
第14回日本海・九州西広域漁業調整委員会

平成２２年３月１６日（火）・１７日（水）

水 産 庁



１．開催日時

平成２２年３月１６日（火）１０：００～１２：００

平成２２年３月１７日（水）１１：２０～１２：００

２．開催場所

農林水産省 講堂

３．出席委員

【会長】

学識経験者 橋本 明彦

【都道県海区互選委員】

北海道海区 市山 亮悦

青森 海区 角田 順一

山形 海区 齋藤 辰男

新潟 海区 小田 政市

富山 海区 上野 八太郎

石川 海区 志幸 松栄

福井 海区 齊藤 洋一

兵庫 海区 吉岡 修一

鳥取 海区 生越 日出夫

島根 海区 岸 宏

山口 海区 上野 知昭

福岡 海区 中園 明信

佐賀 海区 谷 雄策

長崎 海区 大久保 照享

鹿児島海区 野村 義也

沖縄 海区 桃原 仁一

【農林水産大臣選任委員】

漁業者代表 森脇 寛

漁業者代表 濱田 健二
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漁業者代表 伊藤 保夫

漁業者代表 中川 善文

漁業者代表 川越 一男

漁業者代表 濱村 尚登

学識経験者 清野 聡子

学識経験者 潮田 道夫

参考人 今井 千文

参考人 西野 正人

４．議題

（１）会長等の互選について

（２）広域漁業調整委員会の概要について

（３）各部会の設置及び部会委員について

（４）日本海・九州西広域漁業調整委員会及び各部会の開催状況について

（５）資源回復計画の概要について

（６）水産資源の状況について

（７）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一部変更について

②日本海西部・九州西海域底びき網漁業（２そうびき）包括的資源回復計画の

取組状況について

③日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画の

取組状況及び一部変更について

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

（８）資源管理に関連する連絡・報告事項について

（９）その他
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５．議事内容

開 会

○坂本管理課課長補佐 定刻となりましたので、ただいまから第 14 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、秋田県の小坂榮一委員、京都府の佐々木新一郎委員、熊本

県の福田靖委員、農林水産大臣選任委員のうち、田中猛委員が事情やむを得ず御欠席され

ております。

それから、兵庫県の吉岡修一委員、鳥取県の生越日出夫委員、大臣選任委員の川越一男

委員が、天候の都合でちょっとおくれて来られることになっております。

委員定数 29 名のうち、定足数であります過半数を超える委員に御出席いただいており

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、本委員会が成

立していることを御報告いたします。

あいさつ

○坂本管理課課長補佐 それでは会議に先立ちまして、山下水産庁次長からごあいさつを

お願いいたします。

○山下水産庁次長 おはようございます。水産庁の山下でございます。第 14 回日本海・

九州西広域漁業調整委員会が開催されるに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

まず、委員の皆様方におかれましては、年度末の大変お忙しい時期にお集まりいただき

まして、まことにありがとうございます。厚く御礼申し上げる次第でございます。また、

日ごろから委員の皆様方におかれましては、資源管理、漁業調整等の課題に御尽力を賜っ

ておりますことにつきましても、改めてこの場をおかりしまして御礼申し上げる次第でご

ざいます。

さて、広域漁業調整委員会は都道府県の区域を超えて、分布回遊する資源の適切な管理

を目的として設置されておりまして、国が作成いたします広域の資源回復計画を中心に、

御審議をいただいているところでございます。

今般、本委員会は３期目を迎えることとなりますが、委員の改選手続に若干日時を要し
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まして、会議の開催が今日になりましたことを、まずおわび申し上げる次第でございます。

また、委員の任期は４年間でございますので、委員各位におかれましては、今後ともよろ

しく御指導、御協力のほどお願いを申し上げる次第でございます。

我が国周辺水域の資源の状況につきましては、独立行政法人水産総合研究センターの評

価が行われておりまして、これによりますと評価対象魚種の約４割が低位の水準にあると

されております。このため、将来の水産物の安定供給、水産業の健全な発展を確実なもの

とするためには、これらの低水準にある資源も含め、適切な資源管理を進めていくことが

最も重要な課題となっておりまして、このような低位にある資源を対象に、これまで資源

回復計画を策定、推進し、資源の維持、回復を図ってきたところでございます。

資源回復計画は現在、全国で 18 の広域計画、47 の地先計画が作成されておりまして、

日本海・九州西海域を管轄する本委員会の関係では、現在、10 の広域計画が実施されてお

りますが、昨今、国民の資源管理に関する関心は大変高く、水産庁といたしましても、こ

ういった計画の取り組みを着実に進めていくことで、国民の皆様からの負託にしっかりこ

たえていくことが肝要であると考える次第でございます。

また、既に委員の皆様方も報道等で御案内のとおりでございますけども、大西洋のクロ

マグロにつきまして、ワシントン条約の締約国会議で現在議論が行われようとしておりま

す。これは大西洋のクロマグロにつきまして、資源の管理が不十分であるということで、

国際取引を禁止しようとする提案がなされておるところであります。

大西洋クロマグロにつきましては、大西洋マグロ類保存国際委員会（ＩＣＣＡＴ）の地

域機関で、資源の保存管理が科学的な根拠に基づいて行われようとしてきているところで

ございますが、取引を禁止するというワシントン条約のもとで、大西洋クロマグロなど漁

業資源が取り扱われますと、漁業資源の管理に向けて大変難しい問題が多々生じてくると

考えておりまして、何とか資源管理につきましてしっかりやるということで、ワシントン

条約の対象とならないように、現在努力をしているところでございます。

こういった中で、太平洋のクロマグロの資源管理につきましても、今後、関心が高まっ

ていくことが当然予想されるわけでありますが、太平洋のクロマグロにつきましては、日

本が全漁獲の約 70 ％を占めております。そういったことから、資源状況を踏まえまして、

今後、率先して適切な資源管理に取り組んでいくことが肝要であると考えているところで

ございます。

これらのことも含めまして、皆様方には本委員会の役割でございます、資源管理及び漁
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業調整といった課題に対しまして、今後とも実質的な御議論をお願いする次第でございま

す。

本日、委員の皆様方の有意義な御審議が行われ、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にかえる次第でございます。本日はよ

ろしくお願いいたします。

○坂本管理課課長補佐 ありがとうございました。山下次長は所用により、ここで退席さ

せていただきます。

続きまして議事に入ります前に、お配りしています資料の確認をさせていただきます。

お手元にお配りしております資料でございますけれども、まず議事次第、委員名簿、本

日の出席者名簿、配席図、会議で使用いたします資料としまして、すべてホッチキスどめ

してありますけれども、資料１、資料２－１、資料３－１、資料４、資料５、資料６、資

料７－１、資料８－１、資料９－１、資料 10、資料 11、資料 12 までございます。

配付している資料は以上となっておりますけれども、過不足等ありましたら事務局まで

お申しつけください。よろしいでしょうか。説明の途中でも資料に落丁等ございましたら、

その都度事務局までお申しつけいただければと思います。

議 題

（１）会長等の互選について

○坂本管理課課長補佐 それでは、早速議題に移らせていただきます。

議題（１）「会長及び会長の職務を代理する者の互選について」でございます。会長に

つきましては、漁業法第 114 条で準用いたします同法第 85 条第２項の規定により、また

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

が互選するということになっております。

会長及び会長の職務を代理する者が決まりますまでの間は、水産庁の内海管理課長が仮

の議長を務めさせていただこうと考えておりますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○仮議長（内海資源管理部資源管理課長） おはようございます。管理課長の内海であり
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ます。会長の互選が済むまでの間、仮の議長を務めさせていただきます。

