございますけれども、次の議題にも関係いたしますので、事務規程第 14 条、部

会について御説明させていただきます。本委員会につきましては、日本海北部会、日本海

西部会及び九州西部会を置くこととされております。日本海北部会につきましては北海道

から富山県に面する海域、日本海西部会につきましては石川県から島根県に面する海域、

九州西部会につきましては山口県から鹿児島県及び沖縄県に面する海域、それぞれの海域

に設置されることとなっております。 

 また、部会の委員についてでございますけれども、第５項のところでございますが、部

会の委員につきましては部会が設置された区域内の海区漁業調整委員会から互選された委

員、それから、農林水産大臣が選任した漁業者代表委員のうち委員会の会長が指名する委

員、それから、農林水産大臣が選任した学識経験委員全員という形で構成されるというこ

ととされております。これについては、次の議題のところで御検討いただくということに

なってございます。 

 それから、部会の位置づけでございます。８番をご覧いただきたいと思います。「委員

会は、部会の設置された海域において完結する資源回復計画の調査審議については、部会

の調査審議の結果をもって委員会の結果とできるものとする」という規定がございます。 

 これまでも資源回復計画についていろいろ御審議いただいておりますが、今申しました

とおり、各部会の海域において完結する案件については各部会で御審議をいただきまして、

御審議いただいた結果を第７項に基づきまして委員会に報告するということで進めてまい

っております。ということで、この後、部会の設置等についても御審議いただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 私の方の説明は以上でございます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、何か委員の皆様方で御質問等ございますでしょうか。 
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〔「なし」の声あり〕 

 

各部会の設置及び部会委員について 

 

○森本会長 ないようでございますので、議題の３の「各部会の設置及び部会委員につい

て」に入りたいと思います。 

 日本海・九州西の海域には日本海北部会、日本海西部会及び九州西部会の三つの部会が

置かれておりますが、先ほど説明ございました事務規程第 14 条第５項に基づき、各々の

部会の委員を選任する必要がございます。海区漁業調整委員会の互選委員については自動

的に部会が置かれた区域内の委員にお願いすることとされており、また学識経験委員につ

いては全員がすべての部会の委員となることとされておりますが、農林水産大臣選任の漁

業者代表の委員については会長が指名することになっております。 

 資料２－１に日本海北部会、資料２－２に日本海西部会、資料２－３に九州西部会の、

各々の部会の委員候補が提示されておりますが、この案でよろしいか、お諮りをしたいと

思います。資料わかりますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本会長 異議なしということでございます。 

 それでは、ただいまの委員名簿のとおり、それぞれの部会の委員に就任していただきた

いと思います。どうかよろしくお願いをいたします。 

 

日本海・九州西広域漁業調整委員会及び各部会の開催状況について 

 

○森本会長 次に、議題４の「日本海・九州広域漁業調整委員会及び各部会の開催状況に

ついて」に入りたいと思います。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○小池課長補佐 御説明いたします。資料３－１及び資料３－２を使って説明させていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 まず資料３－１をご覧ください。一番上の段に日本海・九州西広域漁業調整委員会とし

て表が作成しております。本委員会につきましては、平成 13 年 10 月 15 日に第１回の会
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議が開催されまして、本日が６回目ということでございます。ご覧いただければおわかり

かと思いますが、もちろん審議の案件にもよるんですが、年１回ないし２回のペースで開

催してきております。 

 本委員会につきましては、先ほどから、お話しているとおり、三つの部会が設けてござ

います。それぞれの部会の開催状況は、この表のとおりでございますが、それぞれ年度ご

とに２回ないし３回という形で開催してきております。これらの部会または委員会を通じ

て、右の表にございますけれども、本委員会に関するものといたしまして、これまで五つ

の資源回復計画について御審議をいただいて、既にこれらの計画が実施に移されていると

いう状況でございます。 

 それから、資料３－２をご覧いただきたいと思います。通常であれば、ここで前回の委

員会の後に開催された部会の状況を御報告させていただいております。各部会の調査審議

の事項については本委員会に報告するということとされておりますので、それに基づいて

報告しているわけでございますが、前回の本委員会の後に開催された部会がございません

ので、報告ということではございませんで、直近の状況について、こんなことを御審議い

ただいたということを御説明させていただきたいと思います。資料３－２でございます。 

 前回の本委員会につきましては本年の３月 16 日に東京都で開催しております。この委

員会におきましては、日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について御審議をいただき

まして、御了承をいただいております。また、マアジ対馬暖流系群について、資源回復計

画の作成に着手することについて御審議をいただきまして、御了承をいただいております。 

 また、九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画に伴います委員会指示について御審議

をいただきまして、決定をいただいております。この委員会指示につきましては、先ほど

御説明したハンドブックの 52 ページ以降に、委員会指示の具体的な内容について掲載さ

せていただいております。 

 それから、各部会についてでございますが、日本海北部会につきましては３月 15 日―

―本委員会の１日前日でございますが――に開催させていただいております。ここでは日

本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の一部見直し案について御審議をいただいて、

御了承を得ております。また、スケトウダラ日本海北部系群及びマダラ陸奥湾産卵群につ

いて、資源回復計画の作成に着手することについて御審議いただきまして、御了承をいた

だいております。 

 また、日本海西部会、これも同じ３月 15 日に開催してございますけれども、ここにお
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きましては日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の概要について御報告をさせていただ

いております。 

 それから、１枚めくりまして、九州西部会でございます。これは本委員会と同じ３月

16 日に開催させていただいておりまして、九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画案

について御審議をいただき、御了承をいただいております。 

 また、南西諸島海域マチ類資源回復計画。マチ類というのは、ここにもございますが、

アオダイ、ハマダイ、ヒメダイ、オオヒメの４魚種でございます。この資源回復計画案に

ついて御審議をいただき、御了承をいただいております。 

 さらに、有明海・不知火海のガザミの資源回復計画作成に着手することについて御審議

をいただき、御了承をいただいております。 

 以上が直近のといいますか、前回の委員会及び部会の概要でございます。 

 私の方の説明は以上でございます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 ただいま御説明いただきましたけれども、何か質問等ございますでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○森本会長 ないということでございます。次に進みたいと思います。 

 

資源回復計画の概要について 

 

○森本会長 議題５の「資源回復計画の概要について」に入りたいと思います。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○小池課長補佐 引き続き、私の方から御説明させていただきます。 

 資料４をご覧いただければと思います。資源回復計画につきましては、いろんなところ

で御説明させていただいておりますので、改めてということではないかもしれませんが、

概略、御説明をさせていただきます。 

 資源回復計画につきましては、平成 14 年３月に閣議決定されました水産基本計画の中

で、我が国排他的経済水域内における水産資源の適切な保存及び管理を図るため、資源回

復計画を推進していこうということがうたわれております。それに基づきまして、具体的

な計画の中身といたしましては、減船、休漁等を含む漁獲努力量の削減措置、また種苗放

流等による積極的な資源の培養、及び漁場環境の保全といった三つの柱を立てまして、こ
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れらの取り組みを総合的に推進していこうというものでございます。 

 計画につきましては、２番の（１）の①にございます。計画の作成主体は国または都道

府県とされてございますが、本委員会につきましては、広域的な資源にかかわる御審議を

いただいておりますので、国が作成いたします資源回復計画について御審議をいただくこ

とになります。 

 具体的に、どのような位置づけになるのかということにつきましては、今日お手元にお

配りいたしました青いパンフレットを開いていただきたいと思います。ここの３ページで

ございます。資源回復計画の枠組みと書いてございますけれども、ここに黄色というか、

茶色というか、枠で囲んでございます。 

 資源回復計画につきましては、ここの枠組みにお示ししておりますとおり、現場の漁業

者の方々の御意見を集約いたしまして、その御意見等を反映して計画作成を進めていくと

いうものでございます。漁業者協議会等を経て寄せられた現場の方々の御意見を踏まえ、

広域漁業調整委員会におきましては、資源の状態等の御検討、資源回復計画の作成及び内

容についての御協議というところをお願いしているわけでございます。 

 広域漁業調整委員会でのこれらの御検討を踏まえて、先ほど申し上げましたけれども、

広域資源につきましては国が計画を策定いたしまして、その計画に沿いまして、実際に関

係漁業者の方々が、先ほど申しましたような漁獲努力量削減措置でございますとか、種苗

の放流でございますとか、漁場保全の改善といった具体的な取り組みを進めていただくと

いうのが仕組みでございます。本委員会でも、これまでもいろいろ御審議をいただきまし

て、先ほど申し上げましたけれども、本委員会にかかわる五つの計画が既に実施に移され

ているわけでございます。 

 全国的に見て、どのぐらい計画が策定されているかということにつきましては、資料４

の２ページ目をご覧いただきたいと思います。これが本年 10 月末現在で実施中の資源回

復計画でございます。現在、19 の計画が実施中ということでございます。 

 このうち 27 魚種を対象とした 12 計画、枠が太くなっている部分でございますが、これ

は国が作成した計画でございます。細い枠で囲まれているものは、７魚種を対象とした７

計画ございますが、関係の都道府県がそれぞれ作成したものでございます。日本地図を見

ていただけますと、⑤番、⑦番、⑧番、⑭番、⑯番ですね、これらは本委員会または本委

員会に属する部会で御審議をいただいて、御了承を得て現在、実施されているというもの

でございます。 

- 15 - 



 １枚めくっていただきまして、３ページをご覧いただければと思います。今申し上げま

したのは、もう既に実施中のものでございますけれども、先ほどの本委員会部会の状況の

御説明でもちょっとありましたが、作成に着手するということで御了承をいただいた計画

で、今まさに作成中のものがございます。本委員会または部会に関連するのは日本海北部、

日本海西部、九州西部というふうに書いてある枠組みの中に入っているものでございます。

この中の広域資源につきまして、本委員会または関係する部会で、これから内容について

御審議をいただくということになります。よろしくお願いいたします。 

 今まで申し上げましたのは魚種別の資源回復計画ということで、特定の魚種について着

目して、その魚種の資源回復を図っていこうというものでございますけれども、資料の４

ページをご覧いただきたいと思います。 

 これとは別に、包括的資源回復計画という枠組みを作りまして、本年度から推進してご

ざいます。魚種別資源回復計画につきましては、一つの魚種またはある特定の魚種、数種

類の魚種に着目した資源回復計画を作成し、それを進めていこうということであったわけ

でございますけれども、漁獲の形態または現地の状況等によって、特定の魚種に着目した

資源回復計画はなかなかつくりづらいという状況がございました。 

 特に定置網漁業ですとか、底びき網漁業におきましては、いろんな魚を一まとめにとい

いますか、包括的に漁獲するという形態でございますので、魚種別の資源回復計画に取り

組みづらいなというところがございます。そういった声を受けまして、それぞれの魚種に

着目するのではなく、包括的な漁獲を行う漁業種類ごとに着目する包括的な資源回復計画

という枠組みを作らせていただいております。 

 魚種別と包括的な計画につきましては、次の５ページに比較した表を載せてございます。

資源回復計画、従来と新ということでございます。平成 16 年度までやっていた資源回復

計画、いわゆる魚種別の資源回復計画に加えまして、平成 17 年度からは包括的な資源回

復計画という枠組みが入りましたということで、それぞれの計画の性格を表にしたもので

ございます。 

 繰り返しになりますけれども、魚種別資源回復計画につきましては、対象とする魚種を

決めて資源回復に取り組むということで、魚種に着目するということでございますので、

逆に言うと、それを漁獲しているさまざまな漁業種類の方々、またはさまざまな県の方々

が横の連携を取って計画を推進するという面ではやりやすい面もあったわけでございます

が、先ほど申し上げましたとおり、対象の種類を絞り込むことができないという、漁業種
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類または地域によっては、今度作りました包括的な資源回復計画、漁業種類に着目した計

