
５ 議事内容

開 会

○小林資源管理部管理課長補佐 定刻となりましたので、ただいまから第11回日本海・九

州西広域漁業調整委員会を開催いたします。

本日は海区互選委員のうち、新潟県の小田委員が遅れて出席されるとお伺いしておりま

すが、委員定数29名のうち、定足数でございます28名の御出席を賜ってございますので、

漁業法第114条で準用いたします同法第101条の規定に基づきまして、本委員会は成立して

おりますことを御報告いたします。

なお、日本海かにかご漁業協会の西野会長にも、参考人といたしまして前回委員会に引

き続き御出席をいただいておりますので、あわせて御報告いたします。

それでは議事進行を森本会長、よろしくお願いいたします。

会長あいさつ

○森本会長 森本でございます。本日は大変お忙しい中、委員の皆様方を初め来賓の方々

、 、におかれましては 第11回日本海・九州西広域漁業調整委員会に御出席をいただきまして

まことにありがとうございます。本日は御審議のほど、よろしくお願いいたします。

座らせていただきます。

まず最初に、委員の交代がございましたので御報告をいたします。佐賀県の海区互選委

員の宮崎征男委員が交代となり、後任に山下康夫委員が選出されておりますので、御紹介

をいたします。

○山下委員 佐賀県の山下でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○森本会長 山下委員、よろしくお願いいたします。

さて、本日の委員会では、本委員会に設けられた部会の区域をまたがる資源回復計画及

び資源回復計画に関係する漁業法第68条に基づく本委員会の指示についての議題が用意さ

れております。まず初めに、資源回復計画の対象魚種の資源状況について御説明をいただ

くこととなっております。
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続きまして 実施中の計画でございます 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画 九、 「 」、「

州・山口北西海域トラフグ資源回復計画 及び 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 それに加えて 昨日の九州西部会で了承されました 有） 」、 、 「

明海ガザミ資源回復計画」について、取り組み状況等の報告がございます。さらに、それ

ぞれの計画に関連する本委員会の指示について御審議をいただくことになっております。

また、現在作成中の計画であります「マアジ対馬暖流系群資源回復計画」について、検

討状況の報告がございます。

それから、資源管理に関連する施策に関する平成20年度予算等について、事務局から情

報提供があるとのことでございます。

本日の委員会も多くの議題が用意されておりますけれども、委員の皆様方におかれまし

ては御審議のほど、どうかよろしくお願いをいたします。

水産庁あいさつ

○森本会長 本日の委員会でございますが、水産庁から中前次長、山下資源管理部長、木

實谷管理課長、内海資源管理推進室長、宇賀神漁港漁場整備部整備課長、また独立行政法

人水産総合研究センターから、日本海区水産研究所の岸田日本海漁業資源部長、西海区水

産研究所の時村東シナ海漁業資源部長、また独立行政法人水産大学校から今井准教授他多

数の方が出席されております。

議事に入ります前に、水産庁・中前次長からごあいさつをいただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。

○中前次長 ただいま御紹介いただきました、次長をやっております中前でございます。

本日はお忙しいところ御出席いただきまして、大変ありがとうございます。

この広域漁業調整委員会でございますけども、都道府県の範囲を超えて分布する資源の

適切な管理ということで平成13年に設置されて、回復計画について種々御議論をいただい

ております。

日本海九州西の海域を管轄するこの委員会では、14年の「日本海西部あかがれい（ずわ

いがに）資源回復計画」を初めに、現在まで８つの計画が作成されておりますけども、こ

れらの取り組みを御審議いただいております本委員会には、大変重要な役割を果たしてい

ただいていると思っております。
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資源回復計画の実施状況でございますけども、魚種別計画について、69魚種を対象にし

て45計画、平成17年度から開始した包括的計画ということで９計画で、それぞれ実施され

ております。

、 、資源回復計画でございますが 昨年３月に閣議決定されました水産基本計画においても

重要な課題の一つとして位置づけられております。今後とも一層、回復の推進が期待され

るということでございます。

また国際的にも、例えば今、ＷＴＯの議論が非常に大詰めといいますか、進捗しており

ますが、漁業補助金をめぐる議論が大変大きな問題になっております。そういった中で、

途上国を中心に先進国の漁業補助金は禁止すべきだという意見が強いわけでございます

が、もちろん我が国といたしましては、そういった意見にはきちっと反論をやっておりま

すが、中でも資源管理に資する補助金については、例外にすべきであるという主張をいた

しまして、そういったものにつきましては賛同する国も徐々にではありますが、増えてき

ておるという状況でございます。

この数年、国際情勢の変化に起因する燃油高騰あるいは魚価の低迷、水産業に直接影響

を与える問題が続いておりますが、資源管理に適切に取り組むことが、活力ある漁業の将

来の確立に必ずつながるものと信じております。そういう意味で、この委員会の役割が今

後とも一層重要になるものと考えております。

こうしたことを念頭に、本日御出席の皆様方におかれましては、ぜひ忌憚のない活発な

御意見をいただきまして、今後の資源管理の一層の推進が図られることを祈念いたしまし

て、ごあいさつにかえる次第でございます。どうもありがとうございました。

○森本会長 中前次長、どうもありがとうございました。

資料の確認

、 。○森本会長 それでは最初に 本日お配りしてあります資料の確認を行いたいと思います

事務局からお願いいたします。

○小林資源管理部管理課長補佐 それでは、お手元にお配りしております資料の確認をさ

せていただきたいと思います。申しおくれましたが私、事務局を務めさせていただいてお

ります、水産庁管理課の小林と申します。よろしくお願いいたします。

、 、 、 、それではお配りしている資料でございますが まず本日の議事次第 委員名簿 配席図
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出席者名簿でございます。それから、本日の委員会で御説明させていただきます資料とい

たしまして、資料１で19ページまであるものでございます。資料２－１は日本海沖合ベニ

ズワイガニ資源回復計画に関する資料で、10ページまでついているものでございます。資

料３－１は日本海・九州西広域漁業調整委員会指示の関係の資料でトラフグの資源回復関

係の一連の資料でございまして、27ページまでついているものでございます。資料４－１

は日本海西部・九州西海域底びき網漁業の包括的資源回復計画の関係の資料でございまし

て、２枚ものでございます。資料５－１は有明海ガザミ資源回復計画に係る資料でござい

まして、これも２枚の資料でございます。資料６は、マアジ対馬暖流系群資源回復計画の

。 、 。関係の資料が２枚でございます それから 資料７の関係の４枚ものの資料がございます

以上が、配付しております資料でございます。資料がかなり多くなっておりますけれど

も、不足等ございましたら事務局までお申しつけいただきたいのですが、よろしゅうござ

いますでしょうか。

なお、説明の途中でありましても、資料に落丁等がございますれば、その都度お手数で

はございますけれども、事務局のほうにお申しつけいただければ幸いかと存じます。

それでは、すべての資料がそろっているようでございますので、森本会長、議事進行を

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 それでは議事に入らせていただきますが、最初に、後日取りまとめられます

本日の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。これにつきましては、本

委員会の事務規程第12条により、会長の私のほうから御指名させていただくことになって

おりますので、僣越でございますが指名させていただきます。

道府県海区互選委員からは熊本県の福田靖委員、農林水産大臣選任委員からは本川廣義

委員のお二方に、本日の委員会に係る議事録署名人をお願いいたします。お二人の委員の

方、どうかよろしくお願いいたします。

議 題

（１）水産資源の状況について
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○森本会長 それでは、議題（１ 「水産資源の状況について」に入りたいと思います。）

なお本委員会では、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、ベニズワ

イガニ及びマアジの２魚種並びに「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」に関連する主要漁獲魚種について説明をいただくこととしておりま

す。

それでは資料１により、独立行政法人水産総合研究センターの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、西海区水産研究所の時村東シナ海漁

業資源部長からマアジ及び包括的資源回復計画に関連する以西底びき網主要漁獲魚種につ

いて、また独立行政法人水産大学校の海洋生産管理学科の今井准教授から包括的資源回復

計画に関連する沖合底びき網主要漁獲魚種について、それぞれ説明をお願いいたします。

○岸田日本海区水産研究所日本海漁業資源部長 日本海区水産研究所の岸田と申します。

。 、ベニズワイガニについて御説明させていただきます 資料１の３ページからに沿いまして

御説明いたします。

分布域につきましては地図がありますが、日本海の水深500～2,700ｍ、中心としては1,

000～2,000ｍの水深帯に分布しておりまして、漁場はそこに青く示してあるところとなっ

ております。

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

沖合漁場における大臣許可漁業の２つの異なる形態で構成されています。日韓暫定水域設

定直後に、暫定水域から日本の200海里内への漁場の急激な移動がありましたが、2003年

以降は再び暫定水域への回帰が起こっています。

漁獲の動向ですが、次のページに図がございますが、漁獲努力量の増大と沖合域への漁

場の拡大によりまして 我が国200海里内外における漁獲量は 1983年から84年には５万2,、 、

000～５万3,000ｔまで増加しましたが、以後は急速に減少しました。

1992年以降は２万2,000～２万6,000ｔ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、2003年が約１万5,000ｔということで最低となりまして、その後はやや