まず、議事に入る前に事務局から、本委員会の委員の構成及び任期等について説明をい

ただきたいと思います。お願いいたします。

○坂本管理課課長補佐 まず、委員名簿をごらんください。本委員会の委員構成について

でございますけれども、日本海・九州西の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員

から、道府県ごとに互選された委員が 19 名、農林水産大臣が選任した漁業者代表が７名、

学識経験者が３名の計 29 名で構成されております。

次に、委員の任期についてでございますが、道府県の互選委員は平成 21 年 10 月１日か

ら平成 25 年９月 30 日までの４年間、大臣選任は平成 22 年３月１日から平成 26 年２月 28

日までの４年間でございます。

出席者紹介

○坂本管理課課長補佐 本日の第 14 回の委員会は、第３期目の委員の方々になって初め

ての会合でございますので、ここで委員の皆様の御紹介をさせていただきます。

お手元にお配りしております委員名簿の順に御紹介させていただきますけれども、約半

数の委員が新任の委員でございますので、委員の皆様におかれましては、一言ごあいさつ

をお願いいたします。

北海道の市山委員でございます。

青森県の角田委員でございます。

山形県の齋藤委員でございます。

新潟県の小田委員でございます。

富山県の上野委員でございます。

石川県の志幸委員でございます。

福井県の齊藤委員でございます。

島根県の岸委員でございます。

山口県の上野委員でございます。

福岡県の中園委員でございます。

佐賀県の谷委員でございます。

長崎県の大久保委員でございます。
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鹿児島県の野村委員でございます。

沖縄県の桃原委員でございます。

大臣選任委員の漁業者代表の森脇委員でございます。

同じく濵田委員でございます。

伊藤委員でございます。

中川委員でございます。

濱村委員でございます。

学識経験者で清野委員でございます。

橋本委員でございます。

潮田委員でございます。

引き続きまして、ここで水産庁等からの出席者についても、簡単に御紹介させていただ

きます。

まず、管理課長の内海でございます。

同じく整備課長の髙吉でございます。

管理課資源管理推進室長の木島でございます。

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浅野部長でございます。

同じく水産総合研究センターの西海区水産研究所の大下室長でございます。

同じく西海区水産研究所の塚本室長でございます。

続きまして、独立行政法人水産大学校の今井准教授でございます。

以上でございます。

○仮議長 ありがとうございました。

それでは委員の御紹介も終わりましたので、会長及び会長の職務を代理する者の互選につい

ての議事に入らさせていただきます。資料１の 15 ページ、日本海・九州西広域漁業調整委員

会事務規程をごらんください。漁業法等の規定に基づき、本委員会の事務規程第４条におい

て、会長及び会長の職務を代理する者につきましては、委員の互選により選出することとさ

れております。どなたか立候補、もしくは御推薦される方がいらっしゃいましたら、御意見を

お願いしたいと思います。

森脇委員、お願いいたします。

○森脇委員 本委員会は広域的な資源管理に関しての協議を行う場でもありますので、中立

的な立場の学識経験者の方に、会長などをお願いしたいと思います。よって、会長には橋本
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委員、会長の職務代理者には清野委員を推薦したいと思います。

○仮議長 ありがとうございました。そのほか御意見等ございませんでしょうか。ただい

ま森脇委員から御提案がありました、会長を学識経験委員の橋本委員、会長の職務を代理する

者を、同じく学識経験委員の清野委員ということで御提案がありましたが、これについて諮ら

させていただきます。この提案について皆様、いかがでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○仮議長 ありがとうございます。異議なしということでございますので、正式に会長は橋

本明彦委員、会長の職務を代理する者としまして、清野聡子委員にお願いすることといたしま

す。

それでは、ただいま会長及び会長職務を代理する者が互選されましたので、橋本会長に

おかれましては会長席にお移りをいただきまして、以後の議事進行は会長にお願いしたい

と思います。ひとつよろしくお願いいたします。これで、仮議長の任を解かせていただきま

す。

○橋本会長 ただいま会長の職を仰せつかりました、橋本でございます。平成 13 年以降、本

委員会の会長を務められてきた石川会長、あるいは森本会長のように、水産庁次長を経験され

たような赫々たる方々と、もとより比べ物にならない若輩かつ浅学非才な身ではございま

すが、委員の皆様方の御協力をいただきながら職務を行わせていただきたいと考えており

ますので、どうかひとつよろしくお願いいたします。

資源や環境に優しい漁業づくりは、何よりも漁業者にとっては痛みを伴うこともありま

すが、私はさらに漁業経営にも、あるいは経営者や乗組員、あるいは消費者にも優しい、

人に対しても優しいような総合的な施策を講じていくべき問題であると考えております。

私の現職は、中小漁業者をサポートするという立場でございますが、当委員会の会長に

求められているのは中立的、あるいは客観的な議事進行であると考えておりますので、事

務局に迷惑をかけないように心がけたいと思っております。

しかし、この場は我が国周辺水域における沿岸漁業、あるいは沖合漁業の代表者が一堂

に会する大変貴重な機会であるとも考えておりますので、できるだけ委員各位の闊達な御

意見をいただく時間が設けられるように進めてまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いを申し上げます。

それではまず、職務代行者に就任していただきます清野委員に、一言ごあいさつをお願

いしたいと思います。清野委員には、東京大学の駒場におられたときから大変お世話にな
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っておりまして、最近九州の方に生息域を変えられたそうで、広域の漁業調整委員会に大

変ふさわしい学識経験者ではないかと考えております。

それでは清野委員、よろしくお願いいたします。

○清野会長職務代理 私、本当にこの漁業調整の仕事は初めてでございますが、水産の方

を卒業して、水産の研究をずっと続けてきました。そしてこのたびこういう形で、本当に

資源管理に御苦労されている方々の場をお手伝いさせていただくことになりまして、皆様

の御指導をいただきながらお手伝いできればと思っております。

九州の方に移りましたが、皆様の漁場の近くでいろんな研究分野を総合して漁業の応援

をしていきたいと思いますので、どうぞ御指導、御鞭撻、よろしくお願いいたします。

○橋本会長 ありがとうございました。

議事録署名人の指名

○橋本会長 それでは議事に入らせていただきますが、後日まとめられます本委員会の議

事録署名人を選出しておく必要がございます。事務規程第 12 条により、会長の私から御

指名をさせていただきます。まず、道府県互選委員からは山形県の齋藤辰男委員、農林水

産大臣選任委員からは中川善文委員のお二方に、本日の委員会の議事録署名人をお願いい

たします。どうかよろしくお願いいたします。

参考人の出席について

○坂本管理課課長補佐 会長、事務局から一言発言をさせていただきたいんですが、平成

18 年 10 月に開催されました第９回の委員会から、日本海かにかご漁業協会の西野正人会

長に参考人として御出席いただいておりまして、日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画

について御意見をいただいております。西野会長に、引き続き参考人として御出席いただ

くことについて、橋本会長より委員の皆様にお諮りいただけますでしょうか。

○橋本会長 ただいま事務局より説明がございましたが、日本海かにかご漁業協会の西野

正人会長に、今後も引き続き参考人として御出席いただくということでよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」の声あり〕
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○橋本会長 それでは西野会長に、引き続き本委員会の参考人として御出席いただくとい