画、こういった枠組みを新たに御用意させていただきましたので、各委員の方々は、それ

ぞれ地元に帰られて包括的な資源回復計画の取り組みの推進についても御議論をいただけ

ればありがたいと考えております。 

 私の方の説明は以上でございます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 大変わかりやすく、特に平成 17 年度からは包括的資源回復計画の制度が始まったとい

う説明がございました。 

 委員の皆さん、何か御質問ございますでしょうか。 

 小田委員。 

○小田委員 新潟県ではマガレイの資源回復をやっていますが、包括的な資源回復計画と

しては、板びきで休漁と、ヤナギムシガレイ等も一緒に包括的な、ヒラメもそうですが、

非常にたくさん増えてきたということで、私たち板びき・底びきグループが一団となって

やっていますから、包括的な資源回復は一つの魚種に絞らず、包括的な底びきに入る多種

な魚を保護するということはいいことだと私たちも思っていますから、今後もそういう負

担に国の方も支援をしていただき、また私たちも頑張ってやると。非常に休漁にも大変で、

今の時勢で漁業者は厳しい状況に置かれましても、15 日間の休漁をして包括的な資源回

復は頑張っております。 

 新潟県のマガレイは、ほとんど３分の２は底びき・板びきでとっているわけでございま

すから、その点について、目合い拡大もしておりますし、休漁もしており、また自主規制

して、２日船を出せば、３日目は休むと、土曜日は毎日休んでいますけれども、そういう

ことで資源は少しずつ回復している。 

 これから、増えてきた魚をとり過ぎないように、乱獲しないように私たちもやっていき

たいということを漁業者が話し合っております。新潟県の場合は、そのようでございます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 新潟県の取り組みについて、包括的な資源回復計画に類似のものをやっておられるとい

う御紹介をいただきまして、ありがとうございました。 

 ほかにございませんか。――それでは、次に進みたいと思います。 

 

 

- 17 - 



水産資源の状況について 

 

○森本会長 議題の６、「水産資源の状況について」に入りたいと思います。 

 本委員会では、本委員会に設置された部会の区域をまたがる資源として、トラフグ、マ

アジ、ベニズワイガニの３魚種について説明をいただき、その他の資源についてはそれぞ

れ関係する部会で説明をいただくことにしておりますので、御了承いただきたいと思いま

す。 

 独立行政法人水産総合研究センターの西海区水産研究所の堀川東シナ海漁業資源部長か

らトラフグとマアジについて、日本海区水産研究所の岸田日本海漁業資源部長からベニズ

ワイガニについて、それぞれ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。 

○堀川部長 それでは御説明申し上げます。 

 委員の皆様の貴重なお時間を拝借するということでございますが、時間も限られており

ますので、手短に概要だけ御説明をいたします。 

 まず資料の５番をご覧ください。１番目に私どもが資源評価をやっております魚種名、

系群名、資源状態、ＡＢＣ等が書かれております。２枚目が九州西岸域漁業資源の資源状

況が書かれておりまして、３ページ目がベニズワイ、５ページがトラフグということでご

ざいます。 

 まずトラフグから御説明申し上げます。トラフグにつきましては、私どもが資源評価を

行っております系群名は日本海・東シナ海系群でございます。それの系群の簡単な分布域

を、ダイジェスト版と呼ばれる資料のところに示しております。日本列島のかかれている

図をご覧いただくと、赤い線で囲まれた水域、主にそういった水域でのトラフグの量を評

価しているということでございます。 

 御存じのように、トラフグは 10 年以上生きるという比較的長命な魚でございますけれ

ども、雄が２歳、雌が３歳ぐらいで成熟するということで、ほかの浮魚類に比べると成熟

が少し遅いということが言われております。 

 産卵期については春、産卵場については日本各地の沿岸域で幾つも報告されております。

有名なものでは瀬戸内海、関門海峡周辺とか備讃瀬戸、布刈瀬戸、福岡、有明といったと

ころでも産卵場があるという報告がされております。ただ、産卵場は、これ以外にも韓国

の方にもあるのではないかと言われておりますけれども、その詳細についてはまだ不明で

ございます。 
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 こういったところの産卵場で発生した幼魚が餌を求めて移動するということで、瀬戸内

海や九州沿岸、日本海沿岸のものも東シナ海や黄海まで行くものもあるということで、そ

ういったところでまじり合って、また大きくなって産卵するときには、生まれたところに

近いところに戻ってくるのではないかということが言われております。 

 この漁業の特徴でございますけれども、御存じのように、ふぐはえ縄で漁獲されており

ますが、沿岸域では産卵親魚とか若齢魚が定置網、底びき網、釣り等で漁獲されておりま

す。 

 1988 年以降は、漁獲量の減少から、かつて黄海へも出漁しておりましたふぐはえ縄漁

船が減少いたしまして、近年では我が国 200 カイリ水域内が主漁場になっております。一

方、済州島周辺では、韓国のはえ縄船による操業も行われていますけれども、その詳細に

ついては韓国側も余りよくわかっていないというのが実態でございます。 

 漁獲の動向でございますけれども、日本各地で水揚げされたトラフグが下関の唐戸魚市

に集積されると、かなりの量がそこに集まるということで、そこで外海産として扱われる

トラフグの取扱量をトラフグ日本海・東シナ海系群の漁獲量とみなしております。残念な

がら、トラフグの正式な漁獲統計が存在しないということで、それにかわるものとして当

面、そういった取扱量を漁獲量とみなすということで資源解析をしております。 

 この取扱量、漁獲量は、盛時には 1000 トン近くございました。しかし、1989 年以降減

少を続けまして、2000 年ぐらいには 100 トン程度、2001 年から３年ぐらいは 100 トンを

さらに下回りまして、2004 年には過去最低の 73 トンになってしまいました。日本の 200

カイリ内での韓国漁船によるフグの水揚げ量は 2003 年は 51 トンございました。したがっ

て、日本の漁獲量が非常に少なくなった中で、こういった韓国船の影響も無視できない状

況になっております。 

 次のページをご覧ください。資源評価方法ですけれども、かつては資源評価のレベルが

余り高くなく、漁獲量の推移をもとに資源評価を行っておりましたけれども、資源回復に

取り組む、また重要資源でもあるということで、資源評価のレベルを上げるよう努力いた

しました。その結果、年齢組成に基づいた年齢別漁獲尾数に基づいたコホート解析という

もので資源解析を実施するように近年はしております。 

 これについては、まずトラフグの脊椎骨に形成される年輪に基づいて、魚の長さと年齢

との関係を、それから、市場で扱われる入り数別――銘柄ですね――と全長との関係、そ

の二つの関係を用いて推定したものでございます。 
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 資源状況でございますけれども、このページの下の方に資源量とか漁獲割合というもの

が書いてある黄色いところの図がございますけれども、これをご覧いただきますと、この

資源量は 1991 年以降どんどん減少しておりまして、1994 年には 1000 トンを下回り、

1996 年から 2003 年はおおむね 500 トンで推移しておりましたが、2004 年は過去最低の

512 トンとなっております。1995 年以降ですね、親の魚、親魚量が少なくて、若齢魚が漁

業の対象になるようなもので、漁場に加入してくるといった水準が低い状態が続いており

まして、資源水準は低位で、資源動向は減少傾向と現在、判断しております。 

 それで、管理方策でございます。まず、管理をするというか、資源を回復させるために、

どこに目標を置くべきかということがいろいろ論議になりました。とりあえず、1992 年

という一つの年代を目標に置こうということで、このページの一番上の漁獲量の図を見て

いただくと、赤い矢印が５本あります。一番右側の矢印のところ、ここが卓越年級といっ

て、加入量が非常に多かったという年ですけれども、そのときの漁獲水準 500 トンをとり

あえず近々の良好な状況と考えて、それを目標に回復させるのが適当ではないかと判断し

ております。 

 しかし、その状況に早急に回復させるのは現実的には少し困難であろうということです

ので、2015 年に、産卵親魚量が 300 トンに回復するような漁獲努力量が適当であろうと

いうことで、それに基づいてＡＢＣを計算したものが、このページの下に書いてございま

す。2006 年の漁獲量、ＡＢＣ limit が 44 トン、target が 36 トンということで、そう

いった数字を計算しております。 

 もう一度、今までお話したものをまとめますと、下関の唐戸市の取扱量は盛時の 10 分

の１、2004 年は過去最低でありました。資源量は 1991 年以降減少して、96 年から 2004

年は 500 トン台の低水準で推移しております。2004 年の０、１歳魚、若齢魚の資源量は

低位で、資源水準は低位で動向は減少傾向と判断をいたしました。資源管理方策といたし

ましては、10 年後、2015 年ですね、産卵親魚量が 300 トンへ回復することを管理目標と

いたしまして、ＡＢＣを算定しております。 

 以上でございます。 

 引き続いて、マアジの方の御報告をいたします。トラフグの資料をめくっていただいて、

マアジ対馬暖流系群という資料がございますので、ご覧ください。 

 マアジの方は対馬暖流域ということでくくっておりまして、もう一方の資源評価として

は太平洋系群というのがございますけれども、対馬暖流系群で資源評価をしておりますの
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は、ここの図に書いてあるような分布域の中で評価をしております。その中には、いろん

