
第１２回日本海・九州西広域漁業調整委員会議事録

平成２０年１０月２１日

水産庁資源管理部管理課



１．開催日時

平成２０年１０月２１日（金）１３：３０～

２．開催場所

農林水産省講堂

３．出席者

（委員）

市山亮悦、西崎義三、小坂榮一、齊藤辰男、小田政市、森本太郎、志幸松栄、

齊藤洋一、佐々木新一郎、生越日出夫、岸宏、上野知昭、中園明信、山下康夫、

福田靖、野村義也、桃原仁一、和田耕治、本川廣義、田中猛、風無成一、冨田重基、

宮本政昭、宮本光矩、森本稔、三木奈都子

（参考人）

西野正人 日本かにかご漁業協会 会長理事



４．議 題

（１）水産資源の状況について

（２）資源回復計画の進捗状況について

①マアジ対馬暖流系群資源回復計画の検討状況について

②日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の取組状況について

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

状況について

（３）そ の 他
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５．議事内容

開 会

○小林資源管理部管理課長補佐 定刻よりも若干早いんですけれども、委員の皆様方がお

そろいでございますので、ただいまから第 12 回日本海・九州西広域漁業調整委員会を開

催いたします。

委員出欠状況報告

○小林資源管理部管理課長補佐 本日は海区互選委員のうち、兵庫県の吉岡委員、長崎県

の小西委員、農林水産大臣選任委員のうち櫻本委員が事情やむを得ず御欠席されておりま

すが、委員定数 29 名のうち定足数であります過半数を超える 26 名の委員の出席を賜って

おりますので、漁業法第 114 条で準用いたします同法第 101 条の規定に基づきまして、本

委員会が成立しておりますことを御報告いたします。

なお、今年は海区漁業調整委員会の委員の改選がありましたことから、多くの委員が交

代してございます。新たに就任されました委員につきましては、既に本委員会の各部会に

おきまして御紹介いただきましたので、この場ではお名前を報告させていただきまして、

御紹介にかえさせていただきたいと思います。

、 、 、今回新たに就任されました委員につきましては 北海道の市山委員 石川県の志幸委員

島根県の岸委員、山口県の上野委員、福岡県の中園委員、本日御欠席でございますが、長

崎県の小西委員の計６名の委員の皆様でございます。

また、本日は日本海かにかご漁業協会の西野会長にも参考人として、前回委員会に引き

続き御出席いただいておりますので、あわせて御報告をさせていただきます。

それでは議事進行を、森本会長にお願いしたいと思います。会長、よろしくお願いいた

します。
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会 長 あ い さ つ

○森本会長 会長を仰せつかっております森本でございます。本日はお忙しい中、委員の

皆様方初め御来賓の方々におかれましては、第 12 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。

事務局からもお話がございましたように、今年は海区漁業調整委員会の委員の改選があ

りました関係から、海区互選委員の多くの委員の交代がなされております。どうぞ、新た

に御就任されました委員におかれましては、よろしくお願いいたします。

座らせていただきます。

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について

の議題が用意をされております。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になっております。

続きまして、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の検討状

況」に加えて、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」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の取組状況

について、報告があるということでございます。

委員の皆様方におかれましては、どうぞ御審議のほどよろしくお願いをいたします。

水 産 庁 あ い さ つ

○森本会長 さて、本日の委員会でございますが、水産庁から山田長官、本村資源管理部

長、長谷沿岸沖合課長、宇賀神漁港漁場整備部整備課長、木島資源管理推進室長、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谷津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

教授外多数の方が出席をされております。

議事に入ります前に、本日、水産庁から山田長官が御出席でございますので、ごあいさ

つをいただきたいと思います。

○山田水産庁長官 皆さん、こんにちは。ただいま御紹介をいただきました、水産庁の山

田でございます。本日、第 12 回の日本海・九州西広域漁業調整委員会の開催ということ

で、一言ごあいさつを申し上げます。
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先ほど森本会長からもお話がありましたように、新しく委員になっていただいた方には

快く委員を引き受けていただきまして、本当にありがとうございました。また、本日お忙

しい中を御出席いただき、委員の皆様には本当にありがとうございます。

広域漁業調整委員会は皆様御案内のとおり、都道府県の区域を超えて分布し、あるいは

回遊する水産資源の適切な管理を行うということで業務を実施し、審議をいただいており

ます。

資源回復計画も御案内のとおりですけれども、全国で既に 18 の広域計画、それから 46

の地先計画ができておりまして、その中でさまざまな活動が行われているということでご

ざいます。

この日本海・九州西の広域委員会におきましても、14 年から現在までに９つの計画が

作成され、資源回復が図られているということで、皆様方の御活動、御支援に対しまして

改めて御礼を申し上げますとともに、今後ともぜひよろしくお願いしたいと思っていると

ころでございます。

この資源回復につきましては、昨年３月に定めました新しい基本計画の中でも、重要な

、 。施策の一つと位置づけておりまして 私どももしっかりやっていきたいと思っております

また、資源の回復とあわせまして、資源を守り、あるいは実際に利用する漁業経営、水

産の経営の面も非常に重要な課題だと思っております。昨年 12 月から７月ぐらいまでの

間に燃油価格が大変高騰いたしまして、また浜の皆さんもなかなか操業ができないという

こともありまして、７月に緊急の対策を決め、その当時余裕のある、使える予算でとりあ

えず対策を実施しましたが、この国会で補正予算もまた成立をいたしまして、必要な財源

は確保されたところでございます。

燃油の価格は最近、大分下がってきております。まだ浜の値はそんなに大きく下がって

いるということはありませんけれども、大分下がってきております。ただ、まだまだ状況

がどうなるか、不安定なところがあるのではないかと考えております。

新聞などによりますと、ＯＰＥＣでは減産の計画をこれから審議しようという話も聞こ

えてまいります。燃油の問題も、若干下がってきたとはいえ、まだ高い状況ですし、不安

定な面もあるということでございますし、燃油以外の問題につきましてもさらに省力化を

図るなり、経営の合理化を図るなり、あるいは水産物の販売の仕方を工夫するなり、さま

ざまな対応が必要でございます。

私ども、夏に決めました対策、また補正予算、あるいはさかのぼって 19 年度補正で措



- 4 -

置をした事項、さまざまな事項がございますけれども、これらを再度、補正予算の成立を

契機に普及・推進をしていきたいと考えておりまして、また皆様のお近くに伺っていろい

ろお勧めをすることもあろうかと思いますので、ぜひともいろんな対策を御活用いただい

て、資源の回復とあわせて経営の発展にも努めていただきたい、また私どももしっかり支

援をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

本日は、資源管理のさまざまな計画の推進状況について御審議をいただくということで

ございますので、ぜひとも忌憚のない御意見、御審議をお願いいたしまして、ごあいさつ

といたします。よろしくお願いをいたします。

○森本会長 長官、どうもありがとうございました。

長官におかれましてはこの後の御予定の関係で、ここで退席されるとのことでございま

す。どうもありがとうございました。

○山田長官 よろしくお願いします。

配付資料確認

、 。○森本会長 それでは最初に 本日お配りしてお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

せていただきます。申しおくれましたが私、水産庁管理課の小林と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。

お配りしている資料でございますが、まず第 12 回日本海・九州西広域漁業調整委員会

議事次第、委員名簿、配席図、出席者名簿。

資料１は 【2008 年資源評価対象種の資源状況 、全部で 41 ページある資料でございま、 】

。 、 （ ） （ ）す 資料２は 日本海西部・九州西海域マアジ マサバ・マイワシ 資源回復計画骨子 案

でございます。資料３－１は、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。

これにつきましては、資料３－２、資料３－３の３枚紙でございます。資料４は、日本海

西部・九州西海域底びき網漁業包括的資源回復計画の取組状況という２枚の資料でござい

ます。

それから右肩に、広域漁業調整委員会資料（10 ／ 21）と書いてございます、日本海西

部地区直轄特定漁港漁場整備事業（フロンティア漁場整備事業）の進捗状況の１枚の資料
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でございます。

以上が配付しております資料でございますが、不足等ございましたら事務局のほうまで

お申しつけ願います。

よろしゅうございますでしょうか。

説明の途中でも資料に落丁等がございましたら、その都度お手数ではございますが、事

務局のほうにお申しつけいただければ幸いでございます。

それでは森本会長、議事進行をよろしくお願いいたします。

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

会の議事規程第 12 条により、会長の私のほうから御指名を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鹿児島県の野村義也委員、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をいたします。

