
第１３回日本海・九州西広域漁業調整委員会議事録

平成２１年３月４日

水産庁資源管理部管理課



１．開催日時

平成２１年３月４日（水）１３：３０～

２．開催場所

農林水産省講堂

３．出席者

（委員）

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、吉岡修一、生越日出夫、上野知昭、中園明信、山下康夫、小西藤司

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）資源回復計画及び委員会指示について

①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及び同計画の一部変更

並びに同計画に係る広域漁業調整委員会指示について

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

の取組状況及び同計画に係る広域漁業調整委員会指示について

④九州・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

⑤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

（２）資源管理に関連する連絡・報告事項について

（３）その他
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５．議事内容

１ 開 会

○小林課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第 回日本海・九州13

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北海道の市山委員、島根県の岸委員、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。また、秋田県の小坂委員が遅

29 25れているようでございますが 委員定数 名のうち 定足数であります過半数を超える、 、

名の委員の御出席を賜っておりますので、漁業法第 条で準用いたします同法第 条114 101

の規定に基づき、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正人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、あわせて御報告いたします。

それでは、議事進行につきまして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。

○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。本日は大変お忙しい中、委

員の皆様方におかれましては、第 回の日本海・九州西広域漁業調整委員会に御出席い13

ただきまして、まことにありがとうございます。座らせていただきます

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 条に基づく本委員会の指示についての議題が用意68

されております。まず初めに、これまで長きにわたり関係者で検討してこられた日本海西

部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画の計画案がこのたび作成され、

これにかかわる御審議をいただくこととなっております。続きまして、実施中の計画であ

る日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画、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、九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画及び有明海ガザ

ミ資源回復計画について、取り組み状況の報告等に加えて、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となっております。

それから、資源管理に関連する施策に係る平成 年度予算等につきまして事務局から21

情報提供があるということでございます。本日の委員会も多くの議題が用意されていると

ころでございますが、どうか委員の皆様方、よろしくお願い申し上げます。
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２ 挨 拶

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

独立行政法人水産総合研究センターから西海区水産研究所の谷津東シナ海漁業資源部長ほ

か多数の方が出席されております。議事に入ります前に、代表して水産庁の本村部長から

ごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○本村部長 資源管理部長の本村でございます。山田長官がごあいさつをする予定でござ

いましたが、急用ができまして出席できなくなりましたので、かわりにごあいさつを申し

上げます。

委員の皆様方には、年度末で大変お忙しい中お集まりいただきまして、まことにありが

とうございます。また、日ごろから資源管理、漁業調整など諸課題につきまして御尽力を

賜っておりますこと、厚く御礼申し上げます。

さて、広域漁業調整委員会でございますが、都道府県の区域を越えて分布回遊する資源

の適切な管理をやることが目的でございますが、国が作成いたします広域の資源回復計画

18を中心に今まで御審議いただいてきたわけでございます。資源回復計画、現在全国で

の広域計画が策定されておりまして、実施されております。また、 の地先計画が実施46

されているわけでございますが、日本海・九州西海域を管轄いたします本委員会の関係で

は、現在までに９つの広域計画が作成されておりまして、関係者の皆様方の不断の御努力

により資源回復の取り組みが積極的に行われていると承知しております。

この広域漁業調整委員会でございますが、委員の任期が１期４年となっておりまして、

現在２期目の最終年を迎えているわけでございます。平成 年に漁業法が改正され、こ13

の制度が設けられて、その中で資源回復計画を中心にいろいろな課題について御尽力をい

ただいたわけでございますが、皆様方のおかげをもちまして資源回復計画も今や全国的な

展開が図られるに至っているわけでございます。これまで委員の皆様方に賜りました御協

力に対しまして重ねて御礼申し上げますとともに、残された半年の期間につきましても引

き続き御支援をお願いする次第でございます。

水産庁、重要課題がいろいろあるわけでございますが、水産資源の適切な管理の推進と

いうのは避けて通れないわけでございまして、資源回復計画は主要施策であります水産資

源の適切な管理の１つということで重要な位置づけがされているわけでございますので、
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私ども、今後一層この課題については取り組んでいきたいと考えております。

また、現在取り組んでおります資源回復計画につきましては、徐々にその成果が出たと

言いましょうか、回復が見られている計画もございます。このような回復しております資

源につきましては、将来的には漁業者の皆様方がみずからの力で管理していただくような

方向に持っていきたいと考えております。これがこれからの課題だと考えておりまして、

これを私ども「ポスト資源回復計画」と呼んでおりますが、 年度から重点課題として21

この問題についても取り組んでいきたいと考えております。

漁業経営を取り巻く情勢でございますが、昨年 月には燃油価格の高騰の問題につい10

ていろいろ申し上げたわけでございますが、幸いにも燃油価格につきましては落ちついて

まいっておりますが、一方では魚価の低迷でありますとか担い手の問題等々、たくさんの

課題が山積しているわけでございまして、なかなか気が抜けないという状況であります。

このような中で、先ほども申し上げましたが、適切な資源管理に取り組む、また水産資源

の維持・回復を図っていくということは、活力ある漁業構造の確立にも大きく資するもの

だと考えておりまして、委員会の役割は今後ますます高まっていくだろうと思っておりま

す。

本日の委員会におきましてもたくさんの議題がございますが、有意義な審議が行われま

して、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、簡単でございますがあ

いさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○森本会長 どうもありがとうございました。

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

らお願いします。

○小林課長補佐 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、水産庁の管理課の小林と申します。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 回日本海・九州西広域漁業調整委員会13