な産卵場が知られておりますけれども、近年、東シナ海南部で非常に大きな産卵場がある

ということがわかってまいりました。 

 寿命は５年程度。産卵期は、こういうふうに南北に広い分布を示しますので、２月から

６月という比較的長い範囲で産卵が行われております。春から夏にかけて北上回遊をして、

秋から冬には南下回遊をするという特徴が見られております。 

 漁業の方なんですけれども、この東シナ海・日本海のマアジ漁獲量の約 80％はまき網

漁業による漁獲でございます。主漁場は東シナ海から九州、日本海西部といったところに

ございます。このマアジは東シナ海及び日本海で操業する大中型まき網漁業における漁獲

量の 40％を占めるという意味で、大中型まき網漁業にとって最重要資源でございます。 

 それで、漁獲の動向でございます。対馬暖流域のマアジの漁獲量は 1973 年から 76 年に

は９万トンから 15 万トンぐらいで推移しておりましたけれども、その後、減少いたしま

して、1980 年には４万トンまで減少しております。それが底を打ちましてから、でこぼ

こはございますけれども、だんだんに増加傾向を示しまして、1993 年から 98 年には約 20

万トンを維持しております。その後、一たん減少いたします。13 万トンから 16 万トンぐ

らいに減少しましたけれども、2003 年から再び増加をするということで、2004 年には 19

万トンの漁獲があったということになっております。韓国の方は毎年数万トン漁獲してお

るということでございます。2004 年のアジ類の漁獲量は３万トンだったということで、

これはほとんどがマアジであると韓国側は言っております。 

 それから、資源評価については、調査船によるいろんな採集器具を用いた調査をしてい

る一方で、先ほどのトラフグと同じように、年齢別の漁獲尾数による資源解析を行ってい

るということでございます。ちなみに、この資源解析については、日本と韓国の漁獲統計

に基づいて行っておりまして、中国の漁獲統計については含まれておりませんが、実態上、

中国はマアジについては余り漁獲していないというふうに考えております。 

 資源状況につきましては、漁獲量とほぼ同じような推移をたどっておりましたけれども、

近年は比較的いい状況で増加傾向にございまして、2004 年は資源量としては 51 万トンあ

るというふうに計算結果では出ております。 

 しかしながら、1960 年代前半には、マアジの漁獲量自体が 30 万トンから 40 万トンあ

った時代があって、その半分を漁獲していたとすると、さらに高い 60 万トンとかそれ以

上の資源量があったのではないかと想像されますので、資源水準としては中位というふう
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に現在、判断しております。 

 ただ、昨日、熊本で行われました漁海況予報会議の結果によりますと、2005 年生まれ

の加入が余りよくないという状況があるようですので、今後の資源動向について、マアジ

については注視していく必要があると考えております。 

 ただ、この評価の段階では中位増加傾向ということですので、管理方策をいろいろ検討

しました結果、現状の漁獲の圧力、Fcurrent とここでは申しますけれども、現状の漁獲

の大きさで漁業を継続してもいいような状態であろうというふうに判断をいたしまして、

それに基づいてＡＢＣを決めております。ＡＢＣ limit が 24 万 3000 トン、うち我が国

ＥＥＺ内の漁獲量が 22 万 3000 トン、ＡＢＣ target は、そこに書いてあるような数字で

ございます。 

 以上、お話をまとめさせていただくと、資源量は近年では比較的高い水準にあって、こ

の評価の時点では良好な加入が続いていると判断しております。ただ、漁獲量はかなり高

く、それが適切であるかどうかは加入の状況の量に依存するようですが、現状の漁獲圧に

よっては高い漁獲圧を実現しながら資源の増加は期待できると判断をしております。した

がって、資源管理方策としては現状の漁獲圧を継続することが適当であろうと判断してお

ります。一方で、漁獲物の主体が若齢魚、０歳魚、１歳魚で構成されているということか

ら、若齢魚の漁獲圧を減少させるのが望ましいと考えております。 

 以上でございます。 

○岸田部長 引き続きまして、ベニズワイガニについて御説明いたします。ページを戻っ

ていただきますと、資料がございます。 

 ここで御説明するのは日本海系群というもので、ここに地図がございますが、分布域と

いたしましては水深 500ｍから 2700ｍで、分布の中心は水深 1000ｍから 2000ｍという深

いところにすんでいるカニです。 

 漁業の特徴といたしましては、日本海では主にかご網によって漁獲されております。東

経 134 度以東の各県地先における知事許可漁業と、東経 134 度以西及び大和堆・新隠岐堆

などの沖合い漁場における大臣許可漁業の二つの異なる漁業形態で構成されています。 

 近年、これはほとんどが大臣許可漁業水域ですが、日韓暫定水域を避けて操業が行われ

る傾向がありましたが、2004 年には暫定水域での操業がやや増加しました。雌ガニは全

面禁漁、雄ガニについても甲幅 90mm 以下は禁漁となっております。 

 漁獲の動向ですが、ページをめくっていただきますと図がございます。漁獲努力量の増
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大と沖合い域への漁場の拡大によりまして、我が国 200 カイリ内外における漁獲量は、

1983 年から 84 年には５万 2000 トンから５万 3000 トンまで増大いたしましたが、以後は

急速に減少しました。1992 年以降は２万 2000 トンから２万 6000 トンでほぼ安定してい

ましたが、1999 年以降は再び減少に転じまして、2004 年の暫定値は約１万 5000 トンで最

低の漁獲量となっています。このうち 2004 年の我が国 200 カイリ内の漁獲量の暫定値は

約１万 2000 トンということで、これは 2003 年に次ぐ低い漁獲量でした。 

 資源評価法につきましては、漁獲成績報告書を 1977 年までさかのぼって解析し、漁場

別の漁獲量及びＣＰＵＥ――これは１かご当たりの漁獲量という数値ですが――を求めま

して、その経年変化から資源状態を判断いたしました。 

 資源状態ですが、大臣許可水域では 1997 年以降、知事許可水域でも 1999 年以降、ＣＰ

ＵＥが減少傾向にありましたが、2004 年につきましては知事許可水域、大臣許可水域い

ずれの水域でも、やや値が改善いたしました。しかし、漁獲物の甲幅組成は、海域によっ

ては大幅に小型化が進んでおりまして、資源状態としては依然として過去最低の水準、動

向といたしましては減少傾向にあると判断されます。 

 それから、私どもの方で検討いたしました管理方策といたしましては、2004 年はＣＰ

ＵＥの値がやや上向いたものの、動向としては依然減少傾向にあり、漁獲物の小型化傾向

も続いているため、漁獲水準を引き下げる必要がある。特に漁獲規制サイズ未満の漁獲を

なくすことが最も確実に効果が得られるのではないかと考えております。 

 以上です。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 お二方から、３魚種につきまして最近の資源状況、資源の評価法、管理方策等について

御説明をいただきました。広域漁業調整委員会で採択した資源回復計画とも関連する魚種

の資源状況ということであったわけでございますけれども、委員の皆さん、何か御質問等

ございますでしょうか。 

 和田委員。 

○和田委員 山陰の境港から来ております和田でございます。 

 先ほどアジの資源について説明がございました。熊本で行われた予報会議で、当歳魚の

発生、０歳魚ですか、2005 年生まれが悪いというお話をされました。山陰の境港の水揚

げを見ますと、アジの水揚げ数量が昨年の半減ぐらいになっていて、そのかわり小型の魚

が若干多いんですけれども、そっちの方の水揚げが多くなってきつつあるというところで、
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私はわかりませんけれども、魚種交代とかそういった面で資源の変わり目みたいなところ

もあるのかなというふうに若干感じてはおったんですけれども、その点、どうでしょうか。 

○堀川部長 この資源評価をしている段階で増加傾向という判断をいたしましたけれども、

その時点ではいろんな調査をいたしておりまして、当歳魚は前年並みでいいという調査結

果がずっとそろっておりました。 

 ところが、６月から８月に新たに調査をすると、余りよろしくないという調査結果が出

て、その後、10 月の特に沿岸漁業の様子を見てくると、2005 年の資源、いわゆる 2005 年

の発生群が余りよくないのではないかという状況がぼつぼつ出てきているということでご

ざいます。 

 ただ、まだ 2005 年は終わってございませんので、あと２カ月ぐらい、どれぐらい出て

くるのかということは様子を見ないと何とも判断ができないところでございます。2001

年級という、2001 年生まれの加入が非常に多かったんですけれども、これについては当

初、余り出てこずに、後半にドンと出てきたという例もありますので、どういう状況にな

るか判断するのは早いのではないかというのが 10 月に開かれた予報会議の結果でござい

ます。来年の３月末にはもう一度、予報会議が開かれますので、そのときに、必要とあれ

ば資源動向の判断を修正する可能性もあります。 

 それと、海洋環境との関係ですが、特に加入してくる時点での若齢魚での生き残りの問

題は海洋環境とも関係があるんじゃないかと言われております。それについては、まだ確

たることは申し上げられませんけれども、それに対応する調査も、水産庁の委託を受けて

特別な予算をいただいてやっておりますので、今後はそういうことについてもお答えでき

るようになるのではないかと思っております。 

 余りはっきりしたお答えではございませんけれども、以上でございます。 

○森本会長 よろしいですか。 

○和田委員 どうもありがとうございました。 

○森本会長 野村委員。 

○野村委員 鹿児島の野村です。 

 参考までに伺います。アジの資源のことでございます。 

 産卵場を見ますと、中国が石油ガス田をやっているところの近海じゃないかと思うんで

す。ああいうことを設置されれば資源的に問題はないのか、関係ないのか、ちょっと教え

ていただきたいと思います。 
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○堀川部長 御指摘のように、近年、非常に大きな産卵場が東シナ海南部で見つかってい