議 題

（１）水産資源の状況について

○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 「日本海、

沖合ベニズワイガニ資源回復計画 「マアジ対馬暖流系群資源回復計画」及び「日本海」、

西部・九州西海域底びき網漁業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になっております。

それでは、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谷津東シナ海漁業資源部長か

らマアジ、マサバ、マイワシ及び包括的資源回復計画に関連する以西底びき網漁業主要漁

獲魚種について、また独立行政法人水産大学校の生産管理学科の今井准教授から、包括的
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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、それぞれ順次、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。

よろしくお願いいたします。

、 。資料１を１枚めくっていただきまして ベニズワイガニから御説明させていただきます

まず漁場図がございますが、水色に塗ってあるところが大体日本の漁船が操業している海

域です。ベニズワイガニの場合、分布水深は大体 1,000 ～ 2,000 ｍが中心となっておりま

す。

次に漁業の特徴ですが、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つの異なる漁業形態で構成されています。2005 年以降、大

臣許可漁業の漁場が、より西方へ移動する傾向が見られます。それから、甲幅 90mm 以下

の雄ガニ並びにすべての雌ガニが禁漁となっています。

次に漁獲の動向ですが、次のページの棒グラフが漁獲量を示しております。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、日本海本州沿岸における漁獲量は、1983

から 84 年には 52,000 ～ 53,000 ｔまで増加しましたが、以降急速に減少しました。

1992 年以降は 22,000 ～ 26,000 ｔでほぼ安定しておりましたが、1999 年以降再び減少

いたしまして、2003 年が約 15,000 ｔで最低となりまして、その後はやや増加しまして、

2007 年の暫定漁獲量は 17,000 ｔでした。

次に、資源の評価方法ですが、漁獲物及び漁獲成績報告書の解析で得られました漁場別

の漁獲量とＣＰＵＥの経年変化－上の図に折れ線で書いてありますのが大臣許可水域のＣ

ＰＵＥの変化ですけれども－漁場別のＣＰＵＥと、漁獲物のサイズ組成などを基礎として

評価いたしました。

資源状態についてですが、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 が最低で、その後は改善いたしまして、2007 年は

。 、 、１かご当たり 9.7kg でした 2005 年ごろから暫定水域内外にかかわらず 沖合から沿岸

西のほうへの漁場の移動が見られています。

知事許可水域のＣＰＵＥは県によって傾向が異なりますが、全体としてはおおむね横ば

い傾向です。

漁獲物中には、大臣許可水域で約 20 ％、知事許可水域で 10 ％前後の小型・未成体個体
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を含んでいます。ただし、大臣許可水域の小型魚の割合は 2002 年ごろから減少傾向にあ

りまして、近年は漁獲物の大型化が見られます。

系群全体の資源状態といたしましては、依然として過去最低の水準にあるものの、動向

については増加傾向に転じたと判断されます。

次に管理方策ですが、資源状態は増加傾向と判断されたものの、資源水準は依然として

低位で、漁獲水準を引き下げる必要があると。漁獲物には小型及び未成体個体を含んでい

るため、これらに相当するものを減ずることとした。

と申しますのは、下に示してありますＡＢＣ、これは生物学的許容漁獲量ですが、これ

の算定に当たりまして、過去３年間の平均漁獲量に、先ほど言いました小型ガニの混獲率

を減じた係数を掛けて提示させていただいたということです。

以上です。

○谷津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、資料の４ページのマア

ジから御説明いたします。魚種が大変多いものですから図を主に使いまして、要点だけ御

説明させていただきます。

それではマアジでございますけれども、漁獲量につきましては５ページの上に日本の漁

獲量と、大中型まき網のＣＰＵＥを載せております。マアジの漁獲量は、1980 年に４万

ｔという低い値を記録しました後に徐々に増加いたしまして、1990 年代中ごろには約 20

万ｔになりました。その後、増減をやや繰り返しまして、2007 年には 12 万ｔとなってお

ります。

それから、日本と韓国の漁獲量を用いまして、コホート解析という手法を用いまして資

源量の推定をしております。それが５ページの真ん中あたりの、資源量と漁獲割合の図で

あります。

漁獲割合といいますのは、漁獲量を資源量で割ったものであります。これを見ますと、

漁獲割合は過去 30 年間にわたり 40 ％程度で前後しておりますけれども、この数年間はや

や減少傾向にあります。

資源量は漁獲量と似た変動をしておりまして、90 年代半ばに 50 万ｔ程度、その後減少

しまして、再び 2003 年ぐらいに増加しました後に、最近３年はやや下がりまして 40 万ｔ

半ばとなっております。したがいまして、資源の状態は中位で減少傾向と判断しておりま

す。

次に、めくっていただきまして６ページの真ん中あたりに、管理方策のまとめがござい
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ます。現状の親魚量は、資源の回復が必要な域値をＢ limit と言います。これは 2001 年

の親魚量ですけれども、それよりも現状は多いということで、回復を要する値までは下が

っていないということでございます。

現状の漁獲圧、あるいは親魚量を維持する漁獲量、漁獲圧ということで、いずれもＡＢ

Ｃということで、今年度から複数のＡＢＣを出すことにいたしまして、現状の漁獲圧、Ｆ

current、あるいは資源を維持するＦ sus というものは、いずれもＡＢＣというふうに考

えられます。

しかしながら、加入量当たり漁獲量が若干改善の余地がありまして、この面からは０歳

魚の漁獲圧を減少させることが望ましいと判断しております。

続きまして、８ページからのマサバについて御説明いたします。同じく９ページの一番

上に、日本の漁獲量があります。漁獲量は 1970 年代から 80 年代初めに、30 万ｔをやや

下回る程度で安定しておりましたけれども、90 年代にかけて減少してまいりました。と

ころが 96 年には 41 万ｔという非常に大きな漁獲を上げた後に急減いたしまして ここ 10、 、

年ぐらいは 10 万ｔ程度でとどまっております。

ＣＰＵＥも、これは大中まきのものでございますけれども、漁獲量とほぼ同様な変動を

いたしております。

マアジと同様に、韓国の漁獲量も加味しまして資源量推定をいたしましたのが、９ペー

ジ真ん中左あたりの図でございます。資源量は 70 年代から 90 年代半ばまでは変動します

けれども、おおむね 80 万ｔから 120 万ｔぐらいを維持しておりましたが、96 年に 41 万

ｔと多獲した後に資源量が急減いたしまして、過去 10 年間ぐらいは 40 万ｔを上回る程度

ということで、以前の半分ぐらいに低下しております。

漁獲割合につきましても、70 年代は 40 ％前後というふうに、比較的低かったわけです

けれども、90 年代から現在に至るまで 45 ％ぐらいということで、漁獲圧も高まっており

ます。ということで、資源の状態は低位で横ばい傾向と判断いたしました。

次に、管理方策につきましては、10 ページの真ん中あたりにまとめております。親魚

量は資源の回復が必要と判断しております。したがいまして、現状の漁獲圧を下げること

が妥当と考えております。

続きましてマイワシで、12 ページからになります。マイワシは御承知のように非常に

大きな資源量変動いたしまして、13 ページの上の図にありますように、1980 年代後半に

はこの系群で 150 万ｔを超える漁獲を揚げましたけれども、その後急激に減少いたしまし
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て、近年では数千トンにとどまっておりました。