うことで、西野会長は前の席のほうに移動していただければと思います。よろしくお願い

します。

○西野日本海かにかご漁業協会会長 西野です。よろしくお願いします。

（２）広域漁業調整委員会の概要について

○橋本会長 それでは、議題（２）「広域漁業調整委員会の概要について」に入ります。

事務局から説明を願います。

○坂本管理課課長補佐 引き続きまして、私から御説明させていただきます。お手元の資

料１、「広域漁業調整委員会について」というものでございます。

広域漁業調整委員会は平成 13 年の漁業法改正により、国の常設機関として農林水産省

に設置されまして、漁業法第 110 条に基づき、太平洋、日本海・九州西、瀬戸内海の３つ

の委員会がございます。２ページに地図がございますけれども、この日本海・九州西広域

漁業調整委員会は北海道から鹿児島、沖縄までという、非常に広い範囲を管轄することに

なっております。１ページに戻っていただきまして、２の委員会の機能でございますけれ

ども、この委員会は広域的に分布回遊する資源を対象とした資源管理に関する事項、これ

までは国が作成しました資源回復に関する事項を中心に協議調整を行ってまいりました。

また③にございますように、広域漁業調整委員会は資源管理措置の適切な実施を担保する

ための「委員会指示」の発動を行っております。この委員会指示に関してでございますけ

れども、法律上は漁場の使用に関する紛争の防止または解決など、資源管理以外の調整問

題については、この委員会は権限を有してございません。その点が、ほかの海区の漁業調

整委員会とは性格の異なるところでございます。

それからここに書いてございませんけれども、漁港漁場整備法に基づきまして、農林水

産大臣が特定漁港漁場整備事業計画を定めるときには、関係の広域漁業調整委員会の意見

を聞くこととされておりまして、諮問があった場合には、委員会の場で調査・審議して答

申することとなります。この件につきましてはまた明日、担当の方より御説明させていた

だきます。次の３、委員の構成ですけれども、これは先ほど説明させていただきましたの

で説明はいたしませんが、次の４ページぐらいから漁業法等の関連規定がございます。こ

れにつきましても説明いたしませんが、後ほどごらんいただければと思います。
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それから、15 ページの事務規程を若干御説明させていただきたいと思います。第２条、

「委員会の事務局は、水産庁に置く」とされておりますが、これは水産庁管理課資源管理

推進室で担当させていただいております。第５条で、「委員会の会議は、会長が招集す

る」となっておりまして、次のページの第６条で、委員会の定足数は過半数、議事は出席

委員の過半数で決することとなります。

第９条で、委員会は参考から意見を求めることができます。第 11 条、先ほど議事録署

名人について会長から御指名がございましたけれども、本委員会につきましては議事録を

作成しまして、第 13 条のとおり、「議事録は、一般の縦覧に供するものとする」とされて

おりますので、水産庁のホームページに議事録を掲載いたしまして公表しております。そ

れから次の議題に関係いたしますので、次のページの第 14 条の部会について御説明させ

ていただきます。本委員会につきましては、日本海北部会、日本海西部会、それから九州

西部会を置くこととされております。日本海北部会は北海道から富山県に面する海域、日

本海西部会は石川県から島根県に面する海域、九州西部会は山口県から鹿児島県及び沖縄

県に面する海域に設置されることになっております。第５項で、部会の委員につきまして

は、部会が設置された区域内の海区の互選委員、農林水産大臣選任委員の漁業者代表の委

員のうち会長が指名する委員、それから農林水産大臣選任委員の学識経験委員の３名の方

全員といった構成とされることになっております。各部会の委員につきましては、次の議

題で御検討いただくことになっております。最後に部会の位置づけですが、第８項をごら

んいただきたいと思います。ここに「委員会は、部会の設置された海域において完結する

資源回復計画の調査審議については、部会の調査審議の結果をもって委員会の結果とでき

るものとする」という規定がございまして、各部会で御審議いただいた後は、その結果を

第７項に基づきまして、委員会に報告するということで進めております。私の説明は以上

でございます。

○橋本会長 ありがとうございました。

ただいまの説明につきまして、御質問等があれば承りたいと思います。広域漁業調整委

員会についての説明ですが、何か御質問等ございますでしょうか。特段ございませんよう

でしたら、次の議題に移りたいと思います。
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（３）各部会の設置及び部会委員について

○橋本会長 続きまして議題（３）「各部会の設置及び部会委員について」という議題に

移ります。日本海・九州西の海域には、先ほど説明がありましたとおり、日本海北部会、

日本海西部会及び九州西部会の３つの部会が置かれておりますが、事務規程の先ほどの 14

条第５項に基づき、おのおのの部会の委員の選任をする必要がございます。海区漁業調整

委員会の互選委員については、自動的に部会が置かれた区域内の委員にお願いすることに

なっております。学識経験委員については、全員がすべての部会の委員になることとされ

ております。また、農林水産大臣選任の漁業者代表の委員については、会長が指名するこ

ととなっております。資料２－１に日本海北部会、資料２－２に日本海西部会、資料２－

３に九州西部会のおのおのの部会の委員候補が提示されておると思いますが、この案でお

諮りしたいと思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○橋本会長 それでは、資料２－１から２－３の委員候補の案で決定したいと思います。

委員の皆様は、それぞれの部会をよろしくお願いしたいと思います。それでは駆け足です

が、次の議題（４）に移りたいと思います。

（４）日本海・九州西広域漁業調整委員会及び各部会の開催状況について

○橋本会長 議題（４）「日本海・九州西広域漁業調整委員会及び各部会の開催状況につ

いて」でございます。これまでの開催状況について、事務局から説明を願います。

○坂本管理課課長補佐 資料３－１という横の表でございます。この表に日本海・九州西

広域漁業調整委員会、それから各部会の開催状況を示した図が左のほうでございます。最

近では本委員会、各部会とも、おおむね年２回のペースで開催してきております。

それから右側の表ですけれども、本委員会及び各部会において御審議いただいて、作成

された資源回復計画を記載してございます。ここにありますとおり、現在はこの委員会に

関係するものとしましては、９つの資源回復計画が実施されているという状況でございま

す。次のページは、御参考までに太平洋と瀬戸内海をつけています。

続きまして資料３－２でございますけれども、これが直近の委員会及び各部会の概要と

いうことで、前回の各会合の結果概要を簡単に記載してございます。まず１．本委員会
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（第 13 回）ですけれども、昨年３月４日に開催いたしまして、①にありますように、日

本海西部・九州西海域のマアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画について御審議いただ

きまして、御了承いただきました。それから②日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画に

ついても、計画の一部変更を審議していただき、御了承いただきました。④にありますと

おり、関連する資源回復計画について、委員会の指示の発出が決定されております。その

下の２番、３番、４番、各それぞれ日本海北部会、日本海西部会、九州西部会と書いてお

りますけれども、それぞれ関連する資源回復計画について、取組状況の報告を行ったとい

うことでございます。簡単ですが、以上です。

○橋本会長 ありがとうございました。日本海九州西の広域漁業調整委員会、各部会の開

催状況あるいは直近の各部会、委員会の開催概要の説明がありました。ただいまの説明に

ついて、御質問があれば承ります。特段よろしいですか。それでは議題もたくさんありま

すので、次々と進めてまいります。

（５）資源回復計画の概要について

○橋本会長 議題（５）「資源回復計画の概要について」に入りたいと思います。また、

事務局から説明をよろしくお願いします。

○坂本管理課課長補佐 繰り返しで恐縮ですけれども、資源回復計画の概要につきまして

説明させていただきます。資料はお手元の資料４、「資源回復計画の概要」というもので

ございます。資源回復計画は、緊急に資源水準を回復する必要がある水産資源について、

①減船、休漁等を含む漁獲努力量の削減、②種苗放流等による積極的な資源の維持・培養、

③漁場環境の保全などといった３つを柱としまして計画を作成して、それに基づく具体的

な取り組みを総合的に推進するものでございます。２番の概要に（１）資源回復計画の枠

組みがございますけれども、計画は国（又は都道府県）が漁業者協議会などを通じまして、

現場の漁業者の方々の御意見も集約しながら案を作成しまして、さらにはこの広域漁業調

整委員会ですとか、海区の漁業調整委員会と協議して作成することになります。関係漁業

者団体は資源回復計画に基づきまして、具体的な取り組みを書きました漁獲努力量削減実

施計画を作成することになります。その実行に伴う経営安定支援策についても講じますと

ともに、計画の実行を担保するために、漁業法等に基づいて公的管理措置も講ずることに

なります。次の（２）の資源回復計画の内容の①で、回復計画の区分がございますけれど
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も、回復計画には対象魚種を特定した魚種別の計画と、定置網漁業や底びき網漁業など、