るんですけれども、それがガス田とほぼ対応するような水域ということです。ガス田があ

ることによって、何か汚染物質とかそういうものが排出されればマイナスに働くと思いま

す。 

 一方で、これは期せずしてということなんでしょうが、逆に漁船を余り近づけさせない

という効果もあるという報告もございます。ガス田等、いろんな警備艇みたいなものがう

ろうろしているということでございますが、その評価については、プラスマイナスを含め

て、こちらも興味のあるところですので、今後も調査をしてまいりたいと思っております。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 ほかにございませんか。――それでは、この議題につきましては以上で終了したいと思

います。どうもありがとうございました。 

 

資源回復計画について 

①実施中の魚種別資源回復計画の概要及び取組み状況について 

 

○森本会長 議題７の「資源回復計画について」に入りたいと思います。 

 まずは①の実施中の魚種別資源回復計画の概要及び取り組み状況についてでございます。

なお、資源回復計画についても、本委員会に設置された部会の区域をまたがる計画につい

ては、この場で説明をいただき、その他の計画につきましては、それぞれ関係する部会で

説明をいただくことにしておりますので、御承知おき願いたいと思います。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

○吉永計画官 九州漁業調整事務所の吉永といいます。 

 私の方からは、九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画の概要とその取り組み状況に

ついて御説明をさせていただきます。よろしくお願いします。あとは座って説明させてい

ただきます。 

 お手元の資料６－１をご覧いただきたいと思います。１ページから２ページ、３ページ

につきましては、計画の概要につきまして簡単に記載をしておるところでございます。 

 まず１の資源回復の必要性のところです。先ほど堀川部長から御説明がありましたとお

り、トラフグにつきましては、資源的に大変厳しい状況にあるということでございます。

そういう状況にありますので、何とかトラフグの資源回復を図っていきましょうというこ
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とで計画を作成させていただいた次第でございます。 

 ２番目の対象漁業者につきましては、本海域でははえ縄漁業によるトラフグの漁獲が大

部分を占めておりますので、当面ははえ縄漁業者を対象漁業者としましてスタートしたと

ころでございます。 

 続きまして、３番目の資源回復の目標でございます。資源の状況が非常に厳しいという

ことでございます。そういう中で、ワーキンググループを設置してシミュレーション等を

検討していただきました。その結果、非常に厳しい結果も出まして、この回復計画の中で

は、ここに書いておりますように、現状の資源量の水準を維持することを目標とするとい

うことにとどめざるを得なかったという状況でございます。 

 ４点目の資源回復措置でございます。本計画の柱になる部分でございますけれども、漁

獲努力量削減措置としまして当面、２項目について実施をしていこうということになって

おります。一つは休漁期間の設定でございます。３ページに対象海域の図面がございます

けれども、この対象海域をＡＢＣＤＥの五つの海域に分けまして、それぞれ漁法が二つご

ざいまして、浮縄、底縄がございます、この操業方法ごとに、それぞれの禁止期間を設定

しておるところでございます。 

 それと、漁獲努力量削減計画の柱の二つ目としまして、全長制限ということで設けてお

ります。当歳魚が 30cm ぐらいと言われております。したがいまして、当初、基本的には

当歳魚 30cm ぐらいという御提案もさせていただいたんですけれども、そこは漁業者の皆

さんのできることからということで、協議を踏まえまして当面は 25cm を体長制限、それ

以下については、その現場で再放流していただきましょうということで、漁業者の皆さん

には御苦労を願うということになっております。 

 続きまして、２ページでございます。こういった漁獲努力量削減措置の実効性を担保す

るということで、本委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会の指示を出させていただ

きました。これについては後ほど、概要について説明をさせていただきます。 

 以下については省略をさせていただきます。 

 続きまして、４ページの日本海・九州西広域漁業調整委員会指示の概要ということで簡

単に１枚紙でまとめております。委員会指示としましては、（１）の指示１号、（２）の

指示２号ということで、２本出させていただいております。 

 指示１号につきましては承認制・届出制の実施ということでございます。（イ）対象漁

船のところに書いておりますけれども、10 トン以上のとらふぐはえ縄漁船については承
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認制、10 トン未満につきましては届出制ということでございます。 

 イの漁獲成績報告書の提出につきましては、10 トン以上の承認制であろうが、10 トン

未満の届出制であろうが、すべてのとらふぐはえ縄漁船に漁獲成績報告書を提出していた

だくとという、大変御苦労をいただくということになっております。 

 続きまして、委員会指示２号につきましては、計画の概要のところで説明をしました操

業期間の制限なり、小型魚の再放流（全長制限）といったものについての制限措置を書い

ておるところでございます。 

 １号、２号それぞれにつきましても、指示の有効期間については、１年間といいますか、

１漁期間ということで、必要であれば見直しをしていきましょうというふうなことで出さ

せていただいております。 

 続きまして、５ページをご覧いただきたいと思います。トラフグ資源回復計画の取り組

み状況ということで、簡単に取りまとめをさせていただいております。 

 一つ目につきましては、先ほど説明をしました委員会指示に基づく承認及び届出の状況、

10 月１日現在ということでまとめさせていただいております。承認 10 トン以上船につき

ましては 118 隻。これは６月までの承認申請の期限になっておりますので、この 118 隻に

ついては既に確定をした隻数になっております。 

 続きまして、10 トン以下の届出船につきましては、５トンから 10 トン、３から５トン、

３トン未満という階層別に分けまして、10 月１日現在の届出隻数を取りまとめておりま

す。５トンから 10 トンの層が 165 隻、３から５トンが 155 隻、３トン未満が 16 隻、トー

タルで届出船 336 隻、承認船と合わせまして 454 隻が集約をされております。 

 なお、届出船につきましては、委員会指示でも書いておりますように、操業開始の１カ

月前までに届出をすればいいということになっておりますので、今後、届出船につきまし

て、隻数は増加する可能性があるということで御報告させていただきたいと思います。 

 ２番目の平成 17 年度のトラフグ種苗の放流実績を一覧表にまとめております。これに

ついても、計画の中で関係県さん、それぞれ取り組みをしていただくようになっています。

17 年度につきましては、ここにも書いておりますように、先般、山口県さんが 10 月 26

日に行われまして、すべて実績ということで見ていただければいいかと思います。放流尾

数、放流サイズ、放流場所、放流時期につきましてまとめさせていただいております。ご

覧をいただきたいと思います。 

 それと、３番目の漁場環境保全措置ということで、資源回復計画の中にも記載をしてお
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ります。まだ進行中のところもございます。山口県、福岡県、佐賀県、長崎県の４県にお

きましては、日中・日韓の事業で、はえ縄漁船を活用して投棄漁具等の回収が行われてい

るということでございます。 

 以上、取り組み状況については御報告しておきます。 

 続きまして、６ページ、７ページにつきましては、それぞれトラフグ資源回復計画に係

わります行政・研究担当者会議の開催実績、漁業者協議会等の開催実績を一覧表という形

でまとめさせていただいております。 

 計画の概要、取り組みの状況については以上でございますが、一つ承認制の問題につい

て御説明をしておきたいと思います。 

 前回の本委員会あるいは九州西部会におきまして、福岡県の松井委員あるいは山口県の

清水委員から御意見、御要望のありました委員会指示によります届出制となっております

10 トン未満漁船の管理のあり方につきまして、10 トン以上船と同じように承認制に向け

て検討をすべきではないかという件でございます。 

 これにつきましては、前回の３月の本委員会あるいは九州西部会以降におきまして、先

ほどの資料の６ページでもまとめさせていただいておりますように、４月 21 日、８月 10

日、10 月 13 日の３回にわたりまして、既に行政担当者会議を開催しておりまして、各県

さんの考え方を示していただきながら意見交換をさせていただいておるところでございま

す。 

 また、漁業者協議会等におきましても、この問題については問題提起をしております。

そういう意味では、関係の漁業者の皆さんにおかれましても、今後の課題として十分認識

はしていただいているのではないかなと感じております。 

 それと、先ほど現在の届出の状況を申しましたけれども、基本的には操業開始の１カ月

前までに届ければいいようになっておるところでございますけれども、事務局から各県さ

んにも届出につきましてもなるべく早く出してくださいというふうなこともお願いをし、

各県さんにつきましても努力をしていただいて、早期に出していただいておるところでご

ざいます。 

 ただ、その取り組みが今年度からスタートしたということでございますので、そこの検

討につきましては、少なくとも１漁期ぐらいは操業の実態なり漁獲の実態を見ないと、そ

の具体的な論議に入れないのではないかといった意見が大勢を占めておるといいますか、

そういった県さんの意向でございます。 
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 具体的な検討材料としましては、先ほどもちょっと触れましたけれども、漁獲成績報告

書ということになりますので、そういう意味では、操業の実態等の把握についてはある程

度の時間を必要といいますか、いただきたいと思いますが、なるべく早い時期に検討の方

向性を出すことができるように、事務局としましても、関係機関との協議を進めてまいり

たいと思いますし、さらによりよい資源管理といいますか、資源回復計画を目指していき

たいと考えておりますので、何とぞ委員の皆さんの御理解と御支援をいただければ大変あ

りがたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○森本会長 上田さんの方から……。 

○上田計画官 境港漁業調整事務所から、日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の進捗

状況についてお知らせいたします。 

 その前に、資料６－２－１によって、当該資源回復計画がどのような内容であったか、

おさらいをしておきます。 

 対象水域は、大臣許可水域のうち暫定水域を除く我が国水域と、兵庫県の知事許可水域

のうち暫定水域を除く兵庫県地先水域であります。 

 対象となる船及び取り組みの区分を二つに分けております。対象船は対象水域内に許可

を有する大臣許可船及び兵庫県知事許可船といたします。ただし、大臣許可船のうち北朝

鮮で操業している漁船は当面、対象外といたしております。 

 なお、上記対象船ですが、その操業形態及び主漁業の位置関係から二つのグループに分

類しております。（ア）鳥取県境港を主な陸揚げ港とする大臣許可船、（イ）兵庫県香住

港を主な陸揚げ港とする兵庫県知事許可船及び大臣許可船となっております。（ア）が

10 隻、（イ）が知事許可船９隻、大臣許可船１隻となっております。 

 ３番の資源回復計画事業における漁獲努力量削減等、取り組みについてであります。１

番、休漁ですが、現在、休漁期は知事許可船、大臣許可船とも７～８月になっております。

これに 30 日間の新たな休漁期間を追加する。これによって、期間でいいますと、10％の

漁獲努力削減が達成されるわけです。休漁の時期及び形については以下のとおりといたし

ました。 

 鳥取県境港船については、現在の休漁期間以外に４～６月の期間内の 30 日間を追加休

漁し、その期間中、海底清掃あるいは係船休漁を行う。兵庫県の香住船については、現在

の休漁期以外に連続した 30 日間、これは６月ということですけれども、これを追加休漁
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し、係船休漁を実施するということです。 