13 ページの右上が 2001 年からの漁獲量でありますけれども、2008 年に向けて徐々に増

加しておりまして 1,000 ｔから 3,000 ｔ程度となっておりましたが、2007 年に突如とし

て、主に東シナ海を中心に漁獲が高まりまして、2007 年は１万 3,000 ｔ以上というふう

に、突然に漁獲が上昇いたしました。

資源量推定は、やはりコホート解析という手法でやりまして、13 ページの真ん中に過

去 50 年間ぐらいの資源量の変動が示されております。1980 年代後半には、1,000 万ｔを

超える資源量があったと推定されております。

その右側には 1998 年以降の資源量が推定しておりますけれども、最近の漁獲量が急に

ふえたということもありまして、コホート計算も余り良い推定値と思われないというとこ

ろから、ここにお示ししています、最近年の資源量推定値は参考値とお考えいただきたい

と思います。

その参考値でありますけれども、推定された資源量は 2004 年ぐらいから徐々に増加い

たしております。ですので、資源の水準は低位、動向は増加傾向と判断いたしました。

資源の管理方策につきましては、14 ページの真ん中よりやや下あたりをごらんくださ

い。Ｂ ban といいますのが、資源の漁獲の禁漁を提言する値となっておりますけれども、

これが資源量に直しまして 5,000 ｔでありますが、現在の資源量はこれを上回っていると

考えております。

しかしながら、非常に資源が低位にあるというところから、これまで同様に専獲を避け

て混獲程度にとどめることが望ましいということを、資源管理方策で提言いたしておりま

す。

連続してよろしいでしょうか。次は底びき関係でありますけれども、マダイに移りまし

て 16 ページからになります。マダイにつきましては 17 ページにありますように、資源量

は非常に安定しておりますけれども、最近増加傾向にあります。漁獲量が 17 ページの一

番上にありますけれども、1970 年代に比べると最近は少し少ないということから、資源

水準は中位、動向は増加と判断しております。

資源管理方策につきましては 18 ページをごらんください 2007 年の親魚量はＢ limit、 。

という回復措置をとる域値よりも上回っておりますので、現状の漁獲圧のままで特に問題

はないと判断しております。

次に、キダイについてでございます。20 ページの真ん中左あたりに、これもコホート
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計算という手法によりまして推定しました資源量を示しております。最近５～６年につき

ましては横ばい傾向となっております。ですので、資源の水準は中位で横ばいと判断して

おります。

管理方策につきましては 21 ページに記載しておりますけれども、現状の漁獲圧で継続

していくことが妥当であると考えております。キダイに限らず、底びき網対象種につきま

しては我が国のみならず、中国あるいは韓国の漁獲も非常に影響があると考えております

ので、広域的な資源回復には関係国間の協力が不可欠と考えております。

それでは、タチウオであります。23 ページの上のほうに我が国の漁獲量が示してあり

ますけれども、1980 年代においては以西底びき網で非常に多くとっておりましたが、そ

の後以西底びき網の漁獲量は急激に減少いたしまして、近年ではひき縄、あるいは大中ま

きということで漁獲しております。

漁獲量としましては、数千トンの低いレベルで安定しております。

タチウオにつきましては資源量推定が行われておりませんので、この漁獲量あるいはＣ

ＰＵＥをもとにいたしまして、資源水準は低位、動向は横ばいと判断しております。

漁獲方策につきましては 23 ページの一番下にありますけれども、低位で横ばいでござ

いますので、漁獲圧を削減することが適当と判断しております。

続きまして、ヒラメに移ります。ヒラメは 25 ページに漁獲量が示しておりますけれど

も、1970 年ごろから 1,000 ～ 2,000 ｔの間を緩やかに変動しておりまして、2005 年には

1,500 ｔ程度となっております。

こちらもコホート計算という方法で資源量を推定しておりまして、それが 25 ページの

真ん中あたりの左に示しております。この 10 年間ぐらいは増加傾向にあります。しかし

ながら、近年の漁獲量は最盛期よりも低いということで、資源水準は中位、動向は増加と

判断しております。

管理方策につきましては、26 ページに記載しております。資源は中位で増加傾向にあ

るわけでありますけれども、26 ページの上にあります図は再生産成功率といいまして、

。「 」 、「 」単位は尾／ kg と書かれております 尾 といいますのは加入して来る子供の尾数 kg

のほうは、それを産んだ親魚の資源の重量であります。

これを見ていただきますと、90 年代後半から再生産成功率が低く推移して減少傾向に

なっております。したがいまして、資源は中位で増加傾向ですけれども、親から生まれて

くる子の状態がよくなくなっているということで、そのことによりまして漁獲努力量はや



- 11 -

や削減して親魚量を維持する必要があると。また、小型魚を保護する必要がありますと。

さらに、このように加入が最近悪くなっているということもありますので、種苗放流も

含めまして、加入の動向を把握していく必要があると判断しております。

続きまして、ムシガレイでございます。資源の状態につきましては、28 ページをごら

んください。本種につきましてもコホート計算で資源量を推定しておりまして、最近４年

間は真ん中の図にありますように増加傾向であります。しかしながら、その上に漁獲量の

図を示しておりますけれども、80 年代に比べれば低い水準になるということで、資源は

低位で増加傾向と判断しております。

管理方策につきましては 29 ページにまとめを記載しておりますけれども、資源量は回

復しつつありますが、水準はまだ低位でございまして、漁獲圧を 2007 年同程度以下にと

どめることが望ましいと考えております。

、 。 、続きまして ソウハチであります ソウハチにつきましても資源量推定値がありまして

その前の種と同じように、この４年間、資源量は上昇傾向にあります。そして、31 ペー

ジの上にあります漁獲量の図を見ていただきますと、最近増加しておりますけれども、ま

だ 90 年代の高い漁獲よりもかなり低いということから、資源水準は中位、動向は増加と

判断しております。

管理方策につきましては、32 ページに示しております。増加傾向にありますけれども

資源が中位ということから、特に若齢魚への漁獲圧を減少させて、全体的にやや漁獲圧を

引き下げることが望ましいと判断しております。

続きまして、ウマヅラハギです。漁獲量は 34 ページにお示ししております。上の右側

に日本と韓国の近年の漁獲量を示しておりますけれども、左の韓国の漁獲量の 86 年から

に比べますと非常に低位にありまして、横ばい傾向にあるということで、低位、横ばいと

判断しております。

管理方策は 34 ページの一番下にありますように、漁獲量が非常に低迷していることか

ら、やや現状の漁獲圧を削減しまして、様子を見ることが適当と考えております。

続きまして東シナ海底魚類ということで、キグチ、シログチ、ハモ、マナガツオ類、エ

ソ類、カレイ類の評価でございます。それぞれ 35 ページに漁獲量の推移を示してありま

すけれども、ごらんのように特に以西底びき網の漁獲量の減少に伴いまして、最近、非常

に漁獲量は低迷しております。

、 、36 ページの上にエソ類 ハモなどの以西底びきのＣＰＵＥを示しておりますけれども
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右上のムシガレイで若干ＣＰＵＥの増加傾向が見られますが、そのほかは押し並べて横ば

い、あるいは減少傾向となっております。

したがいまして、いろんな魚種がありますけれども、36 ページの真ん中にまとめまし

たように、キグチで動向が不明というものを除きまして、６つの分類群におきまして資源

水準は低位で、キグチを除きまして横ばい傾向と判断しております。

したがいまして、管理方策といたしましては 36 ページの下にありますように、資源評

価のまとめは低位で、資源状態はよろしくないわけでありますけれども、先ほど申しまし

たように底魚につきましては中国、あるいは韓国の漁獲が非常に影響が多いということ。

逆に言いますれば、我が国の漁業の努力量がこれら資源に与える影響は、中国、韓国に比

べれば大きくないということで、根本的な解決には、東シナ海を取り巻く関係国の協力が

不可欠でございます。

続きましてケンサキイカにつきまして、資源状態は 38 ページに記載しております。左

側に我が国の総漁獲量、それから沖合底びき網漁業のＣＰＵＥ、以西底びき網漁業のＣＰ

ＵＥ。右側に以西沖底の漁獲量と、長崎県の釣りと定置網、それから三角形が中型イカ釣

り漁業の漁獲量をお示ししております。

、 、中型イカ釣り漁業で若干近年は横ばい あるいはやや上昇傾向が見てとれますけれども

そのほかの沖底、以西、長崎県のデータは、いずれも最近減少傾向であります。それから

全体的な総漁獲量も、80 年代に比べ最近年は低いということから、資源は低位で減少傾

向と判断しております。

管理方策としましては、ケンサキイカにつきましても関係国の漁獲量が大きいというこ

、 、 、 、とで 資源状態の正確な把握には 中国 韓国の協力が必要と判断しておりますけれども

我が国の管理方策としましては、漁獲量の指標値、すなわちＣＰＵＥでありますが、これ

が下がっているということから、やや漁獲を控える必要があると考えております。

最後の前のアマダイ類です。御承知のように、アマダイにつきましてはアカアマダイ、

シロアマダイ、キアマダイというふうに３種含まれているわけでありますけれども、ここ

では漁獲の主体でありますアカアマダイについて取りまとめております。

漁獲量の推移は 40 ページをごらんください。漁獲量はごらんのように、80 年代の１万

ｔを超えるところから、最近では非常に低迷しております。

資源状態につきましてはＣＰＵＥも利用できていまして、立縄につきましては図には示

しておりませんけれども、2004 年以降増加。以西底びき網につきましても、近年やや増
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加傾向。それから対馬海峡周辺の沖底につきましては、ＣＰＵＥは安定傾向。それから、