議事次第、委員名簿、配席図、出席者名簿、それから、本日御説明させていただきます資

、 （ ） （ ）料といたしまして 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 案

に係ります資料として資料１、それから、日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画に係る

資料として資料２－１から資料２－４までとじたものでございます。それから、日本海西
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部・九州西海域底びき網漁業包括的資源回復計画に係ります資料として資料３－１から資

料３－２までとじた資料。それから、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、トラフグ資源回復計画関係の資料として資料４－１から資料４－４までとじて

あります、全部で ページまでの資料でございます。それから、日本海・九州西広域漁27

業調整委員会指示第二十一号と書いてあります有明海のガザミの回復計画に係ります委員

。 、 、会指示の資料として資料５ それから 資源回復計画の今後の展開についてという資料で

右肩に資料６と書いてある資料。それから、資源回復計画の実施状況に係る資料として資

料７となっております。

配布しております資料につきましては以上でございますが、不足等がございましたら事

務局までお申しつけいただければ幸いでございます。

なお、説明の途中でも、資料に落丁がございますれば、その都度、お手数ですが、事務

局にお申しつけいただければ差しかえさせていただきますので、よろしくお願いいたした

と思います。

それでは、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。

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、本委員会の事務規

程第 条により会長の私から指名させていただくこととなっておりますので、僭越でご12

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、沖縄県の桃原仁一委員、農林水産大臣選任委員からは風無

成一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。お二方、どう

かよろしくお願い申し上げます。

３．議 題

（１）資源回復計画及び委員会指示について

① 日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画について

○森本会長 それでは議題( )の資源回復計画及び委員会指示についてに入りたいと思い1

ます。

まず初めに日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画について
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でございます。この計画につきましては、これまで関係者で協議が進められてきた結果、

このたび計画（案）が作成され、本委員会で御審議いただく運びとなったところでござい

ます。

それでは、計画（案）について事務局より説明をお願いいたします。

○梅田沖合課長 水産庁九州漁業調整事務所沖合課の梅田と申します。よろしくお願いい

たします。

冒頭会長から御発言いただきましたとおり、この回復計画、非常に長い時間をかけまし

16て関係者の間で御検討をいただいてきたものでございます 若干振り返りますと 平成。 、

年にまき網の漁業者から小型魚保護の意識が高まってきまして、何とか小型を保護できな

いかという形で検討が始まりました。平成 年の広調委においてマアジ対馬暖流系群資17

源回復計画という形で作成に着手することが了承されております。

その後も関係者の間で御検討いただきまして、昨年の３月、それまではマアジに関して

の回復計画だったのが、今回お示ししていますとおりマサバ、マイワシも含めたまき網の

回復計画という位置づけでマアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画でいくことが了承さ

れております。本日、資料１ということで日本海西部・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、本計画ということで御審議いただくことになります。

よろしくお願いいたします。

それでは資料の説明に移らせていただきますが、 月に骨子というのを御説明してお10

ります。その時の説明を覚えていていただけるとうれしいのですが、ぱっと見た感じ、余

り変わっていないといいますか、図表等はさほど変えておりません。したがいまして図表

の説明は簡単にさせていただきまして、核となる何をやるかということと何を目標とする

かという部分について、紙に書いていないことも含めて詳しめに説明させていただこうと

思いますので御了承ください。

それでは説明をいたします。まず１ページ目ですが、資源の現状と資源回復の必要性と

いう部分ですが、ここは骨子のときにも御説明しておりますとおり図表等をつけておりま

すので、省略させていただきまして、２ページをご覧いただけますでしょうか。

２ページの図５と図６のところですが、これが今の資源の現状と思っていただければい

いのですが、左側がマアジで、右側がマサバでございます。青丸が親魚の数、赤丸が小型

魚の数と思っていただければいいと思います。左側のマアジに関しましては、青丸、親の

数は多めですが、赤丸、子供の数は近年においては若干少な目にある。右側のマサバです
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が、青丸、赤丸ともに低位水準ということで、親も子も少ないという資源の状況です。

こういった状況で実際の漁獲がどういうふうに行われているかといいますと、次の３ペ

ージをご覧いただけますでしょうか。３ページの上の方に図９、図 というのがござい10

ますが、左側がマアジ、右側がマサバです。青がゼロ歳の漁獲尾数、赤が１歳の漁獲尾数

になります。見ていただくとお分かりいただけるように、ゼロ歳、１歳の漁獲がほとんど

を占めているという状況です。資源的には、特にマサバに関しては親も子も少ないという

状況において、漁獲はゼロ歳、１歳に偏っているという状況でございます。これを何とか

しよう、小型を何とか保護して、大きくしてから漁獲するようにちょっとでも変えていこ

うというのがこの計画の趣旨ということになります。

続きまして２番、資源の利用と資源管理等の現状ですが、ここも骨子のときに御説明し

ております。現在の許可数とか漁獲量のデータを載せております。ここは見ていただけれ

ばと思います。

次の４ページをご覧いただけますでしょうか。４ページの④の消費と流通の現状という

表ですが、これは骨子の時にはつけておりませんでした。新たに追加しております。マア

29 38 33ジについては パーセントを見ていただきますと 生鮮用 ％ 加工用 ％ 餌料向け、 、 、 、

％ということで、干物、煮干し等の加工用の仕向が多いことがお分かりいただけると思い

ます。次のページにサバ類に関する用途別出荷量の表を載せております。マサバに関して

は、一番下の割合を見ていただきますと、餌料向けが ％と多いという状況でございま48

す。

続きまして( ) 資源管理等の現状でございますが、現在、マアジ、サバ類及びマイワシ2

に関しましてはＴＡＣということで総量規制が行われております。これは公的管理という

ことで行われております。そのほかに自主的管理措置といたしまして、今回対象となるま

き網漁業に関しては、イ）のところに表がございますが、大体満月の前後 「月夜間」と、

、 。呼んでいますが 月夜間に４日間から６日間ぐらいの休漁期間を設定しているところです

ここで、一番下の鹿児島県旋さんのところはさらに追加して取り組んでおりまして、月

夜間の５日間は休漁という取り組みをしているのですが、それに加えまして、鹿児島県地

先水域における１ヶ月の水揚日数は 日以内ということで、非常に厳しい措置をやって18

おります。これは 年ほど前から資源管理に関する協定というのを県旋組合さんの自主10

規定としてつくられていて、大臣許可、知事許可の大型・小型を問わず、すべて鹿児島県

の地先海域では 日以内の操業とするというような取り決めをされております。18
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次のページをご覧いただけますでしょうか。３番、回復計画の目標のところを御説明い