増加しております。

2006年は１万8,000ｔ、このうち我が国200海里内の暫定漁獲量は約１万6,000ｔとなっ

ています。
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資源評価の方法としましては、漁獲量及び漁獲成績報告書の解析で得られた漁場別の漁

獲量、それからＣＰＵＥの経年変化をもとにやっております。

資源状態ですが、大臣許可水域では1997年以降、ＣＰＵＥが減少傾向にありましたが、

2002年の１かご当たり6.1kg、これは上の図の折れ線グラフで示してございますが、これ

が最低となりましたが、その後は改善いたしまして、2006年は１かご当たり9.7kgとなり

ました。しかし、ここ数年で大きく漁場の利用状況が変化しており、今後も注意して資源

の動向を見守る必要があると思われます。

それから、知事許可水域のほうでは、過去最低だった2005年よりは漁獲量が増加したも

のの、依然として低い水準にありまして、ＣＰＵＥは横ばい、またはやや増加傾向です。

いずれの海域でも、漁獲物に小型個体及び未熟個体を20％程度含んでおります。系群全体

の資源状態としては、依然として過去最低の水準にあるものの、動向としては横ばい状態

というふうに判断されます。

以上です。

○時村西海区水産研究所東シナ海漁業資源部長 引き続きまして、マアジ対馬暖流系群の

資源状態について、簡単に説明します。資料は、お手元にお配りした５ページから８ペー

ジです。

マアジは写真のような浮魚です。５歳で尾叉長で大体 数 、全長で 弱にな30 cm 40cm

。 、 、 、 。るような中型の浮魚です 分布図の 赤い部分が分布域 橙色が産卵場 青色が漁場です

マアジは比較的温暖な浅海域に生息する魚種であり、日本の周囲ではこのような浅海域は

東シナ海から日本海西部に特に発達していますので、系群としては対馬暖流系群が、海域

としては東シナ海から日本海西部が主要です。

産卵場は東シナ海の南部、中部、九州西岸等にありますが、量的には東シナ海南部が最

大の産卵場であることが知られています。マサバ等と比べると分布域が比較的日本側に近

い海域にありますので、外国の漁業の影響が比較的小さい魚種です。

マアジの８割はまき網漁業によって漁獲されており、大中型まき網漁業の漁獲量の４分

の１はマアジが占めております。

我が国の漁獲の動向を説明します。 年代にマアジの漁獲量が落ち込み、その後増加80

、 、 、して 年代に 万ｔを超えるような漁獲がありましたが 年代後半から減少して90 20 90

年以降に 万ｔ程度まで増加したものの、その後減少しているという状況です。2000 19

、 、マアジは小型魚でも商品価値があるという特徴もあり ０～１歳魚の漁獲が非常に多くて
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個体数では大体９割が０～１歳魚です。

90漁獲量データを解析し、資源量を算出して資源状態を判断しました。漁獲量同様、

年代前・中盤、及び 年代の中頃までが資源水準が非常に高く、最近やや減少傾向に2000

あるため、資源水準は現在中位で減少傾向と判断しました。

今後の資源管理方策等を考えるに際には親子関係を重視しました。６ページの中央右側

の図の横軸が親の量、縦軸が子供の量、数字は年を示します。点の配置を概観すると、グ

ラフの右側では点が上がり、左側では下に固まっています。これは、親が多ければ子供も

多く、逆に、親が少なくなると子供も少なくなる傾向を示しています。

中央上方にある 年のレベルから左側、つまり親が少なくなると子供の出方が悪く2001

なると判断できますので、親の量を 年より下げないようにすべきと考えています。2001

現在の親の量は 万ｔ以上あり、 年の 万ｔと比べてかなり多いため、量として20 2001 14

は十分と判断しています。

以上のことから、資源水準は中位、動向は減少傾向ですが、資源の管理方策としては、

親の量を現在の水準に維持する程度の漁獲の強さを続ければよいと判断しました。

ただ、気をつけなければいけないことが２点あります。一つは、漁獲の主体が若齢魚であ

るため、０歳魚の漁獲を減らすほうが合理的であるという提言を行っています。もう一つ

は、 年、 年は親の量は比較的多いものの子供の量が非常に少ないことから、親2005 2006

が多くても子供が出ない状況が続いていることです。現在は平均的な子供の出方を仮定し

て資源予測を行っていますが、今後も子供が出ない状況が続けば、もう少し慎重な評価に

変えるべきだと考えています。マアジについては以上です。

続いて、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に係る

主要対象魚種の資源状況のうち、水産研究センターと水産庁が資源評価を行っている魚種

について、簡単に説明します。

マダイ、キダイ、タチウオ、ヒラメ、ムシガレイ、ソウハチ、ウマヅラハギ、そして東

シナ海底魚類としてキグチ、シログチ、ハモ、マナガツオ類、エソ類、カレイ類、ケンサ

キイカ、アマダイ類について資源水準と動向を記載しています。

中位水準にある３魚種を除いて残り１２魚種は低位水準にあるため、全体としては資源

状態は悪いと言えます。比較的状態が良い魚種のうち、中位･増加のマダイ、ヒラメは、

いずれも比較的沿岸性の魚種です。中位･横ばいのキダイについては別途説明します。

低位･増加のソウハチについては今井准教授から後で説明があると思います。
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資源評価を行っている魚種のうち、キダイとケンサキイカについて、追加の説明をしま

す。キダイはマダイに類似していますが、やや黄色みを帯びた、マダイよりは小型のタイ

です。東シナ海から日本海西部にかけて幅広く分布しており、過去は漁場が東シナ海全域

に広がっていましたが、現在の漁場は日本に近い海域に限られています。

漁業は以西底びき網、沖合底びき網漁業が主体ですが、はえ縄、釣り等も行われていま

す。漁獲量の変遷を見ると、以西底びき漁業の漁獲量が減少し、沖合底びき網漁業の漁獲

量は横ばい傾向、その他の漁業の比率が次第に増加していることがわかります。

資源評価に当たっては、これら３つの漁業に分けて検討しました。沖合底びき網漁業と

以西底びき網漁業の対象資源について資源量を計算したところ、資源量は 年頃に底2000

を打った後増加傾向し、最近横ばい傾向にあるため、それほど資源状態は悪くないと言え

ます。ただ、最初に説明したとおり、漁場が我が国のＥＥＺ内に集約していることもあっ

て、比較的資源状態が安定していると判断しております。

東シナ海底魚類の資源評価については説明は省略します。

ケンサキイカは以西底びき網漁業でアカイカ、それ以外ではブドウイカとかシロイカ等

の地方名で呼ばれる種でであり、キダイと同じく東シナ海南部から日本海西部に幅広く分

布する種です。注目していただきたいのは漁場です。九州西方から日本海西部の漁場と東

シナ海南部に漁場があり、過去以西底びき網漁業は東シナ海南部の漁場が主力でしたが、

この海域の資源水準が悪化したことと、外国漁船との競合等により、現在は東シナ海南部

での操業をほとんど行っていないという状況です。

ケンサキイカは、以西底びき網漁業、沖合底びき網漁業以外にイカ釣り等の沿岸漁業で

も漁獲されており、それら総合して資源評価を行っています。

総合的な評価の結果では、低位水準ながら横ばい傾向と判断していますが、総漁獲量のグ

ラフと沖合底びき網漁業のＣＰＵＥ、以西底びき網漁業のＣＰＵＥを見ると、全体の漁獲

量は横ばい傾向と言えますが、以西底びき網、沖合底びき網漁業に限れば、ＣＰＵＥはや

や減少傾向と見られることから、沖合は少し資源状態が悪いのではないかと判断しており

ます。

包括的資源回復計画のうちの資源評価対象、以西底びき網漁業に関わる種の資源状態に

ついては以上です。

○今井水産大学校海洋生産管理学科准教授 私、下関から参りました水産大学校の今井と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。私のほうからは、資料の19ページに基づい
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て説明させていただきます。