当水研で行っております調査船調査での資源量推定値も、近年は安定しているということ

で、やや増加という傾向を示すデータと、安定というのがありますけれども、資源状態は

総じて低位で横ばいと判断しております。

管理方策といたしましては、非常に漁獲量が落ちているということで、現状の漁獲をや

や控えてとっていただくことが必要ではないかと考えております。あと、そのほかの底魚

と同じように、やはり関係国との共同管理が必要と考えております。

私のほうからは以上です。

○今井水産大学校海洋生産管理学科准教授 水産大学校の今井でございます。

最後の 41 ページに１枚、文章だけで説明がありますので、これに基づいて説明させて

いただきます。

私のほうでは、島根県と山口県を主体とします２そうびきの沖合底びき網の主たる対象

資源５魚種ですが、水研センターと同様のコホート解析を使って、資源の動向、加入量の

変動傾向を調べております。

コホート解析というのは年齢別漁獲尾数から計算をいたしますので、谷津さんのほうと

漁獲量のデータのもとは多分一緒ですが、解析報告が若干違いますので、若干異なる結果

が出ているということがあります。

３月にここで御説明申し上げましたが、３月の時点では山口県船の資源についてのみ御

説明申し上げました。今回は一部キダイは除きまして、島根県も含めた解析が少しずつ進

んでまいりましたので、その辺について若干の説明をさせていただきたいと思います。

キダイですが 「沖底下関船が」としております。その部分の漁獲から求めた総資源量、

が 1,300 ～ 2,700 ｔの範囲。雌親にしますと、産卵する雌ですので雄はすべて除いた雌の

３歳魚以上のもので、大体 370 ～ 1,000 ｔの範囲。このキダイの場合は、大体隔年的に加

入量がよかったり、悪かったりを繰り返します。この対象だけで、大体 1,300 万～ 3,000

万尾ぐらいの加入が１歳魚の時点でありますが、これの加入と再生産の関係を見ますと、

、 。現在の資源量水準は 先ほどありましたように中位で安定という関係にあるかと思います

ということで資源量の状態としては、特に漁獲を緩めるような必要はないわけですが、

最後に書いてありますが、現在満１歳、約 12cm の魚からがとられておりますが、これの

とり残しをすることによって、３月のときにも御説明申し上げましたが、小型魚をとり控

えて大型化してとることで、漁獲金額が相当アップできる可能性を持っている魚種という
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ふうに申し上げます。

続きましてアカムツですが、アカムツの資源は後で述べますムシガレイ、ヤナギムシガ

、 、 。レイと同様ですけども 1997 年 98 年と非常に日本海で水温の高い状態が得られました

このとき以降、比較的卓越年級群が発生する機会が非常にふえていると。この３魚種につ

いてはそういう傾向にあります。

そこで、沖底の下関船対象資源しかまだやっていませんが、250 ～ 1,000 ｔの総資源量

であると。以西はさほど多くはとりませんので、これに浜田の分をつけ加えると、全体の

資源量が出てきます。作業はかなり終わっていますので、次回は浜田の分を含めた資源量

を提示できると思います。

この時点での雌親資源量は全体の半分程度を守っていただければいいんですが、70 ～

390 ｔの範囲であると。最適な資源量は 440 ｔと書きましたが、はっきりとこれがいいと

いうことではありませんが、これよりは下回っていると。ふえる傾向にあるんですが下回

っておりますので今後、小型魚のとり控えと、加えて若干の漁獲圧を下げてやることによ

って、さらに資源はふえる。今、ふえようとしておりますので、どうしてもふえつつある

魚に対して漁獲のインパクトが集中してしまうという傾向が、底びき網の場合にはござい

ますので、ふえる力をどうしても抑えてしまう。これを少しだけ抑えてやると、順調に資

源がふえる可能性を持っている。資源回復をさせられる傾向は十分にあるという魚種であ

ります。

続きましてムシガレイです。これは日本海西部全体で、ほぼ日本海西部のムシガレイ全

。 、域についての資源量と思っていただいて結構です 沖底と小型底びき網の一種の山口県船

下関船を含めて、資源量計算をしております。資源量は 2,000 ～ 3,200 ｔの範囲。雌親資

源量は 700 ～ 1,200 ｔの範囲ですが、1998 年から 2003 年くらいまでの間に、非常に卓越

年級群が何度か出ました。３つぐらい良い年がありました。その後ちょっと水温が高どま

りから、今度はちょっと下がり傾向になりまして、加入量水準は若干下がっているんです

が、そう悪くはありません。

ということで、谷津さんのほうはずっと増えているようなデータでしたが、私の場合に

はそんなに減ってはいないんですが、最近は頭打ち状況にあると考えています。

これも漁獲圧を下げることと、小型魚のとり控えは非常に大事で、今のところ実を言う

と、先ほど 80 年代という話がありましたが、当時、島根水試の今岡さんが解析された時

代は、漁獲量が 3,000 ～ 5,000 ｔと言われています。そこまで多くはなかったかもしれま
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せんが、現状の漁獲量に比べると、大体２倍から３倍ぐらい獲れていたということですか

ら、その当時に比べれば資源量はまだまだ低い状態と言えると思います。

続きまして、ヤナギムシガレイです。これは谷津さんのほうに出ていませんが、日本海

全域にいるようで、1990 年代頭までは全く獲れないような、干物にする高級魚で幻の魚

的なものであったんですが、幸いなことにやはり 97 年、98 年ぐらいの卓越年級があった

んだと思います。ただし、この魚種については 98 年以前のデータが余りとれなかったの

で、規格分けしてないんですね。入り数とか、そういう銘柄分けをされない程度の漁獲し

かなくて、全体で何箱獲れたというデータしか残っておりません。ですから、98 年以降

のデータですが、沖底対象資源量は 400 ～ 1,200 ｔ、雌親の資源量が 156 ～ 710 ｔ。この

数字は先ほど言いましたように、だんだん増えてきている。近年は安定しているという状

態であります。

加入量は大体、1,200 万～ 1,400 万尾でほぼ変わらない。ということは、先ほどの谷津

さんのところでもちょっと出てきたと思いますが、親は増えてきましても加入量が余り増

えてこないというのが普通、よく見られることで、そうするとＲＰＳとか、いわゆる再生

、 。 、 、産成功率は下がっちゃうんですね 見かけ上 だから 親が増えてきて加入量が増えない

安定している状態というのは、必ずしも再生産成功率が落ちているからいけないというわ

けではないと考える部分があります。

ということで、増えて今安定していますので、これは決して減らさないように気をつけ

て漁獲すべき種だと言えると思います。

最後にソウハチですが、谷津さんのほうにもありましたように、漁獲量は日本海全体に

、 。 、わたって 特に北海道沖でかなり漁獲される種類であります 私どもがやっている山口県

島根県の資源は漸減域に相当するということで、この種は水温が高かった 1998 年以後の

数年間に、加入量が非常に悪いという状態が続きました。

先ほども言いましたが、最近では水温は落ちつきぎみですので、加入量も若干増えて、

資源量も回復傾向にあります。ですから、2000 年過ぎぐらいから最低の状態を脱して、

。 、 、 。少し戻ってきている ただ 資源量は 800 ～ 1,800 ｔで 最近は低いほうの値になります

。 、雌親資源量は 240 ～ 580 ｔの範囲 これも最近は比較的低い状態の資源量が続いていると

少しずつ回復してきているよということであります。

ここに書いてありますように、2007 年の漁獲量が非常に大きかった。加入してきた若

齢魚が、多分 2005 年級あたりの魚が漁獲に加わってきた。2005 年級が 2007 年に非常に
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たくさん獲れていると。これを少し抑えることによって、資源の回復を順調にさせられる