たします。小型魚を保護するという取り組みをいたしますが、ではどこを目指すのかとい

うところがここに書いてあります。本回復計画は来年度、平成 年度から５年間を想定21

しています。平成 年度までの５年間ということです。この５年間で何をするかという25

ことを考えますと、マアジに関しましては、先ほど見ていただいたグラフのとおり、加入

量が比較的低い水準で推移している中で、小型魚への捕獲圧力は高いという状況です。し

たがいまして、小型魚への漁獲圧を低減する取り組みにより加入量当たり漁獲量を増加さ

せつつ、つまり、大きくしてから漁獲しようということですが、平成 年度、計画終了25

年度における親魚量を現在の漁獲圧を継続した場合に比べて１万トン以上増加させること

を目標といたします。

マサバに関しましても、親魚量水準の速やかな回復の必要性が指摘されています。先ほ

ど見ていただいたとおり、特にマサバに関しては親の数も子の数も少ないということで、

親の水準を速やかに回復させる必要がある。これは資源評価上も指摘されております。し

たがいまして、同じように小型魚の漁獲圧を低減させて、平成 年度の親魚の量を現状25

の漁獲圧を継続した場合に比べ１万トン以上増加させることを目標といたします。

ここで、１万トン増加と言われましてもなかなかイメージがつかめないと思いますし、

、 、何で１万トンなんだという疑問が当然わくと思いますので 紙に書いてはございませんが

なぜ１万トンかという御説明をしたいと思います。

後ほど御説明いたしますが、今回、主な取り組みといたしましては、まき網漁業に関し

て小型魚が獲れた場合には漁場を移動する、もしくは小型魚が多い時期に休漁をするとい

った取り組みをやります。この取り組みはマアジ、マサバ別々に行うということではなく

て、例えば休漁することによってマサバ、マアジ両方の小型魚保護になるということで、

マサバ、マアジを選択的に取り組みを行うということではありません。したがいまして、

マアジ、マサバともにきちっと目標を立てるのですが、どちらかといいますとマサバの方

が資源量は悪いという状況ですので、まずマサバに重点を置いて、それを達成できる取り

組みというのをまず決めて、それをやることによって達成し得る数値をマアジの目標数値

として記載をしております。

ではマサバに関してはなぜ１万トン増加という目標を立てたかというところですが、現

状、マサバの親魚の数というのは資源評価上大体 万トン程度ということになっていま17

10 25 40す。過去を見ますと、 年ほど前には 万トン程度親がいました。もっと昔になると
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万トンとか、大量に親がいたという時代があります。ただ、５年間の取り組みでそこまで