下関漁港にございます12統の沖合底びき網、それから浜田漁港の同じく沖合底びき網を

対象とした資源の解析を行っております。

ということで今回お示ししますのは、浜田のほうの解析がまだ間に合っておりませんの

で、一部魚種以外は、下関漁港の対象資源の資源量ということで御理解いただきたいと思

います。

まずキダイですが、先ほど時村部長からお話しありましたように、東シナ海、それから

日本海西部に広く分布している魚種です。暫定的な資源の見た感じでは、下関船の資源と

浜田漁港、島根県側の資源を合わせたものが、ほぼ似たような資源量というふうに御理解

いただけるといいんじゃないかと思います。詳しくは両方の解析を合わせた上で検討しな

ければなりませんけども、ということで、きょうお話ししているのは、下関漁船がとって

いるものの資源量を計算した結果になります。

最初にキダイですが、総資源量が1,300～2,700ｔの範囲。漁獲量は近年、下関船で1,00

0ｔぐらいの範囲になります。３歳魚以上の雌の量ですが、大体370～1,000ｔ。キダイの

場合は雌が大きくなりますと性転換を起こしまして、大型個体はほとんど雄になってしま

いますので、雌の量は資源量に対して、重さ的に言うとかなり割合が低い値になります。

先ほど時村部長からもありましたように、キダイの資源量はほぼ安定していまして、再

生産関係を見た上で最適な状態、子供の量が一番大きく出る水準の前後にあります。です

から先ほどの部長の結果と同じで、キダイの場合には親の量をふやす必要はなくて、現状

を維持するということで資源管理ができていきます。

ただし、非常に小型魚の漁獲割合が高くて、これが非常に安いものですから、これをと

、 。り残す そして大型化してとることによって漁獲金額が莫大に上がる可能性を持っている

とり方によって、今のとり方の２倍程度の漁獲金額になるという試算を行っております。

１年とり残しをしますと、大体２倍ぐらいの漁獲金額を期待できる。小さい魚が非常に多

くとられているのが問題で、これは非常に管理効果の高い魚種。資源量はこのままでよい

という判断をしております。

続きまして２番のアカムツでございますが、資源量はキダイよりも大分少なくて、過去

16年間、1992年から2007年までの資源計算の結果をお示ししています。250～1,000ｔの範

囲で、雌の量は70～390ｔの範囲ということで変動しております。最適な資源量は390ｔ、

最近の値よりもやや大きいところにありそうだということでありまして、またこれも小型
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魚の漁獲が非常に多いということで、この場合、資源が低位となると思います。

今、ふえようとしている状況にあります。今から申しますアカムツ、ムシガレイ、ヤナ

ギムシガレイの３魚種については、最近水温が高目に推移して、温暖化の傾向がかなり考

えられるんですけども、これが再生産にはかなりプラスに影響しています。ところが漁獲

、 、 。の圧力等の 小さいうちから早くにとられてしまいますので なかなか本格的にふえない

減りもしないですがふえないという、ちょうどバランスしてしまっているような状態が続

いております。そういうことで、漁獲の仕方を高齢に移すということと、漁獲の圧力を弱

めることによって資源がふえていく魚種に当たります。

続きましてムシガレイは、キダイに次ぐ資源量の大きな安定性が高い魚種と言っていい

と思います。資源量が600～1,000ｔの範囲、雌親は210～360ｔ。雌は３歳から産卵するん

、 、 。ですが 非常に割合が低いので 雌の割合が総資源量に対して低いという状況があります

ムシガレイは余り加入量の変動が大きくなくて、再生産関係の中で非常に再生産曲線に

乗りやすい魚種で、98年にいい資源が出て、そこからふえたんですが、残念ながらまたち

。 、ょっと漁獲が強過ぎて減ってしまったと またふえてくるんじゃないかと考えていますが

これもとり方次第で資源がふえていきそうだと。

これは東シナ海と日本海西部を合わせての話でしょうけども、過去に一番大きいときで

3,000～5,000ｔの漁獲がありましたので、そのころに比べると現在の水準はかなり低い状

態です。

続きまして、ヤナギムシガレイは資源量が250～700ｔで最近ふえてまいりました。98年

以降に劇的に資源が回復してきて、それまで混獲程度であったものがかなり増加いたしま

した。2001年以降は雌親の資源量が350ｔ前後ということで安定していますが、恐らくほ

かの後から申しますソウハチとムシガレイよりも若干成長が悪い。そのために小さい魚、

低年齢魚の漁獲割合がやや少ないと。これが幸いしたと思いますが、資源が回復してきた

ので、今後いかに維持するかが非常に大事なところです。干物用の魚として非常に高価な

魚ですので、せっかくふえたものを減らしてしまわないように、大事に使う必要があると

思います。

最後にソウハチですが、時村部長からも話がありましたが、ほかの魚種と違いまして、

どうやら低温指向のやや深いところに生息する魚です。98年が非常に暖かかった。この年

以後、非常に再生産がよくない状態が続きまして、2003～2004年では漁獲量がほとんどな

くなっちゃったんじゃないかというぐらいに、非常に資源が減って危惧しております。
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ところが最近、これがどうやら2003年以後の再生産がまた戻ってまいりまして、2007年

は2006年の３倍近い漁獲量がありまして、資源が一たん戻ってきているという状況にあり

ます。ただ、今後どう動くかというのは、また加入量が減る可能性もありますので注視す

る。2007年が2006年の３倍の漁獲量というのは、ふえた仔魚をかなりとっている可能性が

高いので、ここは気をつけて、せっかく戻りつつある資源を大事に使っていただければと

思っております。

日本海西部海域の状況は以上です。

○森本会長 ありがとうございました。

ただいま、お三方から関係魚種の資源状況についての説明をいただきました。ただいま

の説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。

櫻本先生。

○櫻本委員 ２～３お聞きしたいんですけども、６ページのマアジで資源は減少傾向とな

っていますが、真ん中の左側の図を見ますと、最近３年間は確かに減少傾向ですが、これ

は３年間を見て減少ということでしょうか。それがまず第１点です。

それから、資料１の１ページにそれぞれ動向が書いてございますけども、これの期間も

いずれも３年間を見た場合の動向でしょうかということです。

それから、３点目が12ページのキダイですけども、近年５年ぐらいを見ますと、資源量

は比較的安定していると。それから漁獲量も安定していて漁獲割合もそんなに大きな変動

はないということですが、再生産成功率がかなり減少傾向にあるように見えるんですが、

これはどういうふうに理解すればよろしいんでしょうか。その３点をお願いします。

○森本会長 時村部長、よろしくお願いします。

○時村西海区水産研究所東シナ海漁業資源部長 ちょっと資源評価の話になって、技術的

な話ですけれども、動向は基本的には５年間で判断いたします。したがって、２番目の御

質問にあったような一覧表に書いてある動向は５年間で判断しています。

、 、 、ただ マアジにつきましては 昨年度の資源評価まで横ばいと判断しておりましたけど

今年度はどうしようかと迷いましたが、３年間の減少傾向を少し注目するべきだというこ

とで、マアジにつきましては会議でお諮りして、３年間で減少傾向というふうに判断いた

しました。

それからキダイにつきましては、特に以西底びき網で若齢魚の漁獲が減っているという

ことがありまして、それによって再生産成功率が落ちているといったことがあります。こ
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れはこちらも非常に心配していたんですけれども、以西底びき網漁業に伺ったところ、ま

た小型魚が獲れるようになりましたということなので、そこまで今、心配することはない

のかなと判断しております。

以上です。

○櫻本委員 どうもありがとうございました。

○森本会長 ありがとうございました。

ほかにございますか。

三木先生。

○三木委員 質問ではなくお願いですけれども、資源回復計画の対象魚の資源データをお

示しいただいて、もちろん資源がどういう状況にあるかというのが重要でありますので、

これは当たり前だと思うんですが、少し経済的データ、今、今井准教授が１年後に漁獲す

ると価格がこうなるとか、そういうような魚価がどうなる、あるいは現在これだけ資源管

理をして漁獲量はもちろん出ていると思うんですが、金額がこうなったという経済データ

も、可能な範囲でこういうところにお示しいただければ、共通認識として、どういう状況

にあるのかというのが得られるのではないかなと思います。お願いでした。

○森本会長 今井先生、どうぞ。

○今井水産大学校海洋生産管理学科准教授 今、三木委員から提案のありましたデータに

ついても、今、鋭意集めているところであります。私が今回示したものはちょっとデータ

が古いんですが、新しいデータについても得られるようになっておりますので、私のほう

では今後お示しできる予定であります。

○森本会長 機会があれば、また説明をしていただきたいと思います。

よろしゅうございますか。

○三木委員 はい。

○森本会長 ありがとうございました。

（２）資源回復計画及び委員会指示について

①日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の取組状況及び同計画に係る

広域漁業調整委員会指示について

○森本会長 それでは、議題（２ 「資源回復計画及び委員会指示について」に入りたい）
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と思います。