、 、 。んですが こういったことがなされると 資源回復に非常に効果的であると申し添えます

以上です。

○森本会長 ありがとうございました。

お三方から関連の魚種について、資源状況、管理の方策等について御説明いただきまし

たが、ただいまの御説明について何か質問等ございますでしょうか。

三木委員、どうぞ。

○三木委員 東シナ海資源というのは、関係国との調整した管理が必要ということは、谷

津さんの文面にも一部出ていたと思うんですけども、資源解析についてはその辺、どうい

う状況になっているかを教えていただきたいなと思っています。

例えばアジとマサバ、それぞれ５ページ、９ページだと思うんですが、資源解析や日本

と韓国の漁獲について行ったとあるんですが、それがデータを集めたという意味なのか、

それとも資源解析の部分まで情報交換をしているのかというのと、昨日もガザミで市場外

流通があって、漁獲量をどう読むかは難しいという話があったと思うんですけど、その辺

韓国のデータの信頼性はどうなのかというあたりを教えてください。

○谷津西海区水産研究所東シナ海漁業資源部長 お尋ねの東シナ海の浮き魚類、アジ、サ

バ、イワシにつきまして、外国の漁獲をどう取り込んでいるかということでありますけれ

ども、韓国につきましてはマアジの漁獲量、あるいはサバ類、マサバ、ゴマサバ合わせた

ものについてはかなり正確な値があります。

サバの場合は、マサバ、ゴマサバ比率がわからないので、韓国の水域で日本のまき網船

が漁獲していますサバ類の中のマサバ、コマサバ割合が、韓国の水域の韓国の漁獲量もそ

の比率であるという仮定をしまして、マサバの漁獲量を日本、韓国合わせて推定しており

ます。

、 、マアジにつきましても アジ類ということで韓国の漁獲量になっているんですけれども

大部分がマアジであるということで、そのままマアジの漁獲量としてあります。それらの

日本と韓国を合わせた漁獲量につきまして、年齢別に漁獲尾数に直しまして、コホート計

算という手法で資源量を推定することになっています。

したがいまして、マアジの場合は中国は若干は獲っていると思うんですけれども、大部

分が日本、若干韓国ということで、かなり正確なものが得られていると考えております。

しかしながらサバ類につきまして、分布図が８ページにありますけれども、中国の水域
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でもマサバもかなり分布しているようだということで、中国の漁獲量も、例えば８ページ

に 2006 年に 48 万ｔという数字はあるんですが、皆様御存じのように中国の漁獲量は、こ

う言っては何ですが、非常に信ぴょう性に疑義があるということで、ＦＡＯの統計でも、

中国だけがずっと連続して漁獲量が増えていて、そのほかの国はこの 10 年間ぐらい安定

しているということで、中国の漁獲量はなかなか信用がおけないということで、浮き魚類

の資源量推定には中国の漁獲量は使っておりません。

○森本会長 よろしいですか。

○三木委員 はい、ありがとうございました。

○森本会長 ほかにございますか。

小田委員、どうぞ。

○小田委員 新潟の小田です。

今、私も底びきのほうの関係の仕事をしているわけで、新潟県としてはマガレイとヤナ

ギムシガレイが非常に順調に増えているということでございます。特にムシガレイ、ヤナ

ギムシガレイは一時は幻の魚と言われて、非常にあきらめた魚で、試験場でも放流したり

したけども、ここ４～５年からすごく獲れています。

それと、ソウハチも最近余り獲れないんですけども、去年から今年にかけて稚魚が非常

にふえていると。あんまりこういう傾向はなかったんですが、それが海流かなんかのせい

だかわからないけども、そういうあれが非常に良いということです。

あとはヒラメも放流している関係だかえさはない、イワシがないために小さいけども、

新潟県としてはヒラメは全般的に増加しているということでございます。

ただ、アカアマダイは年々少なくなっているという状態であります。

新潟県は今、底びき関係の魚はそういう状況にあります。

○森本会長 ありがとうございました。

、 。 。特に質問ということじゃなくて 状況を御説明いただいたと ありがとうございました

西崎委員、どうぞ。

○西崎委員 それぞれの魚種において資源管理が私ども、日本列島、日本海で進めている

わけでありますが、先ほど三木委員さんからもお話がありましたように、私も若干気にな

っておったところであります。

この資料の中にも書いてありますように、ただ我々、日本だけがこのような資源管理を

していても、やはり関係国との連携、いわゆる共同管理をしていくという方向を持って進
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めていかなければ、我々日本だけ幾ら進めても、その効果がなかなかあらわれてこないん

じゃないかなと思っております。

したがって、ここにも水産庁の方々、あるいは研究者の方々が、関係国との連携が不可

欠であると書いてあります。現在、関係国とのそういった管理体制についての組織的なも

のが構築されているのかどうか、お聞きしたいと思うんです。

○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。

韓国とか中国とは協定を結んでおりまして、その中で資源管理の取り組みをやることに

なっていまして、暫定水域とかそういうのはありますけれども、そういうところについて

も、例えば民間の取り決めだとか、そういうところでいろんな協議を進めていくという状

況になっており、きっちりした枠組みはまだできてないとは思うんですけれども、一応そ

ういう形で相手国だとかに協力を求めていくということはやっております。

外国の影響とかそういうところもあるんですが、やはり日本の資源が今、小型魚だとか

そういうのが多く漁獲されているのは事実でありまして、これはむしろ漁業にとっては不

合理な漁獲をしているところでもあります。そういうところの改善は、積極的に取り組ん

でいかなければならないことではないかと思います。

また、そういう取り組みがあれば関係国に対してもいろいろと、こちらのほうからも提

案なり、そういうものができるんではないかと考えております。

○森本会長 よろしいですか。ありがとうございました。

ほかに。

（２）資源回復計画の進捗状況について

①マアジ対馬暖流系群資源回復の検討状況について

、 （ ）「 」○森本会長 ないようでございますので 議題 ２ 資源回復計画の進捗状況について

に入りたいと思います。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、御審議をいた

だくとしておりますので、よろしくお願いします。

まず初めに、作成中の「マアジ対馬暖流系群資源回復計画」でございます。この計画に

つきましては、本年３月に開催された本委員会において、マアジ１種に焦点を当てた計画

内容とするのではなく、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
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うことで、さらに検討・協議をしていくことになっていたものでございます。

「マアジ対馬暖流系群資源回復計画の検討状況について 、事務局より説明をお願いし」

ます。

○梅田九州漁業調整事務所沖合課長 九州漁業調整事務所の梅田と申します。私のほうか

ら、資料２の御説明をさせていただきます。

失礼して座ります。

まず資料２の題名ですが 「あれっ」と思われた方がいらっしゃるかもしれません。議、

題のほうは（２）の①で「マアジ対馬暖流系群資源回復計画」となっています。資料２の

ほうですが 「日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画骨子」、

と違っております。

これはただいま会長から説明いただきましたとおり、今年の３月の広調委でマサバ、マ

イワシも含めることが決まりましたので、名前のほうも今後は「マアジ対馬暖流系群」と

、 「 （ ）いうことでなくて 資料２のほうの 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」ということで進めていく形になりますので、御了承いただきたいと思いま

す。

今回、カラーの図、表等々を使いましてきれいな形になっていますが、これはあくまで

も骨子でございまして、本物の計画は来年３月、今年度中にまたこの会議で諮らせていた

だきます。あくまでも今回は骨子ということで、検討中のものを御紹介させていただくと

いう形になります。

中身の説明をさせていただきます。まず最初ですが、資源の現状と資源回復の必要性で

ございます。図１と２をご覧いただきたいんですが、マアジとマサバの分布を示しており

ます。九州から日本海沿岸広域に分布する種でございます。大まかに言いますと、春、夏

に索餌のため北上します。秋、冬には越冬、産卵のため南下するといった回遊をいたしま

す。

図３、図４をご覧いただきたいんですが、マアジ、マサバの成長と年齢のグラフが載っ

ております。特に若齢期におきまして、体重に関しまして非常に増加が激しいと。２倍以

上に成長するという傾向があります。

マアジに関しましては１歳で約半分、２歳でほぼ全個体が成熟と。マサバについては、

１歳、２歳で成熟をすると言われております。

次のページをご覧いただけますでしょうか。漁獲の状況につきましては、ほとんどまき
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網で漁獲をされております。