複数の魚種を漁獲する漁業種類を対象として作成する包括的資源回復計画と２つございま

す。その下の②は回復計画の内容で、文章でこういった内容を指針的に定めることになり

ます。次の（３）ポスト資源回復計画についてでございます。資源回復計画の取り組みに

よりまして、資源の回復等が見られ始めている計画については、取り組みの有効性を評価

して、自立的な資源管理体制の構築に向けた取り組みを進めることとしております。

次のページから、今現在あります計画を日本地図に落としたものと一覧表をおつけして

おります。今、魚種別計画が国作成のもので 17 計画、都道府県作成のもので 34 計画、計 49

計画。包括的計画のほうが国作成のものが１計画、都道府県作成のものが 15 計画、計 16

計画。すべてを合わせまして、65 計画が現在あるという状況でございます。説明は以上で

す。

○橋本会長 ありがとうございました。ただいま資源回復計画の概要についての説明がご

ざいましたが、何か御質問等があればお伺いいたします。特段御質問はないようですので、

次の議題に進んでよろしいですか。

（６）水産資源の状況について

○橋本会長 議題（６）「水産資源の状況について」という議題に入らせていただきます。

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」、「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３つ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ございます。

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浅野日本海漁業

資源部長からベニズワイガニにつきまして、西海区水産研究所の東シナ海漁業資源部の大

下室長及び塚本室長から、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したいと思います。よろしくお願いいたします。

○浅野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浅野でございます。
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まずトップバッターとして、ベニズワイガニの資源状況について御説明させていただきま

す。資料５の２ページ、３ページをごらんください。

深海性のカニでありますベニズワイガニですが、日本海ではかご網によって漁獲されて

おります。かご網漁業は、知事許可漁業と大臣許可漁業の２つの異なる許可形態で構成さ

れております。また省令によりまして、甲幅 90mm 以下の雄ガニ、そしてすべての雌ガニ

が禁漁となっております。

漁獲量の動向について、３ページの上のグラフで説明したいと思います。棒グラフが漁

獲量の変化を示しております。漁獲努力量の増大によりまして、83 年から 84 年には５万

ｔを超える漁獲量がございましたが、その後急減しまして、92 年ぐらいまで減少傾向が続

きましたけれども、92 年以降は２万ｔを超すぐらいで安定しておりました。その後、99

年ごろから再び減少しまして、2003 年には過去 30 年間で最低の１万 5,000 ｔを記録して

おります。その後、漁獲量はやや増加傾向にあるということです。

資源評価についてですが、主にＣＰＵＥの経年変化を資源量の相対的な指標として使用

しておりまして、解析しております。このＣＰＵＥというものは、１かご当たりの漁獲量

で計算しております。ＣＰＵＥで資源の動向と水準を見ているということです。

同じグラフの中にある黄色い丸をつないだ折れ線グラフが、大臣許可水域でのＣＰＵＥ

の変化をあらわしておりまして、1997 年以降、ＣＰＵＥが減少傾向にありましたけれども、

2002 年が最低で、それ以後は緩やかに増加傾向にあります。

そして、知事許可の水域については図がないんですけれども、おおむね横ばいで増加傾

向であります。

魚体の特徴ですけれども、漁獲物の中には小型及び未成魚個体を含んでおりまして、そ

の割合が大臣許可水域では 12 ％、知事許可水域では５％含まれております。

ということでこれらを総合しますと、資源状態としては依然として低い状態にあります。

ただし、動向は増加傾向と判断されました。したがいまして、依然として低水準にありま

すので、資源的には回復措置の継続が必要と考えております。

以上です。

○大下西海区水産研究所東シナ海漁業資源部資源評価研究室長 続きまして、西海区水産

研究所の大下と塚本室長で、説明させていただきたいと思います。

魚種が多いですので、２人で分担しながら説明させていただきます。資料として行った

り来たりさせてしまうことで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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まず、４ページのマアジから御説明いたします。マアジは、東シナ海の大陸棚縁辺域か

ら日本海の沿岸部を中心に広く分布する魚種でございます。

５ページの一番上のグラフをごらんください。青い棒グラフが漁獲量になります。1980

年ぐらいに最も漁獲量が下がりまして、それから徐々にふえていきました。1990 年代半ば

ぐらいには 25 万ｔ程度まで回復したんですけども、その後はやや増減を繰り返しまして、

2008 年には漁獲量は 13 万ｔとなっています。

黄色い丸印は大中型まき網、この海域で多く操業されるものですけども、そのＣＰＵＥ

の推移となっております。

本資源は年齢別漁獲尾数を用いまして、コホート解析を行って資源量を計算していると

ころでございます。その結果を５ページの真ん中左側に示しております。青い印が資源量

でございまして、漁獲量と同じように 1980 年から徐々にふえまして、2000 年ぐらいに若

干下がったんですけども、その後はもう一回回復いたしまして、やや安定しているという

状況になっています。

その横は親魚量と加入尾数のグラフです。この図から、もし親魚量が極端に低下して加

入尾数が多く望めないということがわかりましたら、資源回復の措置をとるわけですけど

も、その基準となる Blimit と呼ばれる閾値を、マアジはまだ下回っていないと判断して

おります。以上の結果から、資源水準としては中位、動向は減少傾向と考えているところ

です。

次のページを見ていただきますと、マアジにつきましてはＴＡＣ対象魚種でございます

ので、さまざまな資源回復シナリオに従って、いろいろなＡＢＣを出しているところです。

それに従いまして将来予測を、次の６ページの下側のグラフについて、さまざまなＦのも

とでの将来の資源量の試算をしているところでございます。

続きまして、８ページのマサバに移らさせていただきます。マサバはマアジよりもさら

に広い海域、東シナ海、黄海及び日本海の沖合域を広域的に回遊する魚種でございまして、

中国、韓国の漁業者の漁獲する共通な魚種として重要なものでございます。

９ページの一番上に漁獲量、そして大中型まき網のＣＰＵＥを示しているところでござ

います。1970 年代から 1980 年代にかけては安定的に漁獲量が推移していたんですけども、

1990 年代半ばに一端増加した後、その後減少いたしまして、2000 年代は安定ないしやや

増加傾向にあると思われます。

ちなみに、2008 年の漁獲量は日本が 12 万ｔ、韓国が 19 万ｔ、中国が 34 万ｔとなって
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おります。