 減船については適宜考えておりまして、その減船の後、空いた漁場については保護区に

することを検討しております。保護区における資源回復状況を把握するため、研究機関の

指導によって、漁業者によるモニタリング調査を実施するとしております。 

 次に漁具の改良です。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、境港を主な陸揚げ港とする大臣許可船は「脱出口付きかご」の導入を開始いたします。

この脱出口付きかごとは、通常のかごの網目のところに、かたい素材で脱出口を数個つけ

たもの。つまり、小さいカニを船の上まで持ってあがらずとも水の中で効率的に逃がすこ

とができる、そのような漁具のことを言うております。 

 当該漁具の科学的効果は既に報告されておりますが、コスト、操業の安全性、耐久性と

いった、この漁具のさらなる改良を推進しつつ当面、規定漁具数の１割を目指して導入を

推進いたします。 

 事業外の自主的取り組みについてです。今述べてきたものがほぼ支援対象となる取り組

みなわけですけれども、それだけでは不足であろう、できることはすべてやるということ

で、まず１番に、休漁中の網スソの開放。 

 これは境港を主な陸揚げ港とする大臣許可船についてですが、暫定水域の設置後、漁場

が遠方となったため休漁中の漁場内に餌をつけない漁具を残置してきておりますが、これ

ら休漁中の漁具へのベニズワイガニの迷入、つまり魚礁効果があるということで、ベニズ

ワイガニが混獲される。そういったものを防ごうとするために、休漁中のかごを全部、網

スソを開放すると、このような自主的取り組みを実施するということです。 

 また、この取り組みに伴い、解禁後のかごへの餌つけ、網スソ閉鎖を行う期間が必要で

あることから、これまでの初売り日、９月５日だったわけなんですが、それを９月 10 日

に変更する措置を行っております。 

 次に、研究機関との協力体制の強化であります。研究機関との連携及び現場と研究分野

の相互理解を図るため、調査報告会を適宜開催する。また、研究機関による資源・生態調

査の実施に際しては、漁場内の漁具の一部引き上げを検討するほか、対象水域内の正確な

漁具位置情報等を研究機関に提供するとなっております。 

 そのほか、境港においては主漁場におけるベニズワイガニの資源状況を把握するため、

小さい目合いのかごを用いた漁場モニタリング調査について、研究機関の指導を受けつつ

計画を作成し、全船で実施することといたしております。 
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 これらの取り組みをもちまして資源回復の目標ですが、1998 年以降、先ほどの説明に

もありましたが、年に１かご当たり１キロぐらいの割合でベニガニ資源は減少中というこ

とであります。そこで、23 年までの７年間、休漁等に取り組むことによって、漁獲対象

となっている雄ガニの資源水準を６％増加させる。少なくとも減少傾向を緩やかにし、将

来的には資源の回復を目指すということであります。 

 しかしながら、その下に書いておりますが、深い水深にすんでいるカニであるために効

果的な調査が難しく、科学的な知見もそろっておりませんため、これら絶対資源量の推定

については手法を確立する途中過程にございます。そこで当面は、回復計画における取り

組みを継続しながら、１かご当たりの漁獲量、１経営体当たりの漁獲量の推移、３番目に

漁獲物の甲幅組成といったものから総合的に資源状況を評価し、資源を増加させる手法を

追求していくこととしております。 

 おさらいが済みましたところで、資料６－２－２をご覧ください。この資源回復計画が

承認されて以降、３月からずっと 10 月にかけて、さまざまな漁業者協議会等を開いてお

ります。特徴としては、兵庫県の方は取り組みがはっきり決っておりますので、順調に漁

業者協議会等を開いていただいており進んでおります。 

 境港の方は、本年の３月に、通称油賠法と申しますけれども、100 トン以上の外国船は

保険に入っていなければ我が国水域に入ってこられないということで、そのときに境港で

消費していたベニガニの量の約半分が消えたわけです。それに伴いまして、境港において

は、そこにご覧になれますように、卸売業者、加工・仲買業者、行政、それで漁業者とい

ったように、双方が集まりまして、この資源回復計画についても取り組んでいくという形

をとっております。 

 ２番目の行政・研究担当者会議ですけれども、これについては主に先ほど申しました改

良漁具ですね、脱出口付きかごの効果調査ということで、現在も進行中でございます。 

 ６－２－３をご覧ください。各県ごとに取り組みの内容、そして対象魚種、漁業種類、

実施期間、開始年度、実施状況と書いてございます。兵庫県、休漁については６月１日か

ら 30 日、平成 17 年度分、実施済みであります。減船につきましては、ただいま検討中で

ございます。実施予定は平成 18 年度ということで作業中でございます。 

 鳥取県は、休漁ということで、来年の４月から６月のうちの 30 日間、平成 18 年度実施

予定です。今のところ、６月になる見込みでございます。減船については未定です。休漁

中の網スソ開放については、７月から８月にかけて、17 年度実施済みでございます。 
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 なお、この網スソ開放につきましては、沖で確認するものがいないのではないかといっ

た批判がございましたが、実際、境港も狭い土地でございまして、秘密を各船で守るのが

難しいところです。したがって、自然と沖で網スソを開いたか開かんかということは漏れ

伝えきてしまうわけですね。その結果、事実を突き詰めましたところ、全船のうちの２船

ばかり、陸から沖の方へ連絡が不十分なところもありまして徹底できなかったということ

で、その２船については自主的に停船するという措置をとっております。 

 改良漁具の導入につきましては今現在、まだ調査中ではございますが、鳥取県の１隻、

後に述べます島根県の１隻について、調査結果の報告に先んじまして、自主的に導入を始

めております。 

 島根県についてですが、これも鳥取県と同様に、４月から６月のうちの 30 日間、18 年

度、休漁を実施予定です。減船については未定、網スソ開放及び改良漁具の導入について

は同様でございます。 

 （２）の資源の積極的培養措置については、科学的知見が不足していることから、現在

のところ、行っておりません。 

 ベニガニについては以上でございます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 事務局からトラフグの資源回復計画の概要及び取組状況、それから、日本海沖合ベニズ

ワイガニ資源回復計画の実施状況といったものについて説明をいただきました。 

 これにつきまして御意見等ございましたら……。 

 松井委員。 

○松井委員 私どもは全船承認を前から求めてきましたけれども、今回、見直す場がある

という御説明をいただきまして心強く思いました。 

 私どもとしましては、現在の資源の切迫した現況からしまして、即見直しを希望してお

ります。特に、これは福岡県の漁業者の強い要望でもあるわけです。 

 しかし、現在、この委員会指示を受けましてトラフグの資源回復計画が進行しつつある

中でありますし、少なくとも、今年の漁獲実績が来年４月には上がってくるということで

したので、それに基づいて、特に水産庁さんは早急な資源解析をしていただきまして、そ

れによって、場合によっては、結果によれば、もっと厳しく、そのときに全船承認制ある

いは、さらに漁獲制限はもっと厳しいものをということまで含めて検討する場を早いうち

に設けていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 
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○森本会長 ありがとうございました。 

 来年４月の資源の漁獲の状況とか見て、早急な対応を取ってほしいという、御要望とい

うことでよろしゅうございますか。 

 和田委員。 

○和田委員 境港から来ておりますので、ベニズワイについてお伺いしたいと思います。 

 日本海かにかご漁業者は資源回復のために自主的な御努力も含めて一生懸命されている

ので、敬意を表する次第でございます。 

 それで、明らかに休漁 30 日という長期の間の休漁措置があるわけでございますけれど

も、それに対して、以前にもお伺いしましたけれども、休漁推進支援事業の内容につきま

しては、国が３分の１と県が３分の１、漁業者３分１でしたかね。具体的に、既に兵庫県

は休漁されておりますけれども、実質の支援事業の内容につきまして、どのようになって

おるのか、お伺いしたいと思います。 

○上田計画官 今おっしゃったとおり、兵庫県の方は速やかに予算がついて、平成 17 年

度分についてはもう支出されております。 

 残る新潟、鳥取、島根の３県なんですけれども、鳥取県の方は鋭意努力中、島根につい

ても鋭意努力中というふうに伺っております。また、新潟県についても同様なんですけれ

ども、いずれも共通しているところは、このベニガニの水揚げ港が境港であると、鳥取県

である。船籍は例えば新潟にあれ島根県にあれ、自分のところに水揚げないところに支援

するのはなかなか話は通りにくいという話も聞いております。 

 いずれにしても、各県とも努力中とは聞いておりますけれども、その辺がネックになっ

てくるんじゃないでしょうか。 

○和田委員 御存じのとおり、今年に入ってから特に燃油の急騰、先ほど五十嵐部長から

もお話がございましたし、魚価については、ベニズワイはどのような魚価になっておるの

か、私も詳しいことは把握しておりませんけれども、全般的にまき網の対象魚種につきま

しても 10 数年間、浜値でございますけれども、魚価低落傾向にある。 

 一応、資源は減少して、それを回復するために漁獲努力量削減と。それと、魚価は上が

るんじゃなくて下がってきておる。また、先ほど申し上げましたとおり、コストの部分で

燃油は非常に急騰してしまっておる。そういったことで、資源回復計画である程度ロング

スパンで努力していくということでございますけれども、資源がふえるまでに、回復する

までに、漁業者が果たして何隻生き残れるのかなというふうに私自身考えております。 
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 そういった面では、先ほどの休漁に当たっても実質の支援事業の拡充をよろしくお願い

申し上げたいと思います。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 大変厳しい環境の中で休漁ということは漁業者にとって負担であるということはよくわ