、 、背伸びはできないということがありまして 現実的な数値ということで考えましたところ

過去５年間の親の数を見ました。 年から 年までのマサバの親の数に着目します2003 2007

と、 年のマサバの親の数というのが周辺の年に比べて突出して多い。この量が 万2005 18

トンでございます。翌年、 年の加入量、小型の量が前年に比べて突出していま3,000 2006

す。つまり、 年の 万 トンというのが翌年の小型魚の加入量にはね返ったん2005 18 3,000

18だろうと推定できるわけです。したがいまして、過去５年で見た最大の親魚量である

万 トンをとりあえず目指すということで目標を立てております。3,000

現状 万トン程度の親魚量です。現状の漁獲圧を継続、つまり何も取り組みをしなか17

った場合５年後どうなるかといいますと、来年度若干減ります。減った後に少し持ち直し

て、５年後には大体今と同程度の親魚量になるだろうというシミュレーションがされてい

ます。５年後の親魚量が大体 万 トンぐらいになるだろうという予測が立てられ17 3,000

ていますので、これを 万 トンと、１万トン上げてあげようというのがマサバの18 3,000

１万トンという目標の根拠としております。

マアジに関しましては先ほど御説明したとおり、マサバの１万トンというのを達成でき

る取り組みによって当然達成できるであろう量、１万トンとたまたま同じ数字が入ってい

ますが、そういったことで数値を決めております。それが１万トンの根拠ということにな

ります。

回復計画の目標の本文に移りますが、マイワシについての記述があります。マイワシに

関しましては、資源評価上も資源量が悪いということで何か取り組むというより、まず専

。 。 。獲をしない マイワシをねらわない 混獲程度の漁獲に努めることを目標としております

続きましてなお書きがついていますが、マアジ、マサバともに浮き魚資源でございます

ので、将来の予測とかシミュレーションできちっとやっておりますが、どうしても環境の

、 。影響があると思いますので 今後適切な指標を検討していくという文言を入れております

ではこの目標を達成するために何をするかというところですが、４番でございます。資

源回復のために講じる措置ということで、平成 年度から平成 年度までの５年間に次21 25

の漁獲努力量の削減措置を講ずるということで、マアジ及びマサバの小型魚保護のため、

大中型まき網及び中小型まき網について、これまで団体ごとに実施している自主的な取り

組み、先ほど御紹介いたしました４日間なり６日間なりの休漁に加えて、以下のとおり小

、 。型魚漁獲努力量削減のための措置を講ずるということで 次のページの表をご覧ください



- 9 -

ここに取り組みがまとめて記載されております。

関係団体は４つです。山陰旋網組合、日本遠洋旋網組合、長崎県旋網組合、鹿児島県旋

網組合ということで、それぞれ大中型まき網と中型まき網とに分けております。大中型ま

き網というのは大臣許可漁業で、大型のまき網です。 ｔ型もしくは ｔ型で、大型135 80

のまき網に関しましては各団体ともに同じ取り組みが入っております。つまり小型魚を主

とする漁獲があった場合には、以降、集中的な漁獲圧をかけないように速やかに漁場移動

を行う。小型魚が大量に獲れたら漁場を移動するという取り組み。これが大型のまき網の

基本的な取り組みとなります。

２つ目の四角の中、日本遠洋旋網組合さんの取り組みがありますが、遠旋組合さんは漁

場移動のほかにも、２つ目の「・」で追加の取り組みを行います。資源状況等に応じ、適

、 。 、宜 適切な漁獲努力量の抑制に取り組む これは資源状況とか陸上の処理能力を勘案して

大量に獲り過ぎたというときには臨時休漁とか箱数の制限とか、決まったものではありま

せんが、適宜そういった取り組みを検討するということを追加の取り組みとして記載して

おります。

続きまして、大型はそれで取り組みますが、中型まき網、 ｔ未満のまき網船に関し20

ましては、許可水域が非常に狭い、県の地先海面でしかできないという状況の中で漁場移

動の取り組みはできないということがございまして、各団体ごとに独自の取り組みを検討

していただきました。

順に御紹介いたしますと、山陰旋網組合の中型まき網、 ｔ未満の組合さんですが、20

。 、小型魚の漁獲量制限を行うということです これは総量の規制がＴＡＣでされていますが

それをもっと細かく個別に割り当てるというような検討を、今漁業者さんの中で協議会を

開いて検討中ということでございます。

続きまして長崎県の旋網組合さんの中型まき網、 ｔ未満のまき網船ですが、こちら20

は小型魚の漁獲が多い時期に一定日数の休漁を行うことになっています。先ほど御紹介し

たとおり、現在自主的な取り組みとして各団体さんともに４日なり６日なりの休漁をされ

ています。長崎県の旋網組合さんは、この休漁に加えてさらに一定日数の休漁を行うこと

にしております。

具体的に申しますと、長崎県の旋網さんが水揚げしているデータを分析しまして、小型

魚が多い時期というのを特定しました。これがデータ上は１～２月、８～９月ということ

になります。１～２月、８～９月の中で先ほどの１万トンという目標を達成するためには
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何日間休漁すればいいだろうと当方で検討いたしましたところ、 日間分の小型魚の漁15

獲量を獲り控えていただくことによって達成できるのではないかということで、団体さん

の方で１～２月、８～９月の中で 日間休んでくださいという依頼をしました。その結15

果、県旋さんの方で検討されて、具体的には１～２月、８～９月の毎週土曜日を休むとい

うような休漁を考えていらっしゃいます。

続きまして鹿児島県の旋網組合さんですが、こちらは先ほど御説明したとおり 日以18

内の操業日数とするという非常に厳しい取り組みをやられております。この取り組みを、

現在は自主的な管理規約という中で進めていらっしゃるのですが、今回は資源回復計画の

取り組みということで新たに位置づけ直す。これまでどおりきちっとやっていただくとい

うような取り組みにしております。

続きまして５番、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うとこ

ろですが、今回取り組む削減措置の実効性が阻害されるような場合には、委員会指示等に

より適切な規制を課すことといたします。

次のページをごらんいただけますでしょうか。６番の( )の部分ですが、支援策の話が1

載っております。本計画に基づく新たな休漁措置による漁業経営への影響を緩和するため

に、国及び県は、資源回復等推進支援事業により支援措置を講ずる。資源回復計画を進め

るに当たって取り組む措置に関する支援措置ということで、休漁への支援というメニュー

がございます。今回長崎県の ｔ未満のまき網船が行います追加の休漁に関しましては20

休漁措置による支援というのを検討しております。それ以外には支援はないということに

なっております。

続きまして７番、資源回復措置の実施に伴う進行管理の部分ですが、これは当然のこと

を書いております。まず１番ですが、国及び県は、実施状況を把握して、適切な実施が図

られるように関係者を指導していく。２番に関しましては、きちっとデータをとって検証

していく。３番目につきましては、データをとって検証した結果を踏まえて、必要であれ

ば計画内容の見直しを行うということでございます。

最後、８番のその他。９ページをごらんいただけますでしょうか。その他の部分といた

しまして、今回、マアジ、マサバ、マイワシということで、国民に対する水産物の安定供

給を確保する上で重要な位置を占めるものでありますので、きちっと取り組みをＰＲして

いくことも含めまして国民の理解を得ながらやっていくということです。

「また 」以降に 「地域ごとに漁業者、市場関係者、流通・加工業者等の協力関係の、 、
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構築に努めることとする 」という文言が入っていますが、これはまき網漁業に関する資。