先ほど申し上げましたとおり、本日の委員会では本委員会に設けられた部会の区域をま

たがる資源回復計画の取り組み状況等の報告を受け、また漁業法第68条に基づきます資源

回復計画に係る本委員会の指示について御審議等をいただくこととしておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

まず初めに 「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画」についてでございます。事務、

局から説明をお願いいたします。

○上田境港漁業調整事務所資源管理計画官 改めまして、境港漁業調整事務所・上田でご

ざいます。よろしくお願いします。お手元の資料２－１から説明いたします。

日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画に係る検討状況ということで、会議等の開催実

績を御説明いたします。この回復計画は、大きく分けて境港エリアと香住エリアの２つに

分かれております。

そして、開催状況をご覧になってわかるとおり、この１年ぐらいで境港エリアでは漁業

者協議会が計13回、そして生産者、荷受け、加工・仲買の三者による協議会が計８回開催

されております。話の中身は、また後で説明させていただきます。

香住の方でも、漁業者協議会が計６回開かれております。その中で、視察研修が１回入

っております。これは境港の取り組みの視察です。

次に移らせていただきます。日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の実施状況です。

これも取り組みの区分を香住エリアと境港エリアに分けております。兵庫県香住を本拠地

とする船については、この回復計画発足の平成17年度以来、６月の１カ月を新たに休漁期

間とする１カ月休漁、それから減船を行っております。

境港を本拠地とする新潟船、鳥取船、島根船と３県の船がおるわけですが、そこでは当

初休漁しておりましたが、北朝鮮の核実験の影響によって３隻が減船しました。それを受

けて、別の方法を考え出して実施しております。それが資源回復計画に基づく漁獲量の上

限制という考え方です。またこれも後で説明いたします。

それ以外には減船、それから休漁中の網スソの開放、そして小さなカニが逃げるように

脱出口をつけたかごを導入しているという状況です。

次に、５ページの２番の漁場環境の保全措置です。新潟、兵庫、鳥取、島根、各所属船

とも休漁中に海底清掃を行っております。７月から８月のうち一定期間です。

次のページで、資料２－２です。先ほどの取り組みの内容、取り組みの変遷を、平成17
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年度当該回復計画が策定されてからどのように実施されて、どのように変わってきたかと

いうのを一覧表にしたのがこれです。特に説明すべきは、まず香住の方の取り組み区分に

ついては、当初より休漁措置ということでずっと今年に至るまで続いております。

一方、境港の方が平成17年、油賠法の影響により実施を見送り、18年度は実施いたしま

した。18年10月に北朝鮮核実験に起因する出漁船の減船があり、休漁について陸上の方か

ら何とか見直してもらえないかという要望がありました。三者協議の中で協議いたしまし

て、その結果、休漁による10％の漁獲努力量の削減ではなく、漁獲量上限制による10％の

漁獲量の削減に変更していったわけです。それと併せて、リング脱出口の導入、それから

これまで実施してきた網スソの開放を継続することで、この資源回復のための取り組みが

後退しないように措置したということになっております。

また平成20年度からは、そもそも大型の大臣許可船は各船ごとに漁場が決まっているわ

けですが、より漁獲効率が高く、かつ大型のカニが中心である漁場に船を移動させ、そし

て空いた漁場を保護区域に設定するということで、平成20年は秋田沖漁場に保護区域の設

置を考えております。

次は、資料２－３です。先ほどから言葉として出ております、資源回復計画に基づく漁

獲量上限制の導入について御説明いたします。この考え方ですが、各船ごとの実績に応じ

て年間漁獲量の上限を設定します。漁獲努力量で削減が不可能となった今、漁獲量を増や

さず、しかも今、資源水準が低位とはいえ、若干増加傾向にある状況から、１割削減した

漁獲量に頭打ちし、それを各船ごとの実績に応じて分配すると、漁獲量の合計は9,285ｔ

になりました。各船の年間割当量については、各船に対する大臣名の指令書で示されてい

ます。

次にもう一つの考え方として、過去の実績が平均漁獲量に満たない船が６隻います。こ

れについては、この当該回復計画の対象水域外の部分、つまり韓国と一緒に操業している

暫定水域の中で漁場を開拓した場合に限り、この割当平均量を上限として、水産庁が保留

枠を持っており、それを適宜配分します。つまり「漁場開拓枠」を設けて、漁獲状況を十

分に審査の上、上限の変更ができることとしております。少しややこしいですが、最大に

獲っても9,285＋793ｔということになります。

そして、このような制度を設けた限り、監視、取り締まりを充実させていかなければな

らないわけで、漁獲量等の報告方法について、さらに厳しくしました。具体的には、毎日

の日報の報告時間を14時とし、全船毎日、正午位置と現況に加え、毎日の漁獲量・位置・
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水深・揚げカゴ数を報告することとしました。

それでまた、どこかで夜陰に乗じて、枠から超えた分をどこかの港で水揚げする可能性

もあるということで、入港３時間前には必ず入港前位置報告を義務づけております。それ

以外に、私どもが常に荷受けの方を回りまして、仕切書もすべて調べております。という

ような形で、厳然を期しています。本来ならば香住がやっているように１カ月休漁という

形が、資源回復の上では王道なわけですが、それができなくなった事情があったからとい

って、後退はしないという姿勢でやっております。

。 、 。次の資料をお願いします そのようなことが 参考につけました官報に載っております

９ページの下段の第七十一条を次のように改める （ベニズワイガニの漁獲量の制限 。ポ。 ）

イントは 「日本海の海域におけるベニズワイガニの資源の状況 、それから「ベニズワイ、 」

ガニの採捕を行う漁業者及び当該ベニズワイガニの採捕に従事する船舶の操業状況」を十

分勘案して上限を決め、それを超えて操業してはならないということが書いてあります。

次に、資料２－４をお願いします。それの基となるのが、日本海・九州西広域漁業調整

委員会指示第十二号（案）で、これを今日お諮りするわけです。

定義、兵庫県ベニズワイガニかご漁業等々書いてありますが、ポイントは２のところか

らです。操業期間の制限 「日本海ベニズワイガニ漁業及び兵庫県ベニズワイガニかご漁、

業の許可を受けた者は、平成二十年六月一日から同年六月三十日までの間、当該漁業を営

んではならない。但し、農林水産大臣が、ベニズワイガニの年間の漁獲量の限度を定めた

者については、この限りではない」という形にしております。

そして 「この指示の有効期間は、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日、

まで 、つまり毎年更新していき、必要に応じて改定していくことになります。」

念のため申し上げておきますが、最近よくＩＱ、漁獲割当とかＩＴＱという話が出てい

るわけですが、それとこれと混同してもらわないために、あえて漁獲割当の上限制という

言い方をしておるわけです。

それは何かというと、ＩＱの方は絶対資源量がつかめており、そしてＴＡＣが決められ

て、そこから配分するというのが西洋型のＩＱですが、そうではなくて、とにかく現在よ

りも漁獲量を増やさない、実際に大きなカニが回復してくるまでは頭打ちにするというこ

とですので、こういう言い方をしているわけです。

では、今御説明しました委員会指示についてお諮りいたします。以上です。

○森本会長 ありがとうございました。



- 16 -

「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画」の実施状況及び同計画に係る日本海・九州

西広域漁業調整委員会指示第12号（案）について説明がございました。

ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。

櫻本委員、どうぞ。

○櫻本委員 非常に斬新なアイデアだと思いますけども、１点だけちょっとお聞きしたい

んですが、資料２－３の７ページの各船ごとの実績に応じてというのは、過去何年間かの

実績という意味なんでしょうか。それとも、単年度なんでしょうか。

○上田境港漁業調整事務所資源管理計画官 そうです、これは単年度です。先ほど資源評

、 、価のグラフでもご覧になったと思いますが このところずっと漁獲が増えてきていまして

その単年度をとりました。実を言いますと、例えば５中３という考え方がありますが、つ

。 、まり過去５年のうちの上限と下限を除いた３カ年の平均をとるという考え方です しかし

５年のうちの２年間が、北朝鮮から日本国内船に戻ってきた船が極めて低い漁獲量なもの

ですから、それを入れてしまうと全体の漁獲量が必要以上に減ってしまうということがあ

りましたので、現状以上増やさない、むしろ10％削減で抑えるという方法をとっておりま

す。

○櫻本委員 どうもありがとうございました。

○森本会長 ありがとうございました。

ほかにございませんでしょうか。

参考人として出席しておられます、日本海かにかご漁業協会の西野会長のほうから、何

かございますでしょうか。

○西野日本海かにかご漁業協会会長理事 先ほど御質問あったとおり、特に日本海ベニズ

ワイガニというのは、まず前提として暫定水域の問題がございます。暫定水域が設定され

た当初、今の暫定水域から撤退して、今の資源回復計画の対象になっている日本のＥＥＺ

にシフトした。これがここ近年、韓国のほうも燃油高騰と経営的にも非常に難しい場面が

ありまして、かなり減ってきている。そのすき間に日本漁船がここ１～２年、何とか操業

の海域を広げてきたという現実があります。それがある程度、今の漁獲の伸びというとこ

ろで出てきている部分だと思っています。

先ほど三木先生からいろいろと御意見ありましたけども、実際ここ１年、特に北朝鮮か

、 、ら撤退した船３隻減船した部分に関しては その部分が非常に陸上にも影響していまして

魚価が昨年度と比べ約３割高となっております。実際今、９月から漁期が始まって今６カ
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、 、 、月 操業できる10カ月の期間のうち６カ月ですので おおむね60％漁期が消化した時点で