９ページの中ほどに、同じくコホート解析によって資源量が計算されております。これ

を見ると、やはり 1995 年ぐらいを境に一端減少いたしまして、その後は低位ながらも安

定ないしやや増加傾向にあると判断されます。Blimit を下回っておりますので、漁獲圧を

下げて回復をさせなければいけないと考えているところです。資源水準は低位ですが、動

向はやや増加傾向にあると考えております。

次の 10 ページ及び 11 ページにつきましては、マアジと同様にさまざまなＦもしくは加

入水準がばらついた場合の将来予測について示しているものでございます。

次に、12 ページのマイワシに移ります。マイワシにつきましてもマサバと同様に、東シ

ナ海及び日本海に広く分布する魚種でございます。

13 ページの一番上のグラフをごらんください。これは 1950 年代から 2008 年までの漁獲

量の推移を示しているものでございます。皆様御存じのように、マイワシの漁獲量は大き

く変動することが知られており、1980 年代半ばには、この海域で 150 万ｔを超えるような

漁獲量があったんですけども、2000 年にはわずか約 1,000 ｔにまで減少いたしまして、依

然として低水準で続いています。

ところが、その右の図をごらんいただいたらわかるように、2001 年から 2008 年までの

漁獲量を示していますが、近年、低水準ながらも漁獲量としてはやや増加傾向にあること

がうかがえます。

マイワシにつきましても、コホート解析によって資源量が計算されているところでござ

います。それが真ん中の黄色い図になりますけども、1950 年から 2000 年半ばぐらいまで

の計算結果では、1980 年前後に資源量が大幅に増加しまして減少するという傾向が明らか

でございました。

その横に、1998 年から 2008 年までの図を示しておりますけども、そのうちの青い丸が

資源量を示しているものです。資源量は、2001 年から 2003 年まで極めて低水準でござい

ました。Blimit のほかに Bban という管理基準がございまして、Bban を下回ると禁漁を提

言するものでございますが、それに近い水準まで落ちたんですけども、2004 年以降は若干

増加しているというものです。

このグラフで「参考値」と書いておりますけども、ここまで資源が落ちてきますと、な

かなかデータから信頼を置ける資源量が得がたいということでございますで、一応、参考

値とさせていただいて計算しているところでございます。
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次のページをごらんください。マアジ、マサバと同じように、さまざまな漁獲圧のもと

での資源量の予測や漁獲量の将来予測をしているところです。同じく加入水準についても、

いろいろな場合を想定して計算をさせていただいているところでございます。資源水準と

しては低位で若干増加傾向にあると。資源動向は増加傾向にあると判断しているところで

ございます。

次に、16 ページのマダイについて説明させていただきます。マダイについては東シナ海

沖合域にも分布するんですけども、本資源管理の対象たる系群につきましては、九州沿岸

域から隠岐島あたりの沿岸域にかけての海域を対象としているところでございます。漁獲

量は先ほどのマイワシとは全く異なりまして、かなり安定しています。1970 年代には１万

ｔを超えていたんですが、その後若干減りまして、1990 年代ぐらいからは大体 6,000 ｔ程

度を境に、安定して漁獲されているという魚種でございます。

マダイにつきましても、コホート解析によって資源量が計算されているところでござい

ます。それが 17 ページの真ん中左に示しているものでございまして、青い丸印がござい

ます。大体１万 5,000 ｔ以上のものが計算で推定されまして、現状では緩やかに増加して

いると考えているところでございます。したがいまして、過去の漁獲量の推移から考えま

して資源水準は中位、そして動向は増加傾向にあると判断しているところでございます。

次に、19 ページのキダイについて御説明いたします。キダイにつきましても、マアジと

同じような分布のパターンを示しております。大陸棚縁辺域を中心に分布いたしまして、

大体能登半島の西側ぐらいまで分布するような魚種でございます。中国、韓国においても

漁獲されていると思いますけども、その実態は明らかではございません。

次のページをめくっていただいて、一番上にいろいろな漁法でとられた漁獲量を示して

います。この魚はまき網ではなくて底びき網という漁法でとられるものが大半でございま

して、以西底びき網漁業であるとか、沖合底びき網漁業でとられるものです。その他、釣

り漁業ですけども、はえ縄漁業でもとられている魚種でございます。近年では大体 5,000

ｔぐらいの漁獲量で推移していることがわかっております。

その横にありますのはＣＰＵＥですけども、ＣＰＵＥは近年増加しているもの、以西底

びき網のＣＰＵＥはかなり増加しているという魚種でございます。この魚種もコホート解

析で資源量が計算されております。

それが 20 ページの真ん中にあるグラフでございまして、以西底びき網の資源量と沖合

底びき網の資源量を２つ足し合わせますと、1990 年半ばぐらいから徐々に増加傾向にあっ
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たんですが、近年では横ばいに近いかなと思っているところでございます。したがいまし

て、資源水準としては中位、動向としては横ばいと判断しているところです。

次の 22 ページのタチウオにつきましては、後ほど塚本室長が御説明いたしますので、

ここでは一端飛ばさせていただきまして、24 ページのヒラメについてご説明させていただ

きます。ヒラメについては九州西岸、北岸及び日本海西部の沿岸域に分布する魚でござい

ます。

25 ページの上側に漁獲量の推移を示しておりまして、概ね 1,000 ～ 1,500 ｔの間で推移

しておりまして、安定して漁獲されている魚種であると考えられます。

ヒラメにつきましてもコホート解析で資源量が計算されておりまして、1986 年から 2008

年までの推定結果でいきますと、資源水準が中位、動向が横ばいということですけども、

その次の 26 ページのグラフをご覧ください。再生産成功率という言葉が出ております。

これは親の量に対しまして子供の量を示すものでございますけども、この再生産成功率が

高ければよい加入、つまり子供の量が多いことを意味するんですが、近年、この再生産成

功率が低下していると言われております。したがいまして、安定なんですけども、今後の

状況については、やや注意する必要があると考えているところでございます。

27 ページのムシガレイ及び 30 ページのソウハチにつきましては、塚本室長にご説明を

お願いいたしまして、33 ページのウマヅラハギに移らさせていただきます。ウマヅラハギ

につきましては、日本海及び東シナ海、黄海を広く分布する魚種でございます。日本より

も中国や韓国の漁獲量が圧倒的に多い魚種でございまして、例えば最盛期には中国が 40

万ｔもとっており、韓国も 30 万ｔ以上とっている魚種でございます。

34 ページに韓国の漁獲量を示しておりますけども、この魚種も大きく漁獲量が変動して

いまして、1990 年以前はかなり多く漁獲されていたんですが、1990 年代から急速に漁獲

量が減少してきているということでございます。日本の漁獲量としては、おおむね 2,000

ｔ程度でございます。こういった状況を考えまして、資源水準としては低位、動向として

は減少と考えているところでございます。

35 ページの東シナ海の底魚類については、塚本室長に御説明をお願いしたいと思います。

37 ページのケンサキイカについて、私の最後の御説明をいたします。ケンサキイカにつ

きましても、東シナ海の大陸棚縁辺域から日本海西部にかけて分布する魚種でございます。

漁獲量につきましては次の 38 ページに示しているとおりでございますけども、1988 年

には 3 万 5,000 ｔ程度漁獲されていたものが徐々に減少してきまして、2008 年には約 9,000
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ｔにまで落ちてきました。その間、以西底びき網及び沖合底びき網のＣＰＵＥも緩やかに