源管理の取り組みというのを考えたときに、まき網漁業というのは漁獲量が多いというこ

とがございまして、例えば休漁とかを考えたときに、市場、流通・加工業者とか、皆さん

荷が減って困るということもあろうかと思います。したがいまして、こういった取り組み

をするときには自分たちだけでできるものではなくて、地域、市場関係者、流通・加工業

者等を含めた中で理解を得ながら進めていく必要があると思っております。今後仮に追加

の取り組みをやるとか、今の取り組みをさらに拡充していく、しっかりやっていくために

は、各地域ごとに地元の理解をきちっと得ながら進めていく必要があると思っています。

、 、イメージとしては各水揚げ地ごとに 専務さんとか組合長さんというクラスではなくて

本当に現場で働いている方々に集まっていただいて話す場が各地でできればいいなという

思いでここに入れております。したがいまして、今後とも行政としてはこういう会議が開

かれるようにしていきたいなと思っております。

以上で説明は終わります。御審議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。

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（案）について御説

明いただきました。この計画は、計画の検討に着手してから４年という長い年月にわたり

関係者でさまざまな課題を克服して計画作成に至ったものでございます。

ただいまの説明について何か御質問等ございますでしょうか。

それでは、質問もないようでございますので、本計画につきましては本委員会で了承し

たいと思いますが、よろしいでしょうか。また、あわせて、今後公表に係る事務手続がご

ざいますので、事務手続上の部分的な修正や文言等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、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。

それでは、日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画を了承す

ることといたします。事務局においては、公表に係る事務手続を進めていただきたいと思

います。

なお、事務手続が済めば水産庁のホームページに計画本文が掲載されるとのことでござ

います。

また、関係の漁業者の皆様におかれましては、これまでの計画づくりに大変な御努力を
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いただいたわけでございますが、これからは取り組みが着実に行われますよう、引き続き

よろしくお願い申し上げます。

② 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の取組状況及び同計画の一部変更

並びに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 続きまして次の議題に移りますが、先ほど申し上げたとおり、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の報告等を

受け、また、漁業法第 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68

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の取組状況及び同計画の一部変更並

びに同計画に係る日本海・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。

。 。○上田資源管理計画官 境港漁業調整事務所の上田でございます よろしくお願いします

資料２に基づいて説明いたします。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 漁業者協議会等の開催実績 平成 年度はこのようになっています 新潟 鳥取20

島根県、それぞれ 月、 月にかけて、べにずわいがに産業三者協議会ということで、11 12

右のような参加者により、境港におけるベニズワイガニ産業の現状、漁獲量上限制の実施

状況、エコラベル、マリンエコラベルジャパンの出す認証のことです。それから、漁船漁

業構造改革プロジェクト、通称境港地域プロジェクト等について意見交換を行っておりま

す。

一方、兵庫県香住地区においては、 月に右の参加者により、小型ガニを生きた状態12

で効率よく逃がすためのリングかご試験の中間報告及び今後の実施内容の検討を行ってお

ります。

次のページをお願いします。資料２－２、ベニズワイガニ資源回復計画の実施状況をお

。 、 、 、 、知らせいたします 新潟 鳥取 島根につきましては 当初は休漁でやっておりましたが

その後、漁獲量の上限制、すなわちＩＱといいましょうか、そういう形に移行してまいり

ました。これは平成 年度より実施中です。減船については今のところ未定。改良漁具19

の導入については、さっきのリングかごといったものを導入し経過を観察中です。休漁中

の網裾開放。これは自主的取り組みではありますが、平成 年より本年まで実施してお17
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ります。そして小型ガニの保護。これについても実施中であります。

一方、兵庫県については、平成 年度、回復計画開始以来順調に６月の１カ月間を追17

加休漁するということで推移しております。減船については知事許可船１隻が平成 年18

度に減船済みとなっております。

２番目、漁場環境の保全措置については、新潟、兵庫、鳥取、島根、それぞれ右の７～

８月のうちの一定期間、海底清掃を実施しております。

こうして見てみますと、本来この回復計画は休漁ということで、設置型漁具については

休漁というのが大変有効だということで兵庫県は実施を継続できているわけですが、境港

を根拠地とする新潟、島根、鳥取の 隻については、北朝鮮水域での操業が停止したこ12

と等がありまして、できる限りの取り組みをちりばめて継続しているという形になってお

ります。

次のページです。今回お諮りするのは、先ほど御説明しました兵庫県のリング、脱出口

とも言います。これを導入し、現在順調に推移していることに伴いまして、回復計画の内

容を若干変更いたします。左の枠、下のところを加えます。兵庫県香住港を主な陸揚港と

する兵庫県知事許可船及び大臣許可船についても、平成 年度漁期以降順次、現状の規20

制漁具（目合い のカニかご）より小型ガニ混獲防止効果の高い「脱出口付きかご」15cm

の導入を進める。このようにしたいと考えます。

そしてその次のページ、資料２－４。これは毎年更新していくべき委員会指示の内容で

あります。内容に関する変更点はございません。以上です。

○森本会長 ありがとうございました。

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の一部変更並びに同計画

に係る日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第 号についてでございました。なお、17

この議題については、御審議いただくものとして計画の一部変更と委員会指示の２つがご

ざいます。

ただいまの説明について、御質問等ございますでしょうか。

福田委員。

○福田委員 ベニズワイガニを休漁を６月１日から 日と１カ月されていますが、その30

理由はどういうことでしょう。

○上田資源管理計画官 これは、当初より漁獲努力量の ％を削減することを回復のた10

めの措置として考えていたわけです。そして１カ月という根拠は、７～８月の休漁を除き
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ますと操業期間が カ月あります。そのうちの ％ということで、いずれかの１カ月と10 10