今の漁獲の上限制の消化率が大体57％程度とほぼ計画どおりにいっていますけども、それ

を差し引いても、水揚高は実質去年の大体２割弱増えているという状況があります。

それと捕捉になりますけども、先ほど上田計画官から御説明あったとおり、ベニズワイ

ガニの漁場は各船、大体固定化しています。その中で特に今漁期に関しては、鳥取県の水

産試験場にもお願いしまして、３cm目の非常に小さい目合いのリングつきのかごとリング

がついてないかごを３つ並べて、各船大体２カ月程度ずつ全船モニタリングして、自分の

漁場がどういう状況になっているかというところまで、実はいろいろとお願いしながら、

各船、実感できるような取り組みをやっております。

そういう意味も含めまして、とにかくここ１年、本当にきちっとした資源管理の漁業に

持っていけるかどうかの、ある意味分岐点になるのではないかと思っています。そういう

、 、意味でも しっかりと自分たちができるところを取り組んでいきたいと思っていますので

今後とも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。最近の現状について御説明いただきました。

ほかにございませんでしょうか、よろしいでしょうか。

それでは本委員会として 「日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第12号」を指示す、

。 、 、ることを決定してよろしいでしょうか またあわせて 今後の事務手続上の部分的な修正

文言の修正等につきましては私に御一任をいただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

〔 異議なし」の声あり〕「

○森本会長 ありがとうございました。それでは事務局において、委員会指示についての

事務手続を進めてください。

②九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画に係る

広域漁業調整委員会指示について

○森本会長 次に 「九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画」に係る日本海・九州西、

広域漁業調整委員会指示についてでございます。

事務局から説明をお願いいたします。

○吉永九州漁業調整事務所資源管理計画官 九州漁業調整事務所の吉永と申します。よろ
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しくお願いします。

私のほうから、トラフグ資源回復計画に係ります委員会指示（案）につきまして、説明

をさせていただきます。お手元の資料３－１をごらんいただきたいと思います。あわせま

して、資料３－２－１、３－２－２、３－２－３もセットされております。

今回の委員会指示（案）につきましては、トラフグ資源回復計画の５年計画の４年目の

。 。 、取り組みに対応する内容になっております 従来どおり２つの指示がございます 一つは

とらふぐはえ縄漁船の承認制・届出制に係る規定でございます。

２つ目は、資源回復計画に基づく漁獲努力量削減措置を規定している指示の内容になっ

ております。概要版にございますように、今回指示第13号、指示第14号ということで提案

をさせていただきます。

従来の指示に対しまして今回大きく変わりましたところは （１）の①にございます承、

認制の対象船舶。従来、総トン数10ｔ以上ということで、３年間取り組んできましたけど

も、今回承認制の拡充ということで、総トン数５ｔ以上のとらふぐはえ縄漁船を承認制の

対象にするということでございます。

これにつきましては、本計画のスタート時から九州西部会におきまして、山口県の清水

委員並びに福岡県の松井委員から、全船承認制にして、対象漁業でありますとらふぐはえ

縄漁船を、きちんと管理していくべきだという御指摘をいただいておりました。事務局と

いたしましても、基本的には全船承認制という考え方で、今日まで関係県並びに関係漁業

者の皆さんと協議を行ってきたところでございます。

しかしながら、漁模様を見ながら、自県の地先海域でとらふぐはえ縄漁業を営みたいと

する、小型船舶を使用しています漁業者のほうから、そういった全船承認制に対する不安

の声も大きいものがあったわけでございます。そういう中で漁業者の皆さん、それぞれ意

見の違いがあるわけですけども、歩み寄りをいただきまして、今回承認制を５ｔ以上にす

るということで、合意形成が得られたところでございます。

それでは、昨日の九州西部会では概要版で御説明をしておりますので、本日はちょっと

ボリュームがございますが、変更点の説明ということで、本体に沿って説明をさせていた

だきます。

資料３－２－１の４ページで、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第 号（案）13

でございます。変更している部分でございますけども、２の操業の承認でございます。こ

こで２行目にございますように 「総トン数五トン以上の船舶を使用してとらふぐはえ縄、
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漁業を営もうとする者」ということで、従来の10ｔ以上から５ｔ以上となっております。

次に、３の承認隻数の上限でございます。左側に一覧表を設けておりまして、県別に承

認隻数の上限数を設けております。

次に５ページになります。したがいまして、承認の対象が５ｔ以上になりましたので、

、 。７の操業の届出ということで 従来の総トン数10ｔ未満を５ｔ未満の船舶としております

続きまして、８ページをごらんいただきたいと思います。ここに別記様式第二号という

ことで、承認制は船体表示を行っていただくようにしています。従来までは文字のサイズ

を15cm以上としておりましたけども、今回５ｔ～10ｔ層が承認の対象になり、船舶が小型

化になるということで、15cm以上ではなかなか表示できないという御意見もいただきまし

たので今回ちょっと小さくしまして、12cm以上に変更をしております。なおかつ （記載、

例２）にありますように、２段書きでも結構ですよということにしております。

以上が、指示第13号の変更の部分でございます。

続きまして、９ページの資料３－２－２になりますけども、指示第 号（案）につい14

てでございます。ここにつきましては先ほど申しましたように、操業期間の制限あるいは

小型魚の再放流について規定しておりますけども、従来と全く変わっておりませんので、

説明は省略したいと思います。

、 、 （ ）続きまして12ページで 資料３－２－３ とらふぐはえ縄漁業承認等事務取扱要領 案

。 、 。でございます ここにつきましては まず２の承認の対象者ということで述べております

従来は前年漁期までの承認申請者が対象になっておりましたけども、先ほど説明をしまし

たように、今回、上限枠を設けるということで、次のような内容に変更をしております。

「承認の対象となる者は、指示13号の３の承認隻数上限内で各県延縄協議会等の内部調整

を経て、指示13号の２の操業の承認を受けようとする者とする」としております。

次に、その下にあります３でございます。承認隻数の上限ということで （１ 「指示13、 ）

号の３による承認隻数上限の内訳について、別表１のとおりとする」ということで、これ

、 。につきましてはちょっとめくっていただいて 14ページをごらんいただきたいと思います

これが別表でございます。

指示の中では県ごとの上限隻数を設定しておりますけども、この事務取扱要領の中で、

なおかつ県別、トン数階層別の上限枠も設けてございます。５ｔ以上10ｔ未満の隻数と10

ｔ以上の隻数でございます。これにつきましては、漁獲圧が高まるような一方的な大型化

は避けるべきという判断に基づいて、こういうふうなトン数階層別の隻数上限枠も設けさ
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せていただいております。

12ページにまた戻ります。今、御説明をしましたように、原則トン数階層別の移動が不

可としておるわけでございますが、そうは言いながらも漁船の改造、あるいは代船取得に

よる大型化等もございます。そういった場合については漁業経営に係る問題でありますの

で、そういった代船取得だとか改造に伴う階層間の移動については認めましょうというこ

とになっております。したがいまして、そういったことが生じた場合は、速やかに事務局

のほうから関係機関に御報告をするということで対処することとしております。

続きまして、５の承認の申請でございます。ここにつきましては承認申請の時期を書い

ておるわけでございますが、従来は６月30日まで承認申請を出していただくことにしてお

りましたけども、今回（１）のところで「原則として、７月15日まで」ということで半月

ほど申請時期を延ばしております。これも漁業者の御要望を受けてのことでございます。

なおかつ（２）でもう一回申請時期を設けまして、10月31日までの提出も認めることに

しております。これにつきましては、今回承認隻数の上限を設けることをしておりますの

で、事務の簡素化にも配慮をしまして、こういったことで申請期間を２回設けることにな

ったところでございます。

一番最後の27ページ、漁獲成績報告書についてでございます。関係漁業者の方には非常

に御苦労をいただいて、この漁獲成績報告書を提出していただいているところでございま

す。

これにつきましては細かいところでございますが、この様式の中で従来、一番右側にと

らふぐはえ縄漁業の漁獲量「計」の欄がございますけども、この右側に「陸揚げ港」とい

う欄が前号まではございましたが、これにつきましては余り必要性がないということで、

各県の行政担当者、研究所の皆さん、あるいは漁業者の皆さんとも相談をしまして 「陸、

揚げ港」については今回削除をさせていただいております。

なおかつ、備考欄の５にございますけども、大、中、小の銘柄のサイズが書いてござい

ます。前号までは「cm（全長 」のほうをメインにして 「kg（重量 」をサブ的な書き方） 、 ）

にしておりましたけども、漁業者のほうから 「重量がメインのほうがわかりやすい」と、

いう御意見もございましたので、今回 「kg」という表示を先にしまして、サブというこ、

とで括弧内に「cm」の表示に変更させていただいております。

トラフグの関係については以上でございます。よろしくお願いします。

○森本会長 ありがとうございました。
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「九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画」に係る本委員会の指示につきましては、