かるわけでございますけれども、関係の県の委員の方で何か御意見……。 

 吉岡委員。 

○吉岡委員 ただいま和田委員から鳥取県の現状についていろいろとお話があったわけで

ございますが、兵庫県も決してすんなりと予算がついたものじゃないわけでございます。 

 これだけ水産庁が資源回復計画という格好の中で、最重点的な格好の中で、ズワイもそ

うでございますが、進んでおるということになれば、ほかの県も足並みをそろえて、本当

に資源回復計画に立ち向かっていくとするならば、兵庫県としては予算をつけざるを得な

いという格好の中で、17 年度につきましては、県の水産課も大変努力してくれまして何

とか格好はつけたわけでございます。 

 ところが、ふたを開けてみると、兵庫県以外の府県は、１年伸びた、あるいは 18 年以

降も、「県にそれだけの金がない。金がないのにできるか」ということが言われておると

いうことを兵庫県の財政当局は聞いておるようでございまして、ほかの県がしないのに、

兵庫だけが格好よくしとったって、これはつまらん話じゃないかと、本当の資源回復にな

らんのと違うかというふうなクレームが財政から出ておるわけでございます。 

 そういうことで、今の説明の中では、23 年度までが資源回復計画という格好の中で進

めようとしておる中で、まだ減船という問題も考えていこうじゃないかということで希望

者も募っておるわけでございます。 

 そういう時期に、兵庫以外の県も積極的にこの趣旨を理解していただいて、そういうこ

とが前に進むように、水産庁からもそういう各府県に足並みをそろえていただいて、資源

回復計画はスムーズに進むような御努力を特にお願いしたい。このようにお願いをいたし

ておきたいと思うわけでございます。 

 ですから、我々兵庫県でも水産課の連中は必死になって財政当局に当たっておるんです

が、「ほかの県は本当にやるんだね。やらなかったら知らないよ」というところまで突き

つけられておりますので、担当者は困っております。そこらを十二分に深い御理解をいた

だきながらバックアップしていただきたい。このようにお願いいたしておきたいと思いま

す。 
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○森本会長 ありがとうございました。 

 関係の県の方でそれなりの努力はされておられるというふうにも聞いておりますけれど

も、実際に兵庫県以外について予算措置がなされていないということだと、全体の足並み

がそろわないのではないかと、こういうことだと思います。 

 この資源回復計画の趣旨に照らして、各県の方でも努力をしていただきたいと思います

し、水産庁の方も御指導をしていただければ、この計画が順調に進むんじゃないかと思い

ます。 

 水産庁の方で何かありますか。 

○長谷室長 広域の資源でありますので、単県での取り組みでは目的を達成することは困

難だということですので、これまでも関係県には足並みそろえた取り組みをということで

お願いしておりますが、財政事情の厳しい県が多いということで、取り組んではいただい

ているけれども、なかなか結果が出ないということだと思います。 

 本日、またこういう御意見をいただきましたので、本日も関係県の委員の方もおられま

すし、随行の県庁の方もおられますので、そういう形で伝わると思いますけれども、改め

て、今日、そういう議論があったということについて関係県の方に伝えたいと思いますし、

最善の努力をしていただくと、その結果、それを踏まえて知恵を出していくということで

はないかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○森本会長 ほかによろしゅうございますか。 

 三木委員。 

○三木委員 先ほど和田委員から、魚価が低落し、何隻生き残れるかという御意見が出た

かと思うんですけれども、資源管理に当たっては流通との関係が非常に重要で、経営視点

というのが長い期間でやる資源回復計画を続行するためには大変重要かと思います。 

 そういう中で、例えばトラフグは漁獲成績報告書提出ということになっていると思うん

ですけれども、経営状況だとか比較的把握しやすいコンディションになっていくと思うん

ですけれども、そういう経営の把握、資源回復計画の中で経営を見ていく中で、より前に

進めるようなデータを提示していくということが重要かと思います。 

 生物資源の調査、どんどん力を入れられていっている状況だと思うんですけれども、経

営の方の調査というのも行っていただければ、先ほど話も出た支援事業だとか漁場機能維

持管理事業の効果だとか、反対に改良漁具のコストがどの程度なのかとか、漁業者がより

納得しやすく、あるいは県に対しても提示して、説得材料になっていくと思うんですね。 
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 そういうことをぜひお願いしたいと思っております。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 先ほど上田さんからも、その辺の点も含めまして、いろいろな規制措置についての効果

も検討していきたいという話もあったと思います。今の三木委員のお話も参考にさせてい

ただいて、ぜひ進めていただきたいと思います。 

 

②魚種別資源回復計画の検討状況について 

 

○森本会長 次の議題の魚種別資源回復計画の検討状況について、事務局から説明をお願

いしたいと思います。 

○上田計画官 マアジ対馬暖流系群資源回復計画ということで、策定着手中の計画であり

ますが、検討状況についてお知らせいたします。資料７をご覧ください。 

 関係県は鳥取県、島根県、長崎県の３県になっております。それぞれの中に中型まき網、

大中まき網、県知事許可、大臣許可ですね、入っております。今のところ、取り組みにつ

いては実施期間、開始年度とも未定、未定のままですが、検討状況の右の欄で、17 年６

月 21 日に大中型まき網代表者打ち合わせ、平成 17 年２月、隠岐の中型まき網等現地説明

会、そのほかずっと長崎も含めて検討会を重ねております。 

 次のページをご覧ください。その検討内容ですけれども、どのようなことが検討されて

いるかということで御紹介しておきます。 

 先ほど水研の説明にありましたとおり、資源状況です。水準は中位、動向は横ばいでな

くて増加でございます。現在の漁獲を継続するのが妥当であるとの判断。親魚の量をかつ

ての低い水準に低下させないようにするのが望ましい。小型魚、これは０歳魚、種と呼ば

れているものですけれども、この漁獲を控えることによって、加入当たりの漁獲量及び持

続的漁獲量の増加が見込めるというような判断があったわけです。 

 そこで、回復計画の趣旨でございますが、二つに大きく分けました。小型魚、０歳魚へ

の漁獲圧の低減、もう一つはマアジの付加価値向上ということです。 

 これに対して、現場説明会等を行いますと、漁業者の意見として、こういったことが上

がってくるわけです。まず、資源保護の重要性は認識しており、操業上の支障を生じる措

置でなければ計画への参加に異論なしと。これの中身は、先ほど和田委員の御発言のあっ

た魚価低迷の中、資源回復が早いのか、それとも漁業者消滅が早いのかといった不安も含
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まれておるわけです。また、将来的にマアジ資源が減った場合、この計画によって漁獲規

制が強まるのではなかろうかといった不安が大きいわけです。 

 そこで、想定される取り組みを現在検討しているわけです。それぞれメリットとデメリ

ットに分けて実現の可能性を現段階で評価しております。 

 まず小型魚への漁獲圧低減のための取り組みとして、（１）操業日数の削減というのが

あるわけです。これは支援対象になっております。例えば一斉休漁、これは係船休漁です

ね。これのメリットとして、一定の漁獲努力量削減が期待でき、取り組みとして明確であ

る。デメリットは、先ほどベニの話でも出ましたけれども、県予算の確保が難しい場合、

漁業者への負担が大きい。 

 それに対して、不定期の臨時休漁というのがございます。つまり、ボコンと卓越年級群

等が出現した場合、漁獲量増加時等の緊急措置として行う休漁です。これのやり方ですと、

卓越年級群の保護ができる。また大漁貧乏といいますか、魚価安定効果もある。しかしな

がら、突然であるために、デメリットとして、実施時期の見きわめが難しい、また県予算

の確保が難しい場合、漁業者の負担が大きいという問題がございます。 

 操業の分散です。これについては、今のところ、一番実現性が高いのではないかと見ら

れております。メリットについては、負担が少ないため比較的取り組みやすい、魚価安定

効果もある。ただし、デメリットと言えるかどうかわかりませんけれども、資源回復の効

果は弱いという判断です。 

 次に、漁具改良。これは目合い拡大等ということですが、これについては実現が難しい

であろうという判断です。メリットとしては、小型魚保護の効果が大きいということはあ

りますけれども、デメリットとして、恒常的に小型魚がとれないため経営に与える影響が

大きい、小型魚もときにはとる必要があるということです。また、網目に魚が刺さるよう

になり、操業上の支障が増大する。また、以上の理由によって、漁業者自身が消極的です

ということです。 

 ４番目の減船については、これからどうなるか、まだわかっておりません。燃油の高騰

等もあり厳しい状況の中、協議を重ねていくべき課題かと思いますけれども、メリットと

しては漁獲努力量削減効果が大きい、デメリットとしては、特に隠岐島あたりの中まきは

基幹産業たるものなんですけれども、地域に与える影響が大きいということがあります。 

 ２番目に掲げております付加価値向上のための取り組みです。３点、考えております。 

 まず鮮魚扱いにおける付加価値向上。これについてはブランド化による魚価向上、観光
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資源としてのマアジ、括弧内に事例を挙げておりますけれども、そういったものが考えら

れるわけです。 

 問題点として、関アジを初めとして多くのブランドアジがあるので競争力を果たしてつ

くることができるだろうかということです。もう一つは、マアジにしても、山陰沖では成

長に伴って大型魚は沿岸に入り込んできて産卵するということが知られており、大型魚は

沿岸に多く、まき網にとって操業上の問題があるであろうと。つまり、せっかく取り組み

をして、まき網にとってのメリット、見返りが少ないんじゃなかろうかということがある

わけです。主な陸揚げ港の境港において、値段の高いマアジが評価されるかどうかは不明

であるということもございます。 

 次に検討されているのが活魚扱いによる付加価値向上です。方法は、最近、各所で話題

を聞くことがある曳航式生けすというやつですね。船の後ろに引っ張ったら、パーッと広

がって生けすとなるというものですけれども、ウオーターバッグと商品名、申しますけれ

ども、これによる活魚輸送、また活魚輸送の導入。また、こういった活魚を利用して活け

越し活け〆といった鮮魚としての扱いというやり方もあるわけです。 

 問題点としましては、活魚需要の実態が不安定である、ウオーターバッグについては輸

送量や輸送速度に改善の余地あり、また導入コストが比較的大きいという問題点がござい

ます。 

 次のページですが、加工品扱いによる付加価値向上はいかがなものか。日本海における

マアジ資源の加工品としての利用は干物、煮干しといったものがありますが、小型魚主体

ですので、現状では大きな期待はできそうにないということで、実現の可能性もいまひと

つという状態です。 

 総じて言いますならば、量から質への転換は急務でありますけれども、採算性において

小型魚保護の代替になるだけの効果が求められるので、そのようなものを考えていかなけ

ればいけない。もう一つは、導入コストが大きいものもあり、取り組みが失敗したときの

打撃が大きい。それだけの体力があるときならいざ知らず、今は下手な勝負は打てないと

いう状況でございます。 

 こういうことを現在も、またこれからも継続して話し合いながらマアジの資源回復計画

については進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○森本会長 ありがとうございました。 
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 それぞれの取り得るであろうオプションについて、メリット、デメリット等の分析につ