いうことになります。

○福田委員 産卵期間とか何かは関係ないんですね。

○上田資源管理計画官 はい。そういうことでは見ておりません。

○福田委員 分かりました。

○上田資源管理計画官 つけ加えますと、この漁業は雌ガニの採捕は一切禁止されており

ますし、 以下の未成熟のカニというものも脱出口によって、今、混獲率は ％を9.5cm 0.1

切るというような状況になっております。

○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。

本日は参考人として西野会長が御出席でございますが、何かございますか。

38○西野会長 まず 直接委員会とは関係ないお話でありますが 先日 当協会所属の第、 、 、

吉丸がロシアに拿捕される一件につきまして、特に水産庁におかれましては早期解放に向

けて多大な御尽力をいただきました。また、各獲方面の方々にもいろいろ御心配等をおか

けいたしましたが、本当に早期の解放が実現できました。この場をおかりして厚く御礼申

し上げます。

それと、今の資源回復計画の進行状況につきましては、特に境港におきましては大体イ

。 、 、ーブンペースで消化できています ただ 昨年と違って若干漁場の移動等も見られまして

かなり漁獲率にばらつきも出てまいりました。その中で、早い船においては今月末から、

いわゆる留保枠というか、新規漁場開拓の枠も順次計算していかないといけないような状

況も生まれています。それだけ、少なくとも暫定水域においては資源回復傾向が見られつ

つある反面、逆に漁場利用についても若干、資源管理に対してどうかなというような、漁

場競合みたいなところも見られつつありますので、そういうのも含めて精査しながら、来

漁期に向けての計画をもう１回きちっと立てていくというような計画でおります。以上で

す。

○森本会長 貴重な御意見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。

よろしいですか。

それでは、まず本委員会として本計画の一部変更について了承したいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。
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異議なしということでございます。

続きまして、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 号を指示17

することと決定して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す。

また、あわせて、今後、変更された回復計画の公表及び委員会指示に係る事務手続がご

ざいますので、事務手続上の部分的な修正や文言等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、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す。

それでは、事務局において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 次に、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

計画の取組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。

○後藤資源管理計画官 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３－１をご覧いただきたいと思います。まず１ページ目ですが、１に漁獲

努力量の削減措置として、沖合底びき網漁業につきましては平成 年度の減船１組、２18

隻を実施しており、また、漁具の改良等として小型魚を選択的に獲り控える改良漁具の導

入について来年度、 年度から着手する方向で取り組むこととしております。また、以21

西底びき網漁業につきましては、後ほど御説明いたします本委員会の指示により、昨年５

月 日から５月 日までの間、資源保護の観点から係船休漁を実施いたしました。16 31

２に資源の積極的培養措置として、沖合底びき網漁業におきましては昨年８月、山口県

沖合海域におきまして１万尾のマダイ稚魚を放流しており、以西底びき網漁業におきまし

ても本年２月、長崎県海域に３万尾のマダイ稚魚を放流しております。

３に漁場環境の保全措置として、日韓・日中基金を活用して、それぞれの漁業におきま
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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。

２ページ目の４のその他でございますが、これにつきましては前回も御報告させていた

だきました沖合底びき網漁業に関する山口県水産研究センターの調査でございます。

３ページにつきましては、本計画の概念図を添付しております。

４ページは関係機関連絡会議及び漁業者協議会等の開催につきまして実績を整理させて

いただいております。以上が取り組み状況でございます。

引き続き、この計画に係ります委員会指示（案）につきまして御説明させていただきた

いと思います。５ページ、資料３－２をご覧いただきたいと思います。 年度の漁期の21

以西底びき網についてですが、今年度、 年度と同様に指示を出すことになっておりま20

す。１の定義につきましては全く変更はございません。今回変更となりましたのは２の操

業期間の制限につきまして、平成 年５月 日から同年５月 日までの 日間の操業21 16 31 16

を禁止することとなっております。それと、３の指示の有効期間につきましては、 年21

度漁期ということで、 年４月１日から来年、 年の３月 日までとなっております。21 22 31

以上、簡単ではございますが、指示の内容でございます。

○森本会長 ありがとうございました。

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組状況及

。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 号についてでございました18

何か御質問ございますか。

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 号を指示す18

ることと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す。

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。
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④ 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。

（ ）○後藤資源管理計画官 九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画に係る委員会指示 案

につきまして、概要で御説明したいと思います。お手元の資料４－１をごらんいただきた

いと思います。

従来どおり２本の指示を出すことになっております。従来といいますか、 年度漁期21

ですが、指示第 号が指示第 号となっております。これは、( )で書いてありますよ13 19 1

うに、承認制・届出制の実施でございます。( )の承認制・届出制の実施及び( )の承認番1 2

号の表示につきましては、全く変更はございません。今回変更となりましたのは、( )の3

漁獲成績報告書の提出の取りまとめの期間が平成 年９月から翌 年３月までとなり、21 22

また、提出期限が 年４月 日までとなっております。引き続き漁業者の皆様には御苦22 30

労をおかけしますが、漁期分をまとめて提出していただくことにしております。それと、

、 、 、( )の指示の有効期間につきましては 年度漁期ということで 年４月１日から来年4 21 21

年の５月 日までとしております。22 31

続きまして規制に係る指示でございますが、今年度の指示第 号から指示第 号とし14 20

ております。これにつきましては、操業期間の制限、小型魚の再放流は引き続き取り組ん

でいただくことで全く変更はございません。( )の指示の有効期間につきましては、 年3 21

４月１日から 年３月 日までとなっております。22 31

２ページ、３ページにつきましては、従来から添付しておりますが、休漁期間、操業期

間の概念図を添付させていただいております。

なお、４ページ、資料４－２が委員会指示第 号の承認制・届出制の実施についてと19

なっております。また、９ページの資料４－３が委員会指示第 号の規制に係る指示と20

なっております。

最後に ページ、資料４－４がとらふぐはえ縄漁業承認等の事務取扱要領となってお12

、 。 。りますが 内容につきましては 年度から全く変更がございません 以上でございます20

○森本会長 ありがとうございました。

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

示第 号、第 号についてでございました。ただいまの説明について何か御質問があれ19 20
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ば承りたいと思います。