減少してきていることがわかってまいりました。

その横のグラフを見ていただくと、ケンサキイカにつきましては定置網もしくはいか釣

りで漁獲されておりまして、その漁獲量なども示しているところでございます。底びき網

に比べると明らかな漁獲量の減少、もしくはこれを指標とするＣＰＵＥなどは減少傾向に

なっていないということでございますので、判断は難しいんですけども、現状では資源は

低位で動向は横ばいと判断しているところでございます。

以上で、私の担当を終わります。

○塚本西海区水産研究所東シナ海漁業資源部資源生態研究室長 説明を継続します。

資料の 22 ページに戻っていただきまして、まずタチウオについて御説明します。タチ

ウオは、現在我が国では 3,500 ｔ程度の漁獲がありますが、本種は我が国よりもむしろ韓

国、中国が非常に利用している魚種で、かつ分布が東シナ海大陸棚上に集中しております。

そのため正確な資源量の計算はなかなか難しいんですが、現時点では我が国の漁獲量、韓

国の漁獲量、底びき網漁業のＣＰＵＥ等から資源水準と動向を判断しております。その結

果、資源水準は低位で動向は横ばいと判断しました。

続きまして 27 ページ、ムシガレイについて説明します。ムシガレイの資源評価対象海

域は、日本海西部の大陸棚上に分布する個体群であります。本種については先ほど来説明

がありましたような、コホート解析により資源量の推定を行っておりまして、28 ページの

真ん中ぐらいのグラフにありますように、資源量の動向、漁獲割合等を出しております。

この結果を見ますように、水準は中位、近年はやや資源量が増加していることから、動向

は増加傾向といたしております。

続きまして、30 ページのソウハチについて説明いたします。本種も資源評価海域は、先

ほどのムシガレイと同様の海域で行っており、資源評価もコホート解析を行っております。

その結果は 31 ページの真ん中のグラフにありますように、青の折れ線グラフが資源量

をあらわしておりますが、近年では資源水準は過去の解析年のうちでは非常に高い部類に

入りますので水準は高位、資源量は増加傾向と判断しております。

しばらくページを飛ばしまして 35 ページ、東シナ海底魚類の資源評価ということで説

明します。この資源評価は一般的に東シナ海の大陸棚上で、主に以西底びき網漁業により

漁獲されていた魚種群について動向を判断しております。対象魚種はキグチ、シログチ、

ハモ、マナガツオ類、エソ類、カレイ類であります。
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36 ページで結果を先に示しますと、漁獲量及びＣＰＵＥの動向等から、キグチについて

は不明でありますが、すべての魚種について資源水準は低位、動向についても横ばい傾向

であります。ハモについては近年、ＣＰＵＥ、漁獲等が若干上昇しておりますので、増加

傾向と判断しております。

最後になりますが、39 ページのアマダイ類の資源評価について説明します。アマダイ類

もタチウオと同様、その種の分布域が東シナ海大陸棚上にあります。近年の漁獲は対馬と

我が国周辺海域に日本の漁獲が限定されておりまして、2008 年度の漁獲量で言いますと、

約 800 ｔ弱でありました。

これについても、以西底びき網、はえ縄漁業の漁獲量、ＣＰＵＥ及び私どもが行ってい

る着底トロールによる調査等から資源状況を判断し、資源水準は低位、動向は横ばいとい

たしました。以上であります。

○今井水産大学校准教授 続きまして水産大学校の今井が、日本海西部の沖合底びき網漁

業による対象資源について説明させていただきたいと思います。

対象といたしますのは、山口県下関市、島根県浜田市に根拠を置きます２そうびきの沖

合底びき網漁業でございます。これはご存じのとおり、大臣指定の漁業でございます。

資料は同じ資料５の 41 ページと、その裏の 42 ページの１ページちょっとのところで、

概要について説明いたします。

塚本さんや大下さんの説明と重複する魚種もございますが、私が説明するのはあくまで

対馬の 128 度 30 分よりも西の以東海域の魚ということで、東シナ海を含めた説明と資源

の状態が若干異なっていることもあるかと思います。

キダイですが、沖底船の単一魚種では最も漁獲量の多い魚種でございます。キダイは 2006

年までということで期間がちょっと古いんですが、総資源量は 1,300 ～ 2,700 ｔでござい

ます。これは下関船の対象魚種で、浜田船を入れますともう少し資源量は大きくなって、

３割ぐらい増す感じだと思われます。この魚種は非常に資源量が安定しておりまして、加

入量が隔年的な変動を示します。再生産関係から求めた最適な雌親魚資源量は約 700 ｔぐ

らいということですので、現在の状況から見ますと、資源は中位ないし高位に近い状況だ

と考えています。

続きましてアカムツは、島根県浜田市では非常に人気の高い魚でございまして、日本海

側で非常に高値で取引される魚種です。今、申しました沖底の漁獲量の中でも、下関で 500

ｔぐらい、浜田で若干少ないですが、かなり量も多いし金額が高いということで、非常に
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重要な魚種であります。ここに書いてありますように、2008 年までの資源量は 250 ～ 1,100

ｔで、近年は高い水準にある。雌親の資源量、３歳より上の資源量が 70 ～ 390 ｔの範囲

ということで、近年、1992 年からずうっとデータがありますが、1997 年までは加入量の

水準が年間約 300 万尾前後であったのが、1998 年に卓越年級が生じまして、約 800 万尾と

なり、通常の 2.数倍大きな加入量がありました。その後、2001 年、2004 年の年級が非常

に高いということで、資源は順調にふえてきて、2004 年の雌親の親魚量が書いてあります、

最大の約 390 ｔということだったんですが、2004 年級が年を経まして 2001 年級が消える

ということで、2006 年の雌親の資源量は、その半分程度の 190 ｔぐらいまで下がっており

ます。そのときの加入量が、1990 年代前半と同じ程度の 300 万尾台、最盛期の３分の１ぐ

らい。つまり、最近年は非常にいい状態が続いていたんですが、2006 年以降の加入がよく

ないということでございますので、アカムツの資源は今後非常に注視をしていただきたい

と思っております。2007 年は 2004 年級の資源が加入してきましたので、資源量は過去２

番目の 320 ｔ程度になったんですが、この大きな資源の中での加入は 300 万尾ということ

で、非常によくない状況です。アカムツ、それから今後話をしますムシガレイ、ヤナギム

シガレイといった魚は、水温が高い期間に加入がよいという傾向を持っております。1998

年が水温が非常に高い状況でしたが、水温の高い状況の中で卓越年級が頻発しました。そ

の後、2006 年に非常に水温の低い状態に移りましたので、そういったことがアカムツの加

入量をちょっと下げている。ですから、今後は漁獲の仕方を非常に注意して、余り雌親を

減らさないように。今のところ 2004 年級がまだ親として入っていますが、その後 2004 年

級が親から消えますと雌の資源量も減りますので、この辺は気をつけて漁業をしていかな

ければならないという状況だと思います。

続きましてムシガレイですが、カレイ類の中でもかなり多い方です。ムシガレイについ

ては浜田と下関の両方を解析しておりますので、資源量は大体 1,500 ～ 3,000 ｔ程度、雌

親が 500 ～ 1,000 ｔの範囲です。最近は資源量がやや大きい。塚本さんたちの方からも説

明がありましたが中位程度。ただし、この中位とか高位というのは、過去の古い時代を見

てみますと、漁獲量が 5,000 ｔという時期が 1970 年代にありましたので、これを本当に中

位と言っていいかどうかというのは、長い目で見ると、また考え直さなきゃいけない部分

もあるかと思います。

続きまして、ヤナギムシガレイです。このお魚は 1990 年前半まではほとんどとれない、

ある意味では幻の魚と言っていいような魚でございました。ところが、どういうわけか幸
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せなことにというか、古いデータがありませんのでいつ増えたかわからないんですが、1998