昨年３月に開催した委員会で、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第９号及び第10号

を決定したわけでございますが、この委員会指示は本年３月31日までの操業に係るもので

ございます。

このため、本年４月１日から来年３月31日の間の操業についての日本海・九州西広域漁

業調整委員会指示第13号及び第14号を新たに行うということでございます。

なお、委員会指示第13号については、ただいま事務局より説明があったとおり、５ｔ以

、 。上の船まで承認制を拡充し 各県ごとに承認隻数の上限を定めるということでございます

ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。

三木委員。

○三木委員 委員会指示第13号に対しての質問です。承認隻数の上限ですけれども、有効

期間が１年間というところで教えていただきたいんですが、隻数の考え方ですが、現在や

っている隻数が自然減したら、それに応じて減らしていくという考え方なのか、現在書か

れている隻数を維持して、またそこに加入したい船は入ってもよいという考え方なんでし

ょうか。

○森本会長 吉永計画官、お願いします。

○吉永九州漁業調整事務所資源管理計画官 今の御質問ですけど、まず今回の上限隻数の

根拠になりましたのは、３年目の18年漁期の10ｔ以上の承認隻数と、５ｔ以上10ｔ未満層

の届出隻数の和を持ちまして、今回の上限隻数にさせていただいたということでございま

す。基本的にはこの計画は５年計画で、今回４年目になります。５年目の21年度につきま

しても、この数値でやっていきたいと考えております。ただ、全船承認制というところに

つきましては、まだ引き続き御要望もございますので、それはまた検討していきたいと思

っております。

、 、それと新規参入のところにつきましては もし仮にそういうことがありました場合には

この隻数の中で各県の延縄協議会等で御論議をいただいて、この隻数の中で対処していた

だくということでお願いをしているところで、関係の漁業者の方にも御了解をいただいて

いるということでございます。

○三木委員 ありがとうございます。

○森本会長 ほかにございますでしょうか。

よろしいでしょうか。
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それでは本委員会として 「日本海・九州広域漁業調整委員会指示第13号及び指示第14、

号」を指示することを決定することとしてよろしいでしょうか。またあわせて、今後の事

務手続上の部分的な修正、文言の訂正等につきましては私に御一任をいただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○森本会長 ありがとうございました。

それでは事務局において、委員会指示についての事務手続を進めていただきたいと思い

ます。

③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の

取組状況及び同計画に係る広域漁業調整委員会指示について

○森本会長 実施中の資源回復計画に係る最後の議題でございますが 「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」の取り組み状況及び、同計画

に係る日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第15号についてでございます。

事務局から説明をお願いいたします。

○吉永九州漁業調整事務所資源管理計画官 お手元の資料４－１、４－２もセットをされ

ておりますけども、ごらんいただきたいと思います。

本計画につきましては、平成18年10月の第８回の本委員会で御了承をいただいた計画で

あります。

取り組み状況ということで、１枚紙に簡単に報告をさせていただきます。まず１番目の

漁獲努力量削減措置の取り組み状況でございます。沖合底びき網漁業につきましては、

（１）減船でございますが、既に平成18年度に２隻の減船を実施しております。

（２）漁具の改良等についてでございます。回復計画の中で沖合底びき網漁業の漁獲努

力量削減措置として、減船のほかに漁具の改良、船舶の小型化をうたっておるところでご

ざいますが、平成18年、19年度の２年間にわたりまして、ここに書いておりますように、

水産総合研究センターの試験操業によりまして、小型魚の保護のために改良漁具の導入に

向けた試験操業も行われております。

また、組合所属ということでございますが、やまぐち丸60ｔ型、そのほかの船は御承知

のように75ｔ型でございますが、このやまぐち丸をモデルとした小型化の可能性について
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も検討をしていただいておるということでございます。具体的にはそこに書いております

ように、漁船漁業改革に係る「下関地域プロジェクト」を昨年設置されております。この

中においても、検討の着手に入っていただいておるということでございます。

続きまして、以西底びき網漁業についてでございます。休漁期間の設定について、本委

員会で指示第11号ということで御承認をいただいたわけですけども、昨年平成19年５月16

日から31日間までの間、休漁を実施していただいております。

ちなみに、休漁されました５月の漁獲量は、前年同月に対して６割程度と大幅に減少し

たことになっております。この休漁期間の設定につきましては後ほど委員会指示を御提案

をしますが、引き続き実施をしていただくことになっております。

、 、２の漁業者協議会等につきましては先月末 ２月25日に関係機関連絡会議を開きまして

資源の状況、あるいは取り組み状況、委員会指示（案）について検討をしていただいてお

るところでございます。

めくっていただいて２ページは、本計画の概念図をつけております。

３ページで、資料４－２になります。日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第 号15

（案）ということで御説明をします。簡単な指示になっておりまして、前回と変わってお

りません。

２の操業期間の制限につきまして 「総トン数七十六トン以上の船舶を使用するとして、

以西底びき網漁業の許可を受けた者は、平成二十年五月十六日から同年五月三十一日まで

の間、二そうびきによる当該漁業を営んではならない」ということで、ここの日付が「平

成二十年五月十六日から同年五月三十一日まで」に変更をしております。

以上が変更場所で、あとは前回の指示と変わっておりません。以上でございます。

○森本会長 ありがとうございました。

平成18年10月に開催されました委員会で、計画を了承しました「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」の取り組み状況及び、同計画に係る

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第15号について説明をいただきました。

何か質問ございますでしょうか。

よろしいですか。

それでは本委員会として 「日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第15号」を指示す、

ることとして決定してよろしゅうございますでしょうか。またあわせて、今後の事務手続

、 、 、上の部分的な修正 文言の訂正等につきましては 私に御一任いただきたいと思いますが
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よろしゅうございますか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○森本会長 ありがとうございました。それでは事務局において、委員会指示についての

事務手続を進めていただきたいと思います。

④有明海ガザミ資源回復計画に係る広域漁業調整委員会指示について

、 「 」○森本会長 続きまして 昨日の九州西部会で了承をされた 有明海ガザミ資源回復計画

に係る、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第16号についてでございます。

事務局から説明をお願いします。

○松本九州漁業調整事務所資源課資源管理係長 九州漁業調整事務所の松本と申します。

よろしくお願いいたします。

座って御説明させていただきます。

それでは、お手元の資料５－１をごらんください。昨日の九州西部会におきまして御了

承いただきました、有明海ガザミ資源回復計画（案）の概要につきまして、まず御説明さ

せていただきます。

１番の資源の現状と資源回復の必要性でございますが、２ページの上の図をごらんくだ

さい。こちらに、有明海における過去30年間のガザミの漁獲量の推移を示しております。

これによりますと、ピーク時の1985年に1,800ｔ近い漁獲があったものが、その後徐々に

減少しまして、近年では200ｔ前後で推移しているという状況であります。

１ページに戻っていただきまして、このような漁獲量の状況、関係県の調査から判断し

て、資源状態は低位であると考えられ、憂慮すべき状況にあります。このことから、従来

の漁業者による自主的な資源管理の取り組みを超えた、広域的で実行力のある資源管理措

置を講ずることにより、資源の回復を図ることが不可欠となっております。

２の関係漁業でございますが、２ページの図２をごらんください。こちらに、漁業者か

らの聞き取りによる有明海における漁場の分布を示しております。有明海におけるガザミ

は、刺し網漁業を主体にしましてかご漁業、小型機船底びき網漁業、たもすくい網漁業等

によって漁獲されております。

また１ページに戻っていただきまして、３番の資源回復の目標でございます。この資源

を適切な水準に回復させるには、現状の漁獲努力量を大幅に削減する必要がありますが、
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漁業経営への影響等を考慮しながら、段階的に取り組んでいくこととしており、まずは抱