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 号及び指示19

第 号を指示することと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20

、 、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

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。

⑤ 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、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。

○後藤資源管理計画官 有明海ガザミ資源回復計画に係る委員会指示（案）につきまして

御説明をしたいと思います。お手元の資料５をごらんいただきたいと思います。

年度漁期の有明海におけるがざみたもすくい網漁業ついてですが、今年度、 年度21 20

と同様に指示を出すことになっております。１の定義につきましては全く変更はございま

せん。今回変更となりましたのは、２の採捕の制限の期間が、平成 年６月１日から同21

年６月 日までの 日間採捕が禁止となっております。それと、３の指示の有効期間に15 15

つきましては、 年度漁期ということで、 年４月１日から来年、 年の３月 日ま21 21 22 31

でとしております。以上、簡単ではございますが、指示（案）の内容でございます。

○森本会長 ありがとうございました。

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 号につ21

いてでございました。何か質問ございますでしょうか。

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 号を指示す21

ることと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いただきたいと思いますが、よろしゅうござ
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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ください。

（２）資源管理に関連する連絡・報告事項について

○森本会長 それでは次に移ります。事務局から、資源管理に関連する平成 年度予算21

、 。等について情報提供があるとのことでございますので 説明をよろしくお願いいたします

。 、○小林課長補佐 水産庁の管理課の小林と申します 私から資源回復計画の今後の展開と

それに関係する平成 年度予算につきまして説明させていただきます。資料につきまし21

ては資料６をごらんください。

資料６でございますが、資源回復計画の今後の展開についてというところでフロー図を

載せております。資源回復計画につきましては、ほとんどの計画が 年度までというこ23

とで取り組みをしているところでございまして、また、水産基本計画では回復目標を達成

している資源につきましては、資源水準の維持・安定とか、合理的水準を推進するポスト

資源回復計画を導入しようということが課題になっているところでございます。そういう

ことで、 年度以降も含めまして、資源回復計画を今後どういうふうに進めていこうか23

と水産庁の方で検討いたしまして整理したものがここにあるフローでございます。

お手元にもう１つ、資源回復計画実施状況ということで資料７で参考資料をつけてござ

14 69います これを見ますと平成 年から資源回復計画を作成してきまして 今では全部で。 、

計画について検討を実施しております。そのうち魚種別については 計画、包括的計画48

については 計画が実施中ということになっております。また、現在実施中の計画につ16

きましても回復目標をほぼ達成してきている計画が見られているところでございまして、

それ以外の計画についても今後資源回復が期待されてくるという状況にあるわけでござい

ます。

こうした回復が見られ始めている資源、計画につきましては、今後計画期間が終了した

場合は漁業者さん自らが資源管理に取り組んでいこうという形をとるのがいいのではない

か。今、経営支援という形で努力量削減に対して支援措置も行っているのですが、将来的

にはそういうことは外しながら、漁業者さんが自ら取り組んでいくという形にしていく必
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要があるのではないかと考えているところでございます。

ただ、まだ資源状況としては非常に不安定である、不十分であるという場合もありまし

ょうし、将来自立に向けてより効率的・効果的な取り組みもまだまだ考えていかなければ

いかんというところも課題として残ってくるのではないかということで、すぐ自立した管

理体制に持っていくのは難しいのではないかと考えまして、こういう計画につきましては

自立までに一定の準備期間が必要ではないかということで、その準備期間をポスト資源回

復計画と位置づけまして今後資源回復計画に取り組んでいくことにしたらどうかと考えて

いるところでございます。

それで、ポスト資源回復計画につきましては自立に向けたいろいろな課題に対応してい

かなければいけないということで、そういうステージに持っていく際には現行の取り組み

の有効性といったものを評価して、よりよいものにしていく方がいいのではないかという

ことで、そういうステージに持っていく場合は評価をしようと考えています。その評価に

つきましては、何も助成がないとなかなか難しいということで、 年度予算でそういう21

調査ができるようにしているところでございます。

今想定していますのは、日本海の北部のマガレイ、ハタハタの計画、それから日本海西

部のアカガレイ（ズワイガニ）の計画について調査を始めようと考えているところでござ

います。

回復が見られている資源についてはそういう形でポスト計画へ移行していこうと考えて

いるわけですが、もう１つ、このフローの右下に資源回復計画の新規作成というものを新

たに入れております。これにつきましては、特に都道府県から非常に強い要望がありまし

て、実は今、魚種別資源回復計画は平成 年度末までに計画に着手したもの、包括的資16

源回復計画については平成 年度末までに計画に着手したものについて回復計画の作成18

を運用上認めることにしてきたわけですが、今後も資源回復を図る対象種があるというこ

とで、 年度からも新たな計画作成ができるようにしようということにしたわけでござ21

います。これにつきましても、各県さんにもいろいろ御説明をさせていただいているとこ

ろでございます。以上が今後の資源回復計画の展開ということでございます。

次のページに平成 年度資源回復計画関連予算一覧というものをつけておりますが、21

簡単にこれについても御説明いたします。特に資源回復計画に関連するものということで

載せておりますが、漁獲努力量の削減、種苗放流等の積極的資源培養、漁場環境保全、こ

ういうものにつきましては引き続き 年度についても予算措置をしていくことにしてお21
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ります。