年ころから非常に漁獲量が増えて、人間が資源回復計画で増やしたというわけじゃなくて、

自然状態の中で急速に増えた魚です。そういう魚もあるということでございまして、現在

の資源量は 750 ～ 1,500 ｔとかなりレベルが高くて、雌親の資源量が最近は 900 ｔ前後で、

加入量も 1,700 万尾と高い水準でいたんですが、アカムツと同様な関係が起こる可能性が

非常に高い。水温の低い状況が続いたり、余りここでそういう言葉を使いたくないんです

が、レジームシフトという言葉を谷津さんなんかはよく使われますが、レジームが変わっ

たんじゃないかと思われるような 2005 年以降の変動がありますので、今後は非常に注意

が必要ですと申し上げておきます。

最後にソウハチですが、ソウハチは先ほどの説明にもありましたように逆なんですね。

水温の低いときに資源の状態がよくなるということでございまして、先ほどの説明と同様

でございます。1990 年代から 2000 年代の初めにかけまして、非常に加入量が悪い状態が

長く続きました。資料はこの紙でしか出しておりませんが、このような再生産関係がある

んですけども、2004 年、2005 年級が非常に高い卓越で、通常よりも数倍高い加入量、下

関だけで大体 700 万尾程度、浜田を入れると 1,000 数百万尾の高い加入がありましたので、

今、資源量はかなり高い状態で、過去 20 年ぐらいで最大の資源量を今、保っております。

これは私は説明ができないんですが、2006 年、2007 年は並みの加入量でしたので、これ

もずっとふえ続けるかどうかというのは不明な部分がございます。

最後に、昨年３月に説明したのに最近追加しましたが、その他の魚種ということで、キ

アンコウとイボダイです。これもいずれも、先ほどの増えていますよと言った魚と同様で

ございまして、1990 年代後半以降に急速に資源量が増えています。ところが、キアンコウ

は非常に年齢が長いものですから、加入量が悪い状況があっても親が減るというのはかな

り時間がかかりますので、今後どうなるかというのは非常に難しいところですが、いずれ

も注視をする必要があります。

イボダイに関しますと、下関船に対する加入量が大体 2003 年級で 1,500 万尾ぐらいで、

先ほどお話しした魚より２倍ぐらい高いレベル。ところが、これが急速に 400 万尾ぐらい

まで下がった。2007 年級の加入が最大時の４分の１程度と急速に下がっています。このよ

うなソウハチとイボダイに関して見ますと、非常に大きな資源変動が起こっております。

自然の状況の中での資源変動と申し上げたいと思います。ですので、イボダイに関しても

今後は――イボダイの場合、漁業に対して価格がやや低いということもありまして、漁業
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に対するインパクトはそれほど大きくはないんですが、やはり資源の変動としては非常に

大きなものを持っているというふうにご報告をいたします。以上です。

○橋本会長 ありがとうございました。

それぞれの研究者の方から、この地域の関係資源についての概要の御説明がありました

が、これらの資源状況について何か御質問等、聞いてみたいこととかありましたら。

小田委員、どうぞ。

○小田委員 今、先生の言われたとおりだと思います。私もアカムツ、ムシガレイ、ヤナ

ギムシガレイ、ソウハチ、キアンコウを底びきにいたときにとっているんですが、今の調

査の結果と同じように、アカムツは少なくなったけども非常に小さいんですね。小さくて

も金になる騰貴ものだから、あれが育てば相当なあれになるんだろうけども、今、アカム

ツはふえています、小っちゃいやつね。それで私たち新潟県としても包括的に目合いを拡

大して、２日出れば３日目は船を休むというやり方をしています。

それからムシガレイとソウハチ、ヤナギムシガレイは今、先生が言ったように、ヤナギ

ムシガレイは本当に幻の魚と言われたんです。新潟県でも稚魚を放流したり何かして、非

常にやったんだけども、そのせいではないんだけども、非常に異常発生となったわけなん

です。これがどういうところで、親がいないのにあれだけの小っちゃいヤナギムシガレイ

がふえたかと。今、みんな増えているから、目合い制限してやったけども。

あと、ソウハチとムシガレイもこのごろそうなんです。最近も小っちゃいけども相当育

ってるんですよ。だから、水温の関係だものか何だもんだか、そこは私たちは漁師だから

わかりませんけども、確かに増えていることは増えている。

それとあとはキアンコウです。キアンコウは私はとっているんだけども、小っちゃいと

いうか、生まれたての子みたいな。それが底びき網に入るもんだから、あれは一たん浮い

てしまったら放流してもみんな浮いて、底へ沈んでいかないんだよ、キアンコウは。

だから、何か小っちゃいやつを育てるような方法でもあればいいんだけど、みんな浮い

て死んでしまうんですよ。だから、キアンコウも確かに減ってっけども、小っちゃいやつ

がふえているから、やっぱり海流の水温のあれなもんだか、今の４つの魚は小っちゃいけ

ども確かに増えています、これは間違いありません。

以上です。

○橋本会長 ありがとうございました。

ほかに何かご質問等、あるいは現場での漁業者の今のような、資源状況の説明はござい
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ましたけど、現場ではこんな感じだというのでも結構でございますが、何かありますでし

ょうか。

大変たくさんの魚種の資源評価の概要を、研究者の方から説明いただきましたわけです

が、ほかによろしいですか。

（７）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一部変更について

○橋本会長 それでは資源状況につきましての議題を終えまして、議題（７）「資源回復

計画及び委員会指示について」という議題に入りたいと思います。

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の取組状

況の報告を受けまして、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。

議題（７）におきましては、④の「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」、それから⑤の「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」の２つの議題につきましては、まず九州西部会で審議をした

後に本委員会で審議することになります。そのため、本日ここでは①から③までの議題ま

で審議をして、この委員会を一旦休会し、各部会が終了した後に委員会を再開して、議題

（７）の④、⑤についての議題を審議することになります。

ということでまず初めに、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

一部変更について」ということで、境港漁業調整事務所から説明を願いたいと思います。

よろしくお願いします。

○三上境港漁業調整事務所資源管理計画官 境港漁業調整事務所の三上と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。失礼して座らせていただきます。

資料６でございます。この計画は平成 17 年４月に策定、公表しまして、資源の回復を

図るべき対象魚種を特定して作成した回復計画でございます。

最初の１番ですが、日本海沖合海域におけるベニズワイガニの資源状況が低水準・減少

傾向にあると評価されていること、1999 年の新日韓漁業協定に基づく日韓北部暫定水域の

設定後に我が国水域に漁場が集中し、ＣＰＵＥの低下や漁獲物の小型化により、資源状態

の悪化という状況にあること、また、漁獲量が減少し最低水準となっていることから、資
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源回復に向けた早急な取り組みが必要ということで整理しております。