資源の状況については、先ほど谷津部長から御説明いただきましたとおり、マアジは中

位水準減少、マサバが低位水準横ばい、マイワシは極めて低いという水準です。

マイワシに関しまして、図、表が全くないんですけれども、マイワシは極めて低い水準

という資源状況でございますので、後ほど取り組み等御説明いたしますが、マイワシに関

して特出しした取り組みは考えておりませんで、マアジ、マサバの取り組みに合わせて取

り組んでいくという位置づけにしていますので、図、表等はマイワシについては省かせて

いただいております。

図５、図６をご覧いただきたいと思います。青丸が親の数、赤丸が子供の数と思ってい

ただければと思います。マアジ、マサバですね。マアジが左側です。親の量は最近非常に

多いということですが、子供の量は５年前から徐々に下がってきて、ここ３年ぐらいは近

年においては低い水準になっていると。

マサバに関しては、親の数、子の数ともに低い水準にあるという状況です。

続きまして漁獲量ですが、ここはまた後ほど見ていただければと思いますが、漁獲がこ

んな感じの量になっているということです。

資源回復の必要性の御説明をさせていただきますが、記述としては２ページの一番下に

。 、 、文章があります ただいま図５と図６の説明をしたんですが こういった資源状況にある

要は子供の数がマアジ、マサバもちょっと少な目という状況で、現在の漁獲がどうなって

いるかといいますと、その次のページの一番上の図９、図 10 をご覧いただきたいと思い

ます。

左側がマアジ、右側がマサバですが、青が０歳魚の漁獲尾数、赤が１歳魚の漁獲尾数に

。 、 、 、なっています ごらんいただいておわかりのとおり マサバ マアジともにほとんど０歳

１歳をとっているという現状にあります。

前のページに戻っていただきまして、図５、図６でご覧いただいたとおり、子供の数が

若干加入量が少ないということで、まだ不安定な部分があるという資源の中で、若齢魚に

漁獲が偏っているという現状があります。これを何とかして皆さん方で、若齢魚をとり過

ぎるのはいかんということで、資源回復計画の取り組みをするというのが今回の趣旨でご

ざいます。具体的には、小型魚の漁獲を控えることによって、できる限り産卵親魚を確保

していくという取り組みを、種々行っていくという計画になっております。

続いて３ページの２、資源の利用と資源管理等の現状の説明に移らせていただきます。



- 21 -

（１）関係漁業等の現状ということで書いております。マアジに関しましては、対馬暖流

系群漁獲量が 12 万ｔあります。そのうち約８割が大中まき、もしくは知事許可の小さな

まき網で漁獲をされております。マサバに関しても、大部分がまき網で漁獲をされている

という状況にあります。

表１は大中型まき網といいまして、大臣が許可している 80 ｔクラス、または 135 ｔク

ラスの大きなまき網船のヶ統数を示しています。全部で 37 ヶ統。

西部日本海のほうに括弧がありますが、これは西部日本海・九州西部海区とか、２海区

の許可を両方持っている船がありますので、その船は重複を省くために括弧書きをしてい

て、合計には含めておりません。

続いて表２で、中型まき網の漁労体数。これは統計からとったんですが、島根県につい

ては 15、長崎県は 65、鹿児島県は 19、その他 25 という形になっています。

表３ですが、大中型まき網マアジ、マサバの漁獲量ということで、漁獲成績報告書が大

臣許可船では出てきていますので、そこからとった数字です。

表４ですが、知事許可の小さなまき網のマアジとサバ類の漁獲量ということで、これは

統計からとっております。ここを見ておわかりのとおり、今回、山陰旋網組合、長崎県旋

網組合、鹿児島県旋網組合、それから大臣許可の大きなまき網ということで、取り組みを

その団体に限っております。漁獲量が多い団体ということで、このようにしております。

次に、４ページの一番上の②に漁獲量と漁獲金額の推移の図がついております。これは

本来ですと、全船の傾向が見られればよかったんですが、知事許可船のほうで水揚げ金額

がなかなか出ないということがありましたので、遠旋組合さんのほうでつくっておられた

データをお借りしまして、ここに載せております。なので、あくまでも遠旋組合さん所属

の、大臣許可の大きなまき網船の漁獲量と漁獲金額の推移ということで見ていただければ

と思います。

水色がアジ、黄緑がサバ、黄色がその他ということですが、まず漁獲量で見ますと、大

きなまき網は魚種の指定というのは特にないです。何を獲ってもいいんですが、その中で

も主魚種としてアジ、サバを足しますと 86 ％を占めるということで、アジ、サバ主体の

操業を行っているということが見てとれると思います。

平成 10 年からざっと見ますと、両方とも減少傾向にあると。近年では何とか、現状の

維持を保っているという状況が見てとれると思います。

続きまして（２）資源管理等の現状に移ります。今現在も、各団体において自主的に定
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期休漁等を実施しております。どういったことをやっているかといいますと、まず山陰旋

網組合ですね。山陰旋網組合の中にも大型と知事許可の小さなまき網、中型まき網があり

ますが、大型まき網のほうは月に４日間休漁、中型まき網は週に１日休漁。

続きまして日本遠洋旋網組合ですが、これは 135 ｔクラスが多かく、一部 80 ｔ型も入

、 、 （ ）、りますが いずれにしても大臣許可船が所属する組合ですが これは月夜間 満月の周辺

月の６日間の休漁を設定していると。

長崎県旋網組合は、大中型まき網として 80 ｔクラスのまき網。それから中型まき網と

して、小さな 19 ｔクラスの知事許可のまき網、ともに月夜間の月４間の休漁を自主的に

実施しております。

続きまして鹿児島県旋網組合ですが、大中型まき網、中小型まき網ともに非常に進んだ

取り組みをされておりまして、ここに書いてございませんが、月夜間の５日間の休漁はや

。 、 、っております それを含めて 月の水揚げの日数が 18 日以内にするようにということで

非常に先進的な取り組みをされているところです。

続きまして、３番の回復計画の目標に移ります。先ほど資源の現状、回復の必要性のと

ころでお話ししたとおり、マアジについては近年加入量が非常に低いと。子供の数が低い

という状況の中で、０歳、１歳を非常に獲っているという現状があります。このため、小

型魚への漁獲圧を緩和する取り組みを行うことによって、加入当たり漁獲量と資源量を増

加させることを目標とします。

加入当たり漁獲量というのは簡単に申しますと、小さいのを獲らずにちょっと大きくし

てからとろうと。そうすることによって、加入量当たり漁獲量という指標値が上がるとい

う形になります。それに加えて、資源量も当然増加させることを目的といたします。

続いてマサバについてですが、子の数だけじゃなくて親の数も少ない。親の数の水準を

速やかに回復する必要性が指摘されております。

ただ、先ほど委員から質問等ありましたとおり、韓国、中国水域の分布、漁獲という状

況もありますので、国内でできる範囲の中で小型魚の漁獲圧を緩和するという取り組みを

進めていくことで、親の数を増加させることを目的としたいと思っています。

続きましてマイワシですが、今現在、資源状況が極めて悪いということと、自然環境的

な要因も当然ありますので、現在のところ資源状況のモニタリングを行うとともに、もし

良好な加入があったときに、人為的なもので阻害しないようにということで、混獲程度の

漁獲に努めることとしたいと思っています。
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続きまして４番、資源回復のために講じる措置でございますが、何をするかというとこ

ろで一番コアな部分でございます。①といたしまして、マアジ、マサバに関しましては、

大中型まき網（大臣許可のまき網）と知事許可のまき網のうち、漁獲量が多い団体、先ほ

ど御説明しました島根、長崎、鹿児島、それから大型の遠旋組合ということで４団体がご

ざいますが、この団体においては現行で定期休漁、月夜間の休漁等を行っておりますが、

これに加えまして小型を主とする漁獲があった場合には、速やかに漁場移動するというの

がスタンダードな取り組みといたします。

ただ、知事許可の小さなまき網につきましては、もともと許可水域が非常に狭いという

ことがありますので、漁場移動がなかなかしづらいというところがあります。したがいま

して、そういった団体、具体的に言いますと、山陰旋網組合の島根県地先で操業する中型

のまき網と、長崎県の中型のまき網につきましては独自の取り組みを検討すると。漁場移

動ではない取り組みで、小型魚の漁獲圧削減の取り組みをするということです。

一つずつ説明いたしますと、まず山陰旋網組合の大型の大臣許可のまき網船ですが、ス

タンダードに漁場移動という取り組みをいたします。中型の小さなまき網ですが、許可海

域が狭く漁場移動が難しいので、小型魚の漁獲量規制の方向ということで今、境港のほう

で検討を進めています。具体的にはまだ検討中とのことですが、マアジに関しましてはＴ

ＡＣということで総量規制がされておりますが、これを小型魚に限って、例えば個別配分

をするといった方向で検討しているということです。

続きまして遠旋組合さんです。これは大型の大臣許可船ですが、漁場移動等ということ

で書いております。ここは「等」が入っておりますが、遠旋組合さんのほうは非常に資源

管理が積極的でございまして、漁場移動だけじゃなくてほかの取り組みも考えられるとい

うことで今、検討されています。具体的には３月の本計画の中で、詳細に御説明できれば

と思っております。

続きまして長崎県旋網組合ですが、80 ｔクラスの大中型まき網に関しましては、スタ

。 、ンダードな漁場移動を行う 中型の 19 ｔクラスにつきましては長崎県地先ということで

許可の水域が狭く、漁場移動が難しいという現状がありますので、休漁しようかというこ

とで今、検討を行っております。

続きまして鹿児島県旋網組合さんですが、ここは現状の自主的管理措置のところで御説

明しましたが、非常に先進的な取り組みをされていて、月の水揚日数 18 日以内プラス月

夜間５日間の休漁をされていますので、その現状の取り組みを基本的には続けていただく
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という形の取り組みとしております。