また、関連・支援措置といたしましても、資源回復計画の普及・啓発、あるいは系統団

体支援として漁業者協議会の設置、また、都道府県が資源回復計画で指導したりされる場

合に必要な経費といったものも 年度引き続き予算措置をすることとしております。ま21

た、資源回復計画の関連調査ということで、一番下に資源回復措置の有効性の評価という

ことで、広域種、地先種でポスト資源回復計画移行調査事業、資源管理体制・機能強化総

合対策という形で出ておりますが、これにつきましては先ほどのポスト計画に移行するた

めの評価をするために必要な予算措置ということで 年度から新規で措置をすることと21

したものでございます。

３ページ以降はそれぞれの関係するＰＲ版をつけておりまして、７ページ目に「水産業

体質強化総合対策事業」ということで聞きなれない事業の名前が出てきておりますが、こ

れは実は水産庁の事業の統合化を図っているということで、変更点があったという話では

ないわけでありますが、これまで資源回復計画で休漁や減船などの努力量削減措置につい

ては１つの事業の名称として出ていたんですが、今度は「水産業体質強化総合対策事業」

という大きな事業の中の１つの事業という形になります。資源回復計画関係につきまして

は、７ページの２番の事業内容の一番下に( ) 省エネ対応・資源回復等推進支援事業（新3

規）というところで、名称がこのように変わっているということでございまして、引き続

き努力量削減に対する支援をしていくことにしております。

また、予算の期限については 年度まででしたが、先ほどお話ししましたように、終23

期を迎える前にポスト計画に移行することももちろん可能でございますし、そういうとこ

ろにも対応するため、それから、新たな資源回復計画を作成していくというニーズにもこ

たえるために、通常５年間の事業の措置ということで 年度から 年度まで事業期間を21 25

延ばしているところでございます。

以上、簡単でございますが説明を終わらせていただきます。

○森本会長 どうもありがとうございました。

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。

小田委員、どうぞ。

○小田委員 今の説明はよく分かりましたけれども、私は新潟県で北部の方なんだけど、

マガレイ、ハタハタ、マガレイは回復しているように、着々と進んでいますが、ハタハタ

もいることはいるんだけれども、時期が、春の今ごろに獲れて、大事な秋の産卵には獲れ
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なくなるというようなことで、海流の変化があるのか。

それから、ただいま予算のこともありましたけれども、昨年は非常に燃料が高くて、あ

れだけの騒ぎを起こしたわけで、今落ちついたからといってそういう予算を減らすという

ことと、昨年はエチゼンクラゲ、大型クラゲもなかったから少し様子が安定しているとい

うような状態だけれども、油もあのまま高い、クラゲも来たなんていえば、みんな自主規

制しているのに、これ以上私たち漁師がやらなければならないということは非常に容易で

ないことでございますから、予算とかそういうものは、計画をはっきり達成するまでは続

けてもらいたい。そのように私は要望します。以上です。

○森本会長 ありがとうございました。

予算の方を、達成までよろしくということですが。

○小林課長補佐 承りましたが、資源回復計画は将来的には自立という方向を目指そうと

、 、考えているのですが そうは言ってもというところがありましてポスト資源回復計画期間

それの準備期間ということでとっているわけでございまして、漁獲努力量削減とか、積極

的資源培養とか、漁場環境保全については引き続き支援をしていくという形をとっていま

す。できる限りそういう期間の中で先に延ばして、合理的な、また効率的・効果的な取り

組みを漁業者の皆さんでむしろ積極的に考えていただきたいと考えております。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。

ほかにございますか。

ないようでございます。

（３）そ の 他

○森本会長 それでは、議題の( )その他でございますが、委員の皆様方からこの際何か3

ございますでしょうか。

ないようでございます。

事務局から何かございますか。

○小林課長補佐 それでは、本委員会には３つの部会が置かれておりますが、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となっておりますので、簡単に御報告させ

ていただきます。
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、 、 、まず 昨日行われました第 回の日本海北部会におきましては 日本海北部マガレイ15

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等につきまして報告がなされております。

また、その後開催されました第 回九州西部会では、九州・山口北西海域トラフグ資15

源回復計画、南西諸島海域マチ類資源回復計画、有明海ガザミ資源回復計画の取組状況、

それからトラフグ資源回復計画とガザミ資源回復計画については委員会指示の概要につき

まして説明がなされております。

また、本日午前中に行われました第 回日本海西部会におきましては、現在実施中の16

日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画の取組状況、それからフロンティア事

業の実施状況につきまして報告がなされているところでございます。

以上、簡単でございますが、各部会の状況につきまして御報告をいたします。

○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

れている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。

○小林課長補佐 次回の委員会につきましては、部会でも触れさせていただきましたが、

広域漁業調整委員会の現在の委員の任期につきましては平成 年 月１日から４年間と17 10

なっておりまして、今年の９月末日までが任期となっているところでございます。したが

いまして、次回の委員会につきましては、今後緊急の開催の予定がなければ例年 月ご10

ろに開催しているわけでございますが、海区委員の代表につきましては改めて互選してい

ただき、大臣選任委員につきましても改めて選任し直した上で、新たな委員のもとで開催

させていただくこととなる予定になっております。

委員の皆様方につきましては、任期中大変お世話になり、ありがとうございました。な

お、次回委員会の日時、場所等につきましては、改めて事務局より連絡をとらせていただ

きますので、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。

委員の任期の関係で再任される方もいらっしゃるかと思いますが、緊急の事況がない場

。合は次回委員会は新たなメンバーで 月ごろに開催ということになるようでございます10

委員の皆様方にはこの間ありがとうございました。御苦労様でございました。

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
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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賜りまして、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沖縄県の桃原仁一委員、農林水産大臣

、 、選任委員の風無成一委員のお二方には 後日事務局より本日の議事録が送付されますので

よろしくお願いいたします。

これをもちまして第 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13

す。どうもありがとうございました。

４ 閉 会