いて御紹介いただきました。大変難しい問題もあるということでございますけれども、さ

らに関係の漁業者の皆さん、あるいは行政機関も含めて御努力をしていただければと思い

ます。 

 説明がありました計画につきまして、関係される委員の方から何か御意見等ございます

でしょうか。 

 清水委員、どうぞ。 

○清水委員 マアジ以外でもよろしいですか。 

 先ほど出ました和田委員の発言に対する三木委員、そして兵庫県の委員から出ました問

題について、ちょっと意見が言いたいわけですが、よろしいですか。 

○森本会長 今はマアジの資源回復計画の検討状況について意見を求めているわけでござ

います。後ほど、全体のその他…… 

○清水委員 それに引っかけて言いましょう。マアジでも何でも同じですけれども、この

問題は、要するに、支援事業をどうするかということは当初から問題になっておったわけ

ですね。私は指摘しております。前回の会議でも申し上げました。 

 これは三位一体の改革でどうなるのかということですよ。県にひもつきで国から補助金

を出してくださいと、漁業法に基づいて資源回復計画を立てるわけですから、一般財源と

して県に出して自由に使いなさいという予算であるならば、資源回復へ回らないのは当然

だと私は思います。県ごとに認識の違いもありますし、県知事の考え方に差がある以上は

非常に難しいものだと思います。 

 それを認識した上で、この計画が進むように、ひとつ水産庁さんで、予算のつけ方、ま

た県が３分の１出さなかったら、この回復計画に対する予算は組みませんよということで

もできるわけでしょう。三位一体の改革というのは、何も一般財源ばっかりじゃないと思

うんですよ、県に出すのは。そこのところを考えてやっていただきたいなと思います。 

 また、支援事業というのが必要になってきます。これは、トラフグでも、漁業者の中で

は個々にきたら大変難しくなるなと思っておりました。確実に難しくなってきております。 

 それはなぜかといいますと、休漁したら、どんな支援がしてもらえるのか。以前は港湾

工事に船を出して働いてもらうとか、休んでいる漁期間はそうしてくれということがあり

ましたけれども、そういうことはできるわけじゃないかということで話しましたけれども、

その辺のところに行き当たってきています。 
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 だから、何かいい知恵を出すべきです。でないと、休漁もできなくなる。飯が食えんか

ら出してくれ、操業するというふうな形になってくる可能性がありますから、その点はよ

く検討が必要だと思っておりますから、指摘しておきます。 

 また、三木委員の流通の問題でも、今まさにアジが活魚で売れるようなブランド化とい

う話が出ましたけれども、生けすを引っ張って都市圏に持っていく漁業者はおるわけです。

生けすを引っ張っていくと相当日数かかりますから、端の方から都市圏に持っていくのに、

何かいい方法を考え出して付加価値向上を図る必要があろうかと思います。 

 生けすというのは、引っ張っていくと、魚も痛みますし、速度も鈍くなるわけですから、

運ぶのが大変だということですけれども、山口県から瀬戸内海を通って大阪圏に持ってい

く業者もおるということを申し上げておきたい。 

 以上です。 

○森本会長 どうもありがとうございました。 

 直面する問題について、清水委員から御指摘といいますか、御要望がございました。非

常に難しい問題ではありますけれども、そういう点も乗り越えていかないと、これまた何

もできないということになりますので、漁業者の皆さん方の御理解をいただいて、みんな

で一緒にやっていくということも必要ではないかと思います。今の御意見は非常に貴重で

ございますので、水産庁でも受けとめていただきたいと思います。 

 ほかに……。 

 

③包括的資源回復計画の取組について 

 

○森本会長 次に、③の包括的資源回復計画の取り組みについて、２そうびきの問題につ

いて、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○吉永計画官 資料－８をご覧いただきたいと思います。包括的資源回復計画の基本的な

部分につきましては、先ほど資料４に基づきまして御説明がなされたところでございます

ので、基本的な話については省略をさせていただきたいと思います。 

 この計画につきましては、４ページをご覧いただいて、こちらの方から御説明をした方

がいいかと思います。４ページに行政担当者会議の開催実績と漁業者協議会等の開催実績

ということで、１枚紙にまとめさせていただいております。 

 下の方を見ていただきたいと思います。漁業者協議会の開催実績。この包括的な事業に
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つきましては、３月の九州西部会におきまして、山口県の沖合底びき網漁業で、こういっ

た計画を検討されておるということにつきましては、既に御紹介をしてきたところでござ

います。ここにもありますように、山口県におきましては、前回の部会以降６月と７月に、

この計画に向けた漁業者協議会等が開催されてきたところでございます。 

 そういう状況にありまして、対象漁業が沖合底びき網漁業ということもございまして、

海域的には山口県の海域におさまるような話ではないということもございます。特に２そ

うびきということになりますと、島根県の漁業者の方にも参画をしていただく必要がある

だろうということもございます。 

 もう一つは、以西底びき網漁業の方でも、この包括的資源回復計画を検討したいという

御要望もございまして、それらを受けまして、この表の上の方にあります９月 15 日に、

国、県、業界を含めまして、関係機関の連絡会議を開催させていただいたところでござい

ます。その中で、この海域において、底びき網漁業を対象として、この包括的資源回復計

画を取り組んでいこうというところが確認されたところでございます。 

 その確認を受けまして、本日の本委員会におきまして、今から簡単に御説明をしますけ

れども、着手の御了承をいただければ、本格的な検討に入っていきたいということでござ

います。 

 １ページから説明をさせていただきたいと思います。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、これはあくまでも仮の名称ということで御理解をい

ただきたいと思います。 

 まず対象漁業者でございます。先ほど説明をしましたが、沖合底びき網漁業、関係県と

しましては山口、島根、福岡と、以西底びき網漁業ということで長崎県ということでござ

います。対象海域につきましては、日本海西部から九州西の海域を予定しております。そ

れぞれ沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業の操業海域ということでとらえていただけれ

ばいいかと思います。 

 ３番目の資源の状況につきましては、３ページをご覧いただきたいと思います。そこに

ございますように、日本海西部・九州西海域における底びき網漁業対象魚種の資源評価と

いうことで、これは本年度の資源評価表の中から、この沖底、以西の対象とされている魚

種をピックアップさせていただいたところでございます。 

 これを総じて言いますと、中位とか増加傾向の魚種も若干ありますけれども、大部分の

魚種につきましては、低位、横ばいなり、減少傾向ということで、資源的に見ても非常に
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厳しいのではないかと見ております。 

 この中で補足的に言っておきますと、３番目のキダイはレンコダイと言った方がなじみ

がおありの委員もおられるかと。ムシガレイは通称水ガレイということで業界の方では通

っているようです。それと、一番下のケンサキイカは、以西も沖底もそうですけれども、

通称アカイカと呼ばれているイカでございます。 

 その下に、昭和 55 年から沖底と以西、沖底は先ほどから説明しております島根から山

口以西の２そうびきということに限っております。それと以西の漁獲の動向をグラフで書

いております。こういうことで減少してきているという実態がおわかりになるのではない

かと思います。 

 それと、２ページに戻りますけれども、沖合底びき網漁業と以西底びき網についての操

業区域、許可隻数、対象魚種等について、簡単に概要を説明しておるところでございます。 

 こういうことで、１ページに戻っていただいて、今後の方向性ということになります。

このような状況から、減船や漁船の小型化、漁具の改良等により、漁獲努力量の削減、あ

るいは小型魚の保護を行いながら資源の増大と漁業経営の改善を図るために包括的資源回

復計画に取り組むこととしたいということであります。 

 今日着手の御了承を得ましたならば、今後、具体的な資源回復措置等について、関係機

関といいますか、行政機関、漁業者の皆さん、あるいは研究者の皆さんにも御相談をして、

具体的な検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 ただいま包括的資源回復計画ということで、沖合底びき網漁業あるいは以西底びき網漁

業について、関係の県で既に話し合いが始まっておるということでございますが、これを

包括的資源回復計画として取り上げていきたいという事務局のお話もございましたけれど

も、何か御意見ございますでしょうか。 

○齊藤洋一委員 これは２そうびきをするということ……。２そうびきを現在やっている

ということですか。 

○吉永計画官 ２そうびきを対象に今後、了承をいただければ具体的検討に入りたいとい

うことでございます。 

○齊藤洋一委員 現在やっている２そうびき船に対してということですか。 

○吉永計画官 はい、そうです。 
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○森本会長 関係される委員の方から何か御意見……。 

 宮本委員。 

○宮本光矩委員 今回の包括的資源回復計画について、山口県が一番先に発案したような

次第でありますので、簡単ではありますが、御説明させていただきます。 

 かつては東洋一の水揚げを誇っていた下関漁港も、今では我々沖合底びき船が 13 組し

かいなくなっております。この沖底船についても、平均船齢が 16 年ということになって

います。これでは将来、沖底の火が消えてしまうのではないかという危機感があったわけ

であります。何とか漁港に新しい船ができる環境にできないかという思いであります。 

 平成 12 年度に開発センター、今の水産総合センター様の御指導によりまして、新操業

形態実証化事業を行うこととなり、私たちの組合であります山口県沖合底びき網協同組合

で、第一、第二やまぐち丸を建造したわけであります。この船は資源管理型漁業に合った

省人省力化の船で、今までの 75 トンの船を 60 トン、定員数も 20 名を 14 名に減らしたわ

けであります。おかげをもちまして、この事業も平成 17 年度に成績優秀ということで終

了の運びとなっております。 

 この第一、第二やまぐち丸をモデルとした船を何とか国のリース事業等も考慮しながら

つくることはできないかということであります。包括的資源回復計画で資源回復を第一目

標にし、なおかつ、獲った資源を有効利用できるように、市場・仲買・生産者が力を合わ

せて下関漁港の力強い再生を目指して、山口県ともども我々沖合底びき網漁業者が一体と

なって取り組んでいきたいと思っております。 

 以上です。 

○森本会長 どうもありがとうございました。 

 山口県の底びき網の今後の取り組みについて、経緯等を含めて御意見をいただきまして、

ありがとうございました。 

 ほかに……。 

 それでは、島根県、山口県、福岡県の沖合底びき網漁業と以西底びき網漁業が一緒にな

って漁業種類に着目した包括的資源回復計画を作成したいということでございますが、本

委員会として、計画の作成に着手するということを了承するということでよろしゅうござ

いますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本会長 ありがとうございました。 
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 それでは、包括的資源回復計画の作成に向けて関係者の皆様方の御尽力をお願いいたし