卵ガザミ及び小型ガザミの保護を行うとともに、休漁期間の設定により、資源の減少傾向

を食いとめ、計画期間終了後も現状の資源の水準を維持し、安定的な漁業生産が図られる

ことを目標としております。

４番の資源回復のために講じる措置と実施期間でございますが、その後の５の計画期間

にありますとおり平成20年度から23年度までの４年間、ガザミを採捕する関係漁業につい

て、次の漁獲努力量の削減措置を実施するということで、下に３つございます。

１つ目としましては、抱卵ガザミ（黒デコ）の保護でございます。抱卵ガザミの産卵機

会の確保のため、抱卵ガザミの再放流、または一時蓄養による抱卵後の出荷を実施するこ

ととしております。これについては既に、関係漁業者による自主的な取り組みがなされて

いたものであります。

２つ目としまして、小型ガザミの再放流。小型ガザミの保護のため、関係するすべての

漁業・地区において、全甲幅長、甲羅の幅の一番広い部分ですが、12cm以下のガザミは直

ちに現場で再放流するということでございます。こちらにつきましても、自主的な取り組

みがなされていたものでございます。

３つ目としまして、休漁期間の設定でございます。たもすくい網漁業につきまして、抱

卵ガザミの保護のため、産卵期間である６月～８月のうち15日間休漁することとする。こ

れにつきましては先ほどの図２で示しておりますとおり、たもすくい網漁業については、

有明海の南部海域におきまして、産卵時期に浮いてきた抱卵ガザミを集中的にとるという

漁法でありまして、自由漁業でありますが、休漁を行うことによりまして、抱卵ガザミを

保護してやることで資源の回復に効果的であるということで、関係漁業者の合意により、

新たな取り組みとして行うものであります。

２ページに移っていただきまして、６番の漁獲努力量の削減措置及びその効果に関する

公的担保措置といたしましては、漁業法に基づく広域漁業調整委員会指示等の適切な公的

規制措置を課すこととしておりまして、先ほどのたもすくい網の休漁措置に係る委員会指

示（案）を御提案させていただきたいと思います。

次の資料５－２をごらんください。実はこの指示（案）の検討に当たりまして、関係漁

業者の皆さんからは、遊漁者も含めた指示としてほしいとの声がありました。しかしなが

ら、どの程度遊漁で獲られているのかという実態が不明でしたので、昨年５月から８月に

かけまして、関係する長崎県、熊本県、九州漁業調整事務所で実態調査を行いました。そ
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の結果、遊漁の実態はあるものの、その形態としては、地元の漁業者による自家消費のた

めの採捕・ おかずとり」がかなりの部分を占めていることがわかりましたので、おかず「

とりも含めた書きぶりとしております。

なお、純粋な遊漁につきましても今後さらに調査を行いまして、その結果をもとに対応

してまいりたいと考えております。

それでは指示（案）でございますが、まず１番の定義のところで （１ 「有明海」の定、 ）

義でございますが 「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律第二条第、

一項に規定する海域」ということで定義しております。

（２）で「がざみたもすくい網漁業」については 「たも網及びすくい網を使用して、、

がざみをとることを目的とする漁業」と定義しております。

２の採捕の制限でございますが 「有明海において、がざみたもすくい網漁業を営む者、

は、平成二十年六月一日から同年六月十五日までの間は、がざみを採捕してはならない」

というふうに、おかずとりも含めた書きぶりとしております。

３番の指示の有効期間についてですが、この指示の有効期間は「平成二十年四月一日か

ら平成二十一年三月三十一日までとする」としております。

以上、御提案いたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○森本会長 説明ありがとうございました。ただいまの委員会指示第16号について、何か

御質問ありますでしょうか。

ないようでございますので、本委員会として「日本海・九州広域漁業調整委員会指示第

16号」を指示することとして決定してよろしいでしょうか。またあわせて、今後の事務手

続上の部分的な修正、文言の訂正等につきましては私に御一任をいただきたいと思います

が、よろしゅうございますか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○森本会長 ありがとうございました。それでは事務局において、委員会指示についての

事務手続を進めていただきたいと思います。

⑤マアジ対馬暖流系群資源回復計画の検討状況について

○森本会長 続きまして、作成中の資源回復計画についてでございます 「マアジ対馬暖。

流系群資源回復計画」について、検討状況の報告をいただきたいと思います。
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事務局からお願いいたします。

○小林資源管理部管理課長補佐 水産庁管理課の小林と申します。私のほうから、マアジ

の対馬暖流系群資源回復計画の検討状況につきまして、御説明をさせていただきたいと思

います。資料６をごらんいただきたいと思います。

マアジの資源回復計画でございますけれども、これまで本委員会におきましていろいろ

と検討状況につきまして御報告をさせていただきましたとおり、ここの資料に書いてござ

います対象海域、対象漁業種類、取り組み団体にあります、まき網漁業関係者とマアジ対

馬暖流系群を対象とした取り組みにつきまして、協議を進めてまいったところでございま

す。

これまで計画の細部につきまして、いろいろと検討を進めてきたわけでございますけれ

ども、この検討を進めていく中で、現在のマアジのみを対象とした計画とするよりも、２

枚目に対馬暖流系群のマアジ、マサバ、マイワシの漁獲量及び資源量の推移というグラフ

を載せておりますが、こうしたグラフにありますように、マサバ、マイワシといった魚種

についても、資源状況が低位にあるということでございます。こうした魚種にも目配りし

て、計画がつくれるようにしたほうがよりよいのではないかということで、これにつきま

しては西海区水産研究所の時村部長にも御相談をさせていただきながら、私ども水産庁の

関係者の中で回復計画の方向につきまして、いろいろまた検討をしてきたわけでございま

す。

２番の課題と対応にあるわけでございますけれども、現在検討しております「マアジ対

馬暖流系群資源回復計画」につきましては、その対象漁業種類をまき網漁業としているわ

けでございますが、こういったまき網につきましては、マアジ以外にもマサバ、マイワシ

といった浮魚類全般を漁獲しておりますことから、その操業活動につきましては、関係漁

業種類全般に影響を与えると。また、こうしたまき網を対象とする資源回復計画を検討す

、 、る場合にありましては それぞれ個別の魚種ごとに資源回復計画を作成してまいりますと

それぞれの魚種ごとに規制措置を考えていくことになりまして、規制措置だらけになって

しまう恐れもありまして、漁業の実態にだんだんそぐわないものとなってしまうおそれも

あるんではないかといった問題も出てくるわけでございます。

したがいまして、これまでマアジ１種を対象として検討してきましたこの計画につきま

して、今後、資源回復が必要と考えられるほかの魚種も含めたものとすることが可能かど

うか、検討を行っているところでございます。
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そういうことで、今後の検討方向でございますけれども、こうした課題につきまして今

後、以下に書いてありますような方向に沿いまして、関係漁業者さんとさらに協議を進め

ていきたいと考えているところでございます。

対象魚種の増加と基本的な考え方でございますけれども、マアジの資源保護を中心とい

たしまして、マサバ、マイワシにつきましても資源水準が低位であるということから、対

象に加えていきたいと考えております。ただし、これらの２魚種につきましては、下に２

点書いてございますけれども、マサバにつきましては韓国、中国水域への分布、漁獲が見

られるということで、そういったところの影響も受ける。またマイワシにつきましては、

資源の動向が環境要因によるところが大きいといった点に留意しながら、資源回復措置の

検討が必要ではないかということが基本的な考え方でございます。

それから魚種ごとの取り組みのポイントとして、書いてございますけれども、先ほど申

し上げました留意点を勘案しまして、魚種ごとの取り組みにつきまして、ここに書いてあ

りますポイントを考慮して、関係漁業者の皆様方と協議をしてまいりたいと考えているわ

けでございます。

マアジにつきましては、先ほど資源状況の説明の中でもありましたけれども、０歳だと

か１歳魚などの小型魚に高い漁獲圧が加わっているということから、０歳魚の漁獲圧を減

少させることが必要になっているわけでございまして、こうした０歳魚の漁獲圧を減少さ

せるという、いわゆる大きくなってから獲るということが、合理的な漁獲にもつながるの

ではないかという指摘がなされているわけでございまして、こうした措置が親魚量の増加

にも貢献することが期待されるということから、これに基づきます努力量の削減措置を検

討してはどうかと。

2005年、2006年の加入量が低かったということで、親魚量、資源量も減少傾向に転じて

いるわけでございますが、例えば、豆アジだとかそういうところの漁獲回避を進めてはど

うか。

マサバにつきましては親魚量を増加させるためには、現在の漁獲圧をやや下げることが

有効であると考えられまして、これらに基づきます努力量の削減措置、例えばマサバの漁

獲回避などを検討してはどうか。また、若齢魚の保護も有効でありますことから、これら

に対する漁獲努力量の削減措置、例えばローソクサバの漁獲回避などを検討してはどうか

と。

それからマイワシにつきましては、当面、専獲を避けて混獲にとどめることなどについ



- 29 -

て検討してはどうかと考えてございまして、こうしたことを踏まえまして今後、関係漁業

者さんとさらに協議をしてまいりたいと考えている状況でございます。

、 。この計画につきましては これまで非常に長い年月がかかってきたところでございます

そういうことで、私どもとしても来年度をめどに早期にこの計画を作成してまいりたいと

いう意気込みで、これを取り組んでまいりたいと思いますので、どうか引き続き関係の皆

様方に御協力をいただきますように、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 ありがとうございました。