続きまして、②マイワシに関しましては、先ほどお話ししましたとおり、マイワシを目

的とした操業を行わない。混獲程度に努めることといたしております。

続きまして最後に５番ですが、資源回復計画のために講じる措置に対する支援策です。

資源回復計画はいろいろ支援のメニューがありますので、必要に応じて支援措置を検討す

るということで進めたいと思っております。

説明は以上で終わります。

○森本会長 ありがとうございました。

検討中の資源回復計画についての骨子を説明いただきました。

何か御質問等ありますでしょうか。

志幸委員、どうぞ。

○志幸委員 石川県の志幸です。

一番最後の「資源回復計画のために講じる措置に対する支援策」で、必要に応じて措置

を検討するということは、どういうものを現在検討しておられるんですか。

○小林資源管理部管理課長補佐 この中の取り組みの中で、一応休漁期間の設定というと

ころがあります。支援措置につきましては、休漁について一定の支援ができるような仕組

みがありますので、そういうことで今のところ、これについては考えているということで

ございます。

○森本会長 よろしいですか。

○志幸委員 まき網漁業を重要視されて、数字的なものは全然私はわからないんですけど

も、恐らくはまき網、定置等の大量にとる漁業だと思うんですよ。漁業者の方々もいろい

ろと資源対策をやっておられます。それに対して水揚金額が減少しておると同時に、これ

だけのものを使って支援対策って、今後どういうものを支援対策していくわけなのかなと

思って、私は質問したわけでございます。

○梅田九州漁業調整事務所沖合課長 支援については小林班長から説明があったとおり、

長崎県旋網の中型の小さなまき網は休漁を検討していますので、これが資源回復計画のメ

ニューに載るかなというところで検討しているんですが、趣旨としては、小型が多いとこ

ろは今、市場データから調べていまして、今のところ大体１月、２月、８月、９月あたり

が小型が多いと。そこを何日間か休めないかという検討をしているんですね。

これは当然メニューとしてこういうのがあるんですが、助けるという趣旨ではなくて、
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体制を変えていくための支援というふうにとらえていますので、小型をとらないで済むよ

うな漁業に体制を変えていくという趣旨の支援だと理解して、もし支援ができればそのよ

うに進めたいと思っています。

○志幸委員 はい、わかりました。経営が安定化した漁業に構築していくというものを、

支援していきたいという意味なんですよね。だから結局これ、矛盾したことが書いてある

なと思って。どういうものを支援していくのかなと思っておったんです、このまき網につ

いてですよ。

わかりました。

○森本会長 ありがとうございました。

ほかにないようでございますので、関係の皆様方には引き続き早期計画作成に向けた検

討を進めていただきますよう、よろしくお願いをいたします。

②日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の取組状況について

○森本会長 続きまして、現在実施中の資源回復計画の取り組み状況の報告に移ります。

まず 「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の取組状況について 、事務局から説、 」

明をお願いします。

○上田境港漁業調整事務所資源管理計画官 それでは、事務局より説明いたします。境港

漁業調整事務所資源管理計画官をやっております上田です。よろしくお願いします。

資料３に沿って説明いたします。１枚目をご覧ください。漁業者協議会等の開催実績と

いうことで、平成 20 年度の分を表示しておりますけれども、まず１枚目、境港を根拠地

とする 12 隻、大臣許可船 12 隻、新潟県、鳥取県、島根県の分ですが、三者協議会及び漁

業者協議会をこれだけ開催しておるわけです。

右側の主な内容のところをかいつまんで言いますと、特徴としてこれまでの議論の中身

が、資源管理をどうやってやっていくかというような議題が主だったわけですけども、こ

こに至って、一つは小型のカニを逃がすためのリングの導入及び効果について。それから

、 。もう一つは 休漁の代わりに実施している漁獲割当制の実施状況及び資源の反応について

それからもう一つは、境港のベニガニ産業の展望を見据えた地域プロジェクトに関する議

論。それから、これは全国を対象とした持続的漁業を営んでいる漁業に対して与えられる

エコラベルの取得の検討というようなことに移り変わってきておるわけです。
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ここに至って、この回復計画は４年目に入ったわけですけども、ようやく資源管理の土

、 、 、台ができまして 全国向けのＰＲですとか流通改善 そして付加価値向上といったような

社会経済にかかわるような取り組みが始まっております。

１枚目の裏をご覧ください。引き続き、その３県についてですけども、漁労長会議、漁

業者協議会、同様の議論がなされております。

次に、もう一つの取組区分である、兵庫県香住を根拠地とする知事許可船８隻に関する

状況です。漁業者協議会をこのように開催しております。ここの香住においてもまた、こ

れまでずっと一貫して休漁という形で資源回復措置をとってきたわけです。ここに至り、

地域プロジェクトに関する議論、それから小型ガニを逃がすための脱出口のリングかごの

導入に関する検討、そして活魚出荷等を含む高品質化に関する議題が上がっております。

これも境港同様、次のステージに入りつつあるのかなという状況です。

では、次のページの資料３－２をご覧ください。これまで続けてきた資源回復計画に基

づく取り組みを書いております。漁獲努力量削減措置及び漁場環境保全措置の実施状況で

す。

まず、新潟と鳥取と島根の３県について纏めて説明いたします。これは境港を根拠地と

している大臣許可船でありますが、休漁については県の支援が出る、出ないというばらつ

きがあった関係から、足並みを揃えるのが難しかったと。１年間は実施できましたけれど

も、その後実施できておりません。そしてまた、平成 18 年 10 月に北朝鮮の核実験が行わ

れ、我が国の北朝鮮に対する経済制裁によって、３隻が漁場を失い減船したと。

そういったことを鑑みまして、休漁に代わる支援策を伴わない、同等の効果がある措置

ができないかということで漁獲規制、個別漁獲割当制、ＩＱといった形を導入したわけで

す。

小型ガニの保護については、先ほど申しました、リングをつけた脱出口を導入済みであ

ります。

兵庫県につきましては、初期のころからずっと一貫して１カ月の休漁を追加し、現在も

実施中であります。

それから平成 18 年度には、知事許可船１隻を減船しております。

次に、裏をお願いします。漁場環境の保全措置については、この表にありますように関

係する新潟県から島根県までの４県、いずれも休漁中に海底清掃、ひっかけ漁具を使った

漁具の回収を行っており、実施済みであります。
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最後のページの資料３－３をご覧ください。漁獲量上限制の考え方について記しており