たいと思います。 

 

そ  の  他 

次回以降の会議の持ち方について 

 

○森本会長 議題８の「その他」の議題に入りたいと思います。議事次第にありますよう

に、次回以降の会議の持ち方についてでございますが、事務局から何か御提案があるよう

ですので、お願いをいたします。 

○長谷室長 これまで、広域漁業調整委員会は資源回復計画の検討に重点を置いて活動し

てきております。そのことは第２期も基本的には同じと思っておりますけれども、この委

員会は、最初のところで御説明しましたように、単なる諮問機関ということではなくて、

沿岸と沖合の漁業者が席を同じくして対話を促進する場と、協議をする場ということでご

ざいます。 

 従来も資源回復計画の議論のほかにも適宜委員からの発言を受けて、若干の議論ですと

か、事務局から説明をさせていただいているところです。例えば３月のこの委員会では、

イルカの食害について御意見が出て、若干の議論等をさせていただいたということでござ

います。 

 今日は改選後初めての委員会ということで、どうしても事務局からの説明が長くなり過

ぎた嫌いはありますけれども、次回以降につきましては、もし委員の方でこういったこと

について議論したいと、あるいは問いたいということがありましたら、若干余裕をもって

事前に事務局にお知らせいただきますと、より準備をして議論のための資料も提供できる

かなと思っているところであります。 

 例えばということですけれども、先ほど言いましたようなイルカ等の食害の話も資源回

復計画に密接に関連した話だと思いますし、沖合いでの漁場整備の話ですとか、種苗放流

についての調整の問題といったようなことは、この場で意見交換するのは有益ではないか

なと思っております。 

 委員会の機能として、権能として、あくまで資源管理ということでありまして、漁場の

紛争調停といったようなことは権能として持っておりませんけれども、資源管理関係でこ

の場を活用して議論したい、議論すべきことがありましたら、事前に事務局に御連絡いた
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だければ、会長と御相談して、この場でやるとか、あるいは部会で議論するといったよう

なアレンジ、調整をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 事務局の長谷室長から、今後の会議の持ち方について御提案がございました。大変いい

ことじゃないかと思いますけれども、何か御質問ありますでしょうか。 

 野村委員。 

○野村委員 今、室長からそういう提案がございましたので、早速、お願いしておきたい

と思います。 

 ＴＡＣの中で各知事枠、全国枠がなされているわけでございますけれども、恥ずかしい

ことに、鹿児島県、今年はサバが豊漁で、次から次へと枠をもらうという状況でございま

す。 

 本来ならば、ＴＡＣの中で消化して、それの中で経営できるというのが一番ベターな方

法だと思いますけれども、先ほど和田委員からもありましたように、非常に魚価が安いと

いう中で、どうしても獲らざるを得ずに、経営をやっとこさ維持しているという状況でご

ざいますので、ＴＡＣのあり方も含めて、どういう管理の方法が一番いいのか。 

 ちなみに、今年のサンマの彼らも一生懸命制限してやったけども、一向にその効果が出

なかったということも先般、気仙沼の方で聞いておりますので、そこら辺を含めて何とか

対応をお願いしたいと思っております。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 これはいろいろ共通する問題だろうと思います。 

○野村委員 難しいです。 

○森本会長 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 それぞれ事前に検討していただきたい事項について、あらかじめ事務局に要望を寄せて

ほしいということでございます。よろしゅうございますか。 

 西崎委員。 

○西崎委員 資源管理についての委員会でありますので、室長から資源管理以外のことで

も、この場というのは滅多にないわけでありますので。 

 恐らく資源管理にもつながると思うんでありますけれども、昨年はなかったけれども、

一昨年、大型クラゲが日本海あるいは太平洋にまで来遊しております。このクラゲについ
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ては、我々網漁業ばかりじゃなくて、漁業に関するすべての漁業に大きな被害をもたらし

ておるわけであります。なぜクラゲが一昨年、そして、今年、このように増えたのか。水

産庁としても、いろんな調査、あらゆる角度から調査をしていると思いますけれども、そ

の実態はいまだにわからないでおるわけであります。 

 いろんな説があります。中国で急激にそれぞれの産業が発展したことにおいて、川にい

ろんな産業廃棄物が投棄されて水質が変わって、それによってクラゲが発生しているとか、

原発の温排水が冷やさないままにかなりの高い温度が排出しているからクラゲが発生して

いる。 

 さらには、我々漁業者の考え方でありますけれども、イワシが最近、全く見えなくなっ

てしまいました。これまではクラゲの幼稚仔がイワシの餌になっておった。ところが、最

近、日本海の沖合いにクジラの群れが相当広範囲にわたって群れをなしておるわけであり

ます。したがって、このクジラが保護されたことにおいて、かなり増えた。そのことにお

いてイワシが激減してしまったと。そのことにおいて、先ほど言いましたように、餌にな

っていたクラゲの幼稚仔がなくならないで、そのまま大きくなっていくという。いろんな

説がありますが、いまだに研究機関もそこまで未知数であるわけであります。 

 いずれにしてでも、我々青森県あるいは日本海側の漁業者また太平洋の岩手、宮城県あ

たりまで、現在は網揚げをしたり、網が大きくいたんでおるところであります。これにつ

いての考え方というか、取り組みというか、幸い水産庁がかなり来ておるところでありま

すので、資源回復の点からすると、イワシを増やしていかなければならないんじゃないか

なという気がするわけであります。このことについてはいかがなお考えになっておられる

でしょうか。 

○長谷室長 西崎委員から難しい御質問ですけれども、堀川部長、水研の方からも来られ

ていますので、補足がありましたらお願いしたいと思いますけれども、一応、水産庁の整

理している考え方としては、三つぐらい原因があるんじゃないかと言っています。 

 まず、中国沿岸部の冨栄養化が進んで、大型クラゲの餌になる動物プランクトンの発生

に好適な条件になっちゃったんじゃないかと。二つ目が温暖化で大型クラゲの生息に適し

た環境条件が整ったと。３番目として、黄海、東シナ海における水産資源の乱獲によって、

大型クラゲと競合する生物が減少したと。ここら辺を三つ理由に公式見解としては挙げて

いるようですね。 

 それを踏まえて、８月に大型クラゲ総合対策をまとめているんですけれども、来遊情報
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の収集と提供ですとか、混獲の回避だとか、軽減の取り組みですね、洋上駆除の実証試験、

陸上処理の推進、漁具改良を初めとした各種技術開発、制度資金という５本柱で対策を取

りまとめております。 

 長官を本部長にして対策推進本部を設置しておりますので、今後も関係機関と連絡を取

りながら、今年来て、来年また来るのかどうかもわからないんですけれども、対応してい

くということだと思っております。 

 マイワシについては、海の中の話ですから、因果関係がどうなっているか難しいですけ

れども、堀川部長がいる前で余り言うのはやめよう。 

 部長、何かあったらお願いします。 

○堀川部長 おっしゃっているのはマイワシのことだろうと思うんですけれども、残念な

がら、マイワシの幼魚はクラゲを餌にはしておりません。ですから、餌を通じた因果関係

は余り可能性はないと考えております。 

 それと、イワシはクラゲが増加するかなり前に、もう既に激減しているので、全然無関

係とは申し上げませんけれども、減少と増加の位相がずれているということです。 

 ただ、基本的に、クラゲ問題というのはソースですね、補給源が東シナ海、黄海にある

というところを考えていただかなければいけない。それが海況によって大量に補給され、

補給される過程でクラゲが大きくなって、どんどん北の方にということですので、根本的

には、クラゲ問題の対策は東シナ海、黄海での対策が一番重要になってくるんじゃないか

なと考えております。ただし、これは中国、韓国の協力を得なければ実現できないという

ことでございます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 水産庁の取り組みにつきまして御説明いただきました。大分時間も経過をしております

し、それぞれの部会もございますから、いろいろ御意見等ございましたら、その場で出し

ていただきたいと思います。 

 事務局から、次回の委員会の開催予定の日程等につきまして御説明をお願いいたします。 

○長元課長補佐 次回の委員会は、今のところ３月を予定していますが、議題やら日時、

場所等については、まだ決っておりませんので、追って御連絡をさせていただきたいと思

っております。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 そういうことで、明年の３月ごろに開催するということで調整をさせていただきたいと
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思います。 

 そのほか連絡事項ございますか。 

○長元課長補佐 あと２点ほど、この後の御案内やら、本日と明日の各部会の時間等につ

いて御報告したいと思います。 

 当日本海・九州西広域漁業調整委員会主催のレセプションを、この後開催されます九州

西部会の後、ここは 13 階なんですが、14 階の天平の間で開催したいと思います。委員の

皆様はもとより各都道府県から出席されている方、または各団体から出席いただいている

皆さんも、奮って御参加いただきたいと思います。 

 もう一つは、今後の部会のことですが、本日、ちょっと時間がずれこんでいますので、

この後、九州西部会を実施する予定なんですが、今３時 50 分ですので、４時 10 分からこ

の場所で開催したいと思います。 

 明日の部会ですが、午前 10 時から日本海北部会が、午後１時半から日本海西部会がそ

れぞれ同じ場所のここで開催されます。各部会の委員の皆様には御出席いただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 本日の委員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、議事進行へ御協力をいただきまして、誠にありがとうございました。御熱心に

討議をいただきました。 

 なお、議事録署名人に指名させていただきました鳥取県の生越委員及び田中委員のお二

方には後日、事務局から本日の議事録を送付させていただきますので、よろしくお願いを

いたします。 

 

閉     会 

 

○森本会長 これをもちまして、第６回日本海・九州西広域漁業調整委員会を閉会させて

いただきます。どうもありがとうございました。 
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