これまで検討してきた内容を見直して、マアジ１種に焦点を当てた内容とするのではな

くて、マサバ、マイワシといった資源にも目配りをした計画とするということで、さらに

検討・協議をしていきたいということでございます。

ただいまの説明について、質問等ございますでしょうか。

櫻本委員、どうぞ。

○櫻本委員 ３ページのマイワシの図で、漁獲量、資源量ともに1,000ｔで、資源量が実

線で漁獲量が棒線ですよね。これ、間違いじゃないでしょうか。

済みません、数字が違いました。失礼しました。

○森本会長 ほかにございますでしょうか。

それでは、関係者の皆様方には引き続き、計画作成に向けた検討を進めていただきます

ようお願いをいたします。

（３）資源管理に関連する連絡・報告事項について

○森本会長 それでは、議題（３ 「資源管理に関連する連絡・報告事項について」に移）

ります。

事務局から、資源管理に関連する平成20年度予算等について、情報提供があるとのこと

でございます。事務局のほうからよろしくお願いいたします。

○渡邉資源管理部管理課課長補佐 水産庁管理課の渡邉と申します。私のほうからは、平

成20年度資源回復計画関連予算につきまして、簡単に御報告をさせていただきます。

お手元の資料７－１の１ページをごらんください。こちらは平成20年度資源回復計画関

連予算の一覧を示した資料でございますけれども、項目が非常に多岐にわたっております
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ので、詳細な説明は省略をさせていただきますが、平成20年度におきましても、平成19年

度と同様に支援を講じていくことといたしております。

具体的には減船であるとか休漁、漁具改良といった漁獲努力量の削減であるとか、資源

の培養、漁場環境の保全といった資源回復のための取り組みを、直接的に支援をすること

としておりますほか、資源回復計画の作成であるとか普及・啓発につきましても、関連措

置として引き続き支援を講じていくことを考えております。

、 、 、続きまして 平成20年度予算におきまして 新たに追加をされたメニューにつきまして

簡単に御説明をいたします。１枚おめくりいただきたいと思います。２ページでございま

、 。すけれども こちらは資源管理体制・機能強化総合対策という事業のＰＲ版でございます

具体的には、２の事業内容の（２）資源回復計画等の作成及び普及の推進という部分でご

ざいます。こちらにつきましては、これまでも資源回復計画の作成等のための漁業者協議

会の開催等について支援をしてきたメニューでございますけれども、今般新たに資源管理

アドバイザーを導入することといたしております。

具体的には、資源回復に向けた取り組みのさらなる推進を図るために、例えば資源であ

るとか経営であるとか流通等に関して、非常に深い知識を有する専門家を派遣いたしまし

て、効果的・効率的な回復措置に関する調査や協議を行っていくことを考えております。

こちらのメニューにつきましては、国が作成する広域的な回復計画につきましては、民

間団体を通じた補助金によりまして、また都道府県が作成する計画につきましては、強い

水産業づくり交付金によりまして、それぞれ導入することができるように考えております

ので、積極的な御活用をお願いいたしたいと考えております。

以上、簡単でございますけれども、平成20年度資源回復計画関連予算につきまして、御

報告を終わります。

○森本会長 それでは、フロンティア漁場の説明もお願いします。

○岡漁港漁場整備部整備課上席水産土木専門官 続きまして、フロンティア漁場整備事業

の進捗状況について、御報告をさせていただきたいと思います。

資料は、ただいまの資料の次の７－２でございますが、まず一番最後の平面図をごらん

いただきたいと思います。御承知のとおり、この事業は日本海西部のアカガレイ及びズワ

イガニの資源回復計画を支援する事業といたしまして、兵庫県、鳥取県、島根県沖の排他

的経済水域で、約8,400haの保護礁の整備を行おうとするものでございます。

具体的には図面にございます、浜田沖、隠岐北方、赤碕沖、それから但馬沖ということ
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で、赤い点々で印してございますが、約２km四方の保護礁21カ所の整備を行う計画でござ

います。

本計画につきましては、昨年８月６日の本委員会に御報告いたしました後、同意をいた

だきまして、その後、関係都道府県からの同意、また公告縦覧等の手続を経まして、９月

３日に特定漁港漁場整備計画として正式に決定されてございます。

、 、現在でございますが 来年度から本格的な着工を進めてまいりたいと考えておりまして

現在は事業に向けました水深測量及び地質調査等の準備を行っているところでございま

す。また、そういった調査と並行いたしまして、１ページ前に戻っていただきたいんです

が、保護礁周辺の利用のあり方などをどのようにするかにつきまして、関係漁業者の方と

の間で話し合いの場を持って、検討しているところでございます。メンバーといたしまし

ては２にございますように兵庫県の沖底関係、鳥取県の沖底関係、それから島根県のカニ

。 、 、 、篭関係 また 浜田沖におきましては 沿岸に近いところで小型底びきがございますので

その部分につきましては、島根県の小型底びき関係の方に入っていただいて話し合いを行

っております。これまで３回ほど打ち合わせを行っておりまして、関係者の合意が得られ

たところから、逐次事業を実施していきたいと考えているところでございます。

今後ともこの話し合いは継続されていきますが、決定されていく段階で、適宜また本委

、 。員会で御報告をしてまいりたいと考えておりますので どうぞよろしくお願いいたします

以上でございます。

○森本会長 ありがとうございました。

ただいまお二方から、資源管理に関連する平成20年度予算、それからフロンティア漁場

整備の進捗状況について御説明をいただきました。

これに関連して、何か御質問等ございますでしょうか。

よろしいですか。

（４）そ の 他

○森本会長 次に、議題（４ 「その他」についてでございますが、委員の皆様方から何）

かございますでしょうか。

ないようでございますが、事務局から何かございますでしょうか。

○小林資源管理部管理課長補佐 本委員会には３つの部会が置かれているわけでございま
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すけれども、各部会の調査審議の結果を本委員会に報告することとなっておりますので、

簡単に御報告をさせていただきます。

まず、昨日13時30分より本会場で開催されました第13回日本海北部会におきましては、

現在実施中でございます「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画 「マダラ陸奥湾」、

産卵群資源回復計画 「スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画」の取り組み状況等に」、

つきまして報告がなされております。

続きまして、同日15時30分より同会場で開催されました第13回九州西部会におきまして

は 「有明海ガザミ資源回復計画」につきまして提案がなされまして、審議の結果、了承、

をされておるところでございます 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」の取り組み状況の報告があわせてなされております。

、 、また 本日10時30分よりこの会場で開催されました第14回日本海西部会におきましては

現在実施中の「日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画」の取り組み状況、フ

ロンティア漁場整備の進捗状況等につきまして報告がなされました。以上、簡単ではござ

いますが、各部会の状況について御説明を申し上げさせていただきました。

○森本会長 ありがとうございました。

各部会では、部会の設定された海域において完結する事項について、それぞれ審議され

ていると。それの報告があったということでございます。

それでは、事務局から次回の委員会の開催予定について説明をお願いいたします。

○小林資源管理部管理課長補佐 次回の本委員会の開催時期につきましては、例年どおり

10月ごろの開催を予定しております。今後、会長初め委員の皆様方の御都合もお聞きしな

がら、具体的な日程につきましては追って御連絡をさせて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。

○森本会長 ありがとうございます。

次回の本委員会の開催時期につきましては、今後、皆様の御都合を伺いながら、事務局

より追って御連絡をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

それでは、本日の委員会はこれにて閉会したいと思います。委員の皆様、御臨席の皆様

におかれましては、長時間にわたりまして議事進行への御協力、及び貴重な御意見を賜り

ありがとうございました。

なお、議事録署名人に指名させていただきました、熊本県の福田靖委員、農林水産大臣

、 、選任委員の本川廣義委員のお二方には 後日事務局から本日の議事録が送付されますので
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よろしくお願いをいたします。

それではこれをもちまして、第11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。

閉 会