ます。各船毎の実績に応じて、年間漁獲量の上限を設定するという仕組みです。各船の平

成 18 年度漁期の１割を削減する。つまり漁獲努力量ではなく、漁獲量において 10 ％削減

。 。するという考え方です それまで１万数十トンとっていたところを 9,285 ｔに限定すると

、 。 、そして 実績に応じて各船に割り当てたという考え方です そして年間漁獲量については

大臣名の指令書によって示されます。

そして②、この場合、実績が平均漁獲量に満たない漁船６隻については、韓国船の空い

た所に入り込んでいって新規漁場開拓した場合、これを審査の上、水産庁が持っている保

留枠を張りつけられることといたしました。この６隻を低漁獲船と呼んでおりますけれど

も、平成 19 年度漁期に実施してみまして、割当分が 394 ｔありました。結局、平成 19 年

度漁期の結果、下の②に書いてありますが、9,338 ｔということです。そして、この漁獲

枠を 100 ％まで消化した船は３隻。これらは早目に漁期を切り上げております。

３．平成 20 年度漁期については 19 年度漁期と同様、平成 18 年度漁期の実績から１割

削減した年間漁獲量を各船に配分することといたします。そして先ほど説明しましたよう

に、実績が平均漁獲量に満たない６隻については、19 年漁期と同様、日韓暫定水域内の

漁場を開拓した場合に限り、漁場開拓枠――この枠は 793 ｔですけれども、このうちの幾

らかを追加配分できることといたします。

効果といたしまして、実際冒険的にといいますか、試験的に平成 19 年度漁期に１年間

これを実施してみまして、結果として漁獲量では前年度の 1.5 割減、そして漁獲単価では

２割増という結果となりました。これは北朝鮮に行っていた３隻が減船して品薄となった

ということも聞いておりますけれども、やはり漁獲割当制によるそれぞれの仲買、あるい

は漁業者における意識が浸透してきた結果だと思われます。

以上です。

○森本会長 ありがとうございました。

ただいまの説明について、何か御質問ありますでしょうか。

参考人として出席いただいております西野会長さん、何かございますか。

○西野日本海かにかご漁業協会会長理事 初めて２年続けて、前年度と同様な計画を継続

してできるという取り組みになってまいりました。実際過去４年間、油賠法に絡んだ係船

休漁の中止とか、先ほど御説明があったとおり、北朝鮮の３隻の減船によって、また係船

休漁を中止した中で個別割り当て等を導入したという経緯があります。
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これもただ単純に資源管理という意味合いだけではなくて、境港のベニズワイというの

は９割以上加工原料です。その中で陸上の加工部門との連携を図りながら、どういうふう

に今のベニズワイの産業自体を継続していくかという議論の中で、お互いが我慢できると

ころでの、ある意味妥協の産物だったとは思うんですけども、その中で資源管理、資源回

復計画を後退させないための取り組みの一つの方法として、今の個別割り当てを導入した

経緯があります。

ただ単純に資源管理という意味合いではなくて、陸上も含めた資源管理を継続的にどう

いうふうにやっていくかというのは、やっぱりこれから一つの考え方ではないかなと、個

人的には思っています。

そういう意味でも、これからも取り組みを一つ一つ積み上げていく考えでいますので、

そういう意味でもまたいろいろと御協力をお願いすることもあるかと思いますけども、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。

今の資源回復計画の評価といいますか、陸上部門、加工部門との連携によって、資源回

復計画がちょうど相まって進んでおると。今後も継続をする努力をしたいというお話でご

ざいます。ありがとうございました。

他に、ないようでございます。

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

取組状況について

○森本会長 続きまして 「日本海西部・九州西海域底びき網漁業（２そうびき）包括的、

資源回復計画の取組状況について 、事務局から説明をお願いします。」

○後藤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後藤と申します。よろ

しくお願いいたします。

座って説明させていただきます。

お手元の資料４をごらんいただきたいと思います。まず１ページですが、１．漁獲努力

量の削減措置としまして、沖合底びき網漁業につきましては減船でございますが、既に平

成 18 年に１組（２隻）の減船を実施しており、また漁具の改良等といたしまして、漁船

漁業構造改革によります「下関地域プロジェクト」におきまして、網目を拡大した漁具の
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導入につきまして、検討がなされている最中でございます。

続きまして、以西底びき網漁業につきましては、前回の本委員会で御承認をいただきま

した指示第 15 号によりまして 休漁期間を設定しております 本年５月 16 日から５月 31、 。

日までの間、資源保護の観点から係船休漁を実施したところでございます。

２．資源の積極的培養措置としまして、沖合底びき網漁業におきまして本年８月、山口

県海域にマダイの稚魚１万尾を放流しております。

３．漁場環境の保全措置としまして、財団法人日韓・日中新協定対策漁業振興財団の補

助を受けまして、沖合底びき網漁業につきましては山口県沖合海域、以西底びき網漁業に

つきましては長崎県沖合海域におきまして投棄漁具の回収を行い、海底清掃に努めたとこ

ろでございます。

４．その他でございますが、山口県水産研究センターにおきまして、沖合底びき網漁業

の資源動向のモニタリングの実施や、ブランド化を検討しておりますアンコウ、アカムツ

等の魚種についての調査を実施しているということでございます。

２ページは、本計画の概念図を添付しております。

３ページは、本年９月までの関係機関連絡会議及び漁業者協議会等につきまして、開催

の実績を整理させていただいております。

以上が取り組みです。

○森本会長 ありがとうございました。

ただいまの説明について、何か御質問ございますか。

ないようでございますので、次の議題に移りたいと思います。

（３）そ の 他

○森本会長 議題（３ 「その他」がございますが、委員の皆さんのほうから何かござい）

ますでしょうか。

よろしいですか。

それでは、事務局から何かございますか。

○岡漁港漁場整備部整備課上席漁港漁場専門官 水産庁整備課の岡でございます。

日本海西部地区フロンティア漁場整備事業の進捗状況について、簡単に御説明させてい

ただきたいと思います。午前中の西部会の説明と重複してしまいますが、その点、御容赦
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いただきたいと思います。

資料を参照していただきたいと思いますが、まず一つ目の計画の概要についてでござい

ますが、本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

としまして、兵庫県、鳥取県、島根県の３県の沖合の排他的経済水域において、図中をご

らんいただきたいんですが、但馬沖の１番から浜田沖の６番まで、合計 21 群の保護礁、

延べ面積 8,400ha を整備する事業でございます。

進捗状況についてでございますが、当該事業は昨年度、本広域漁業調整委員会にお諮り

しました上で、特定漁港漁場整備計画として策定されまして、今年度から本格的な事業の

着工を始めたところでございます。

事業箇所につきましては、いま一度図面をご覧いただきたいと思いますが、関係漁業者

の合意のとれたところから逐次やっていこうということでございまして、今年度は図中の

青い星マークを打ったところから実施してございます。具体的には、但馬沖の第２、赤碕

沖の第２、浜田沖の第６の３カ所につきまして、主にブロックの製作等の工事を推進して

いるところでございます。

ただ、このうち但馬沖の第２の保護礁につきましては、既に一部ブロックについて据え

つけを行っておりまして、この点につきましては関係県等を通じまして、漁業者の方に詳

細な位置をお知らせすることとしております。

来年度でございますが、引き続き関係漁業者間の利用調整を積極的に図りつつ、事業の

推進を進めていきたいと考えておりまして、一番下にございますが、概算要求額として、

現在 10 億円を要求しているところでございます。

今後とも事業の進捗等につきましては、本委員会に適宜報告してまいりたいと思います

ので、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。

ただいま御説明いただきましたけども、何か質問ございますか。

ないようでございます。

ほかに事務局から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つの部会が設置されているわけでござい

ますけれども、各部会の審議の結果につきまして、本委員会に報告することになっており

ますので、まことに簡単ですが、報告をさせていただきたいと思います。
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まず、昨日 13 時 30 分から開始されました、第 14 回日本海北部会におきましては、現

在実施中の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組状況及び資源状況についての報告が

なされております。

続きまして、15 時 30 分から開催されました第 14 回九州西部会におきましては、九州

・山口北西トラフグ資源回復計画、南西諸島海域マチ類資源回復計画及び有明海ガザミ資

源回復計画の取組状況及び資源状況の報告等がなされております。

また、本日 10 時 30 分から開催されました第 15 回日本海西部会におきましては、委員

の交代に伴いまして部会長職務代理者が不在になりましたので、本日の部会におきまして

部会長職務代理者の互選が行われまして、京都府の佐々木委員が選出されております。ま

た、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等に

つきまして、御報告がなされております。

以上、簡単でございますが、各部会の状況について御説明を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関係する事項について、それぞれ報告がなさ

れておるということでございます。

では、事務局から次回の委員会の開催予定についてお願いします。

○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でございますが、例年どおり

３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の御都合をお聞きしなが

ら、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した。

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お聞きしながら、事務

局より追って連絡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、議事進行への御協力及び貴重な御意見をいただきまして、まことにあ

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、鹿児島県の野村義也委員、農林水産

大臣選任委員の田中猛委員のお二方には、後日、事務局から本日の議事録が送付されます

ので、よろしくお願いをいたします。

これをもちまして、第 12 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
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ます。どうもありがとうございました。

閉 会