次に、２番でございます。その減少しているベニズワイガニ資源につきまして、計画最

終年度の 23 年度までの取り組みとしまして、漁業資源の雄ガニの資源量を６％増加、ベ

ニズワイガニ資源の減少に歯どめをかけることを目標としているものでございます。これ

は１カ月当たりの漁獲量換算としまして、10 ％増加を見込んでおります。＜対象水域＞の

関係でお話しさせていただきますと、我が国ＥＥＺの取り組みにおける回復計画でござい

ますので、北部暫定水域を除くこと、また、この計画により取り組む兵庫県知事許可船の

操業水域をその対象とするというふうに整理しております。

次に３番の対象漁業でございますが、現在、日本海べにずわいがに漁業（大臣許可）が 13

隻ございます。このうち鳥取県境港を主な陸揚港としておりますのが 12 隻ございます。

兵庫県香住港を主な陸揚港としておりますのが１隻ございます。また、兵庫県知事許可の

べにずわいがにかご漁業が８隻で取り組み中でございます。

次に４番でございます。計画最終年度は、23 年度までの７年間の取り組みとしておりま

す。

５番です。回復計画において新たに措置されるものとしまして、（１）から（３）まで

ございます。最初に（１）の①でございますが、休漁につきまして、計画策定時に操業期

間 10 カ月間の１割相当の漁獲量を削減としまして、そのうちの 30 日間を設定することと

整理しております。その後、境港水揚げ漁船に関しましてこの整理を変更しまして、平成 19

年の漁期から漁獲量の上限設定を行いまして、当該休漁に相当する措置ということで取り

組みを進めております。

次に②で、減船については必要に応じて適宜実施と整理しております。

③につきましては、漁獲対象サイズ未満の小型のカニを逃がすための「脱出口付きか

ご」の導入を進めることとしております。現状は大臣許可船、兵庫県の知事許可船におき

まして実施中となっております。

次に、（２）でございます。現在、資源の積極的培養措置につきまして、放流等は実施

しておりません。

（３）につきましては、海底清掃を実施することとしております。これまで許可の操業

期間の以外の期間、つまり７月、８月の一定時期に海底清掃を実施しております。

次のページは横型の表となります。１番ですが、平成 22 年２月末日現在の実績となり

ますが、境港を主な陸揚港とする新潟、鳥取、島根の各船の漁船につきまして、ベニズワ
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イガニ産業の三者協議会を、大体毎月というペースで、右のような参加者により開催して

おりまして、境港地域のベニズワイガニ産業の現状、漁獲量上限制の実施状況等々につき

まして、意見交換なり議論なりを進めております。12 月には日水研さんのほうから、資源

評価についてもお話しいただきまして、生産者の方々と一緒にお話をしております。

一方、次のページでございますが、兵庫県の香住を主な陸揚港とします漁船につきまし

ても、ご覧のように多数の漁業者協議会等を開催しておりまして、右の参加者のように、

当該漁期の操業状況や、小型ガニを生きた状態で効率よく逃がすためのリングかご装着の

取組状況、その効果等々につきまして意見交換を行っているところでございます。

次のページをご覧いただきたいと思います。２番で、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ございます。（１）漁獲努力量の削減措置でございますが、境港水

揚げの新潟、鳥取、島根の各県におきまして、最初に休漁に関しましてですが、取り組み

の最初は平成 18 年６月期に休漁を行いまして、その後の平成 19 年漁期より漁獲量の上限

制という形で、先ほど御説明させていただいたような取り組みの移行をしているというこ

とでございます。次に減船につきましては、今のところ未定という整理となっております。

改良漁具の導入につきましては脱出口付きのかご、いわゆるリングかごと呼んでおります

けれども、これの導入をしております。小型ガニの保護につきましても実施中でございま

す。

次の香住港の水揚げの兵庫県船でございますけれども、休漁に関しましては平成 17 年

からの回復計画開始以降、順調に６月の１カ月間の休漁措置を続けているところでござい

ます。減船につきましては知事許可船１隻で、平成 18 年に減船となっております。

さらには、21 年から昨年３月の広調委で了解いただきましたとおり、計画を変更しまし

て、改良漁具の導入を進めております。

続けて（２）の漁場環境保全措置でございますけれども、新潟、兵庫、鳥取、島根の各

県におきまして、一定期間において海底清掃を実施しているところでございます。

次のページをご覧いただきたいと思いますけれども、資源回復計画の一部変更について

御説明、お諮りしたいと思います。新旧対照表ということで、左側が変更後、右側は現行

とございます。

現行規定では公的担保措置としまして、漁業法に基づく広域漁業調整委員会指示、それ

から許可の制限又は条件によって規制をするという旨を、ご覧のように具体的条項番号と

ともに記述しております。公的担保措置としましては、この現行の記述のほかにも、同じ
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く漁業法に基づく省令、若しくは県の海区委員会指示等が想定されます。

現行の計画におきまして、これまで広域漁業調整委員会指示を発出しておりまして、兵

庫県香住港を陸揚港とする漁船が休漁する６月の１カ月の担保措置としまして、その委員

会指示によりまして、漁業を営んではならないという旨の規制をしてきたところでござい

ますが、この休漁は先ほど御説明のとおり、計画開始の平成 17 年より継続して実施して

おりまして、既に定着している状況にございます。本年より計画終了までの間につきまし

て、大臣許可船については漁業法に基づく制限又は条件において規定して担保するという

ふうに、今回整理させていただきたいというものでございます。

それで変更の理由ですけれども、本計画では大臣許可船と知事許可船が取り組みしてい

るという計画でございますので、双方において今後の公的担保措置を広調委指示というふ

うに限定することなく、必要に応じて選択できるような規定ぶりに計画の記述を変えたい

ということで、左側の変更後をご覧のとおり、漁業法に基づく漁業調整委員会指示等によ

りということで、選択が可能な規制の記述とさせていただきたいというものでございます。

このようなことから、毎年御審議、了承いただいておりましたけれども、今回の委員会指

示（案）は、今回はお諮りしていないものでございます。以上、御説明させていただきま

したので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○橋本会長 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一部変更について」の説明で

ございました。なお、この議題については本日御審議いただきますものとして、一番最後

に説明がございました、計画の一部変更という点がございます。漁獲努力量削減措置の実

効性を担保するために、現行ではやや限定的な表現をしていたものを、一般的な表現によ

り、幅広く対応できるような形に変更したいという点がございます。ただいまの説明につ

きまして、何か御質問等ございましたら、まずお伺いしたいと思います。どなたか関係さ

れる委員の方から、何か御意見等ございませんでしょうか。もし、ございませんようでし

たら、日本海沖合のベニズワイガニ漁業に関連いたします、参考人の西野正人会長から、

何か御意見等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 まず、先ほど三上さんから御説明があったとおり、

当面、当初の資源回復計画の目標値であります低位・減少傾向ということに関しては、先

ほど日水研の浅野部長からの御説明のとおり、現在低位・増加傾向という格好で、基本的

には当初の目標値はクリアできつつあると認識しています。
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具体的な話云々はあるんですけども、特に管理方策のまとめという格好で、今の資源評

価の一番最後のところがあった中を、若干取り組みとして説明させていただければと思い

ます。

まず一つは、加入量を増加させるために未成体個体等の漁獲をなくすというところに関

しましては、特に大臣許可船に関しては、先漁期中に今の 9.5cm のリングかごは、100 ％

換装いたしました。それと、兵庫県の県知事許可船と大臣許可船１隻に関しても、随時導

入を検討中と伺っております。

２番目の日本海を広く分布する種のために沿岸各国との共同の資源管理は、基本的には

日本海の北部暫定水域での日韓の関係になってくるとは思うんですけども、ことしの２月

に行いました日韓共同委員会の中で、特に韓国側からの書簡として、まずは 9.5cm のリン

グかごを試験的に導入してみるということが１点。もう一つは、９ cm 以下の漁獲はしな

いという協議を行うという格好で、少なくともベニズワイガニに関しては日韓での資源管

理というところでは、十分ではないにしても、少しずつ進展があるという状況です。

それと、最後の今の混獲による漁獲対象外の個体の減少を防ぐというところで、個別割

り当て、船別割り当ての中で、特に平均値を下回る漁獲の船に関して、いわゆる新規漁場

の開拓枠というところで、暫定水域の中での新たな漁獲に関しては、平均値までは枠を何

とか張りつけるという仕組みの中で、特に低漁獲船というのが、いわゆる日韓暫定水域が

できた当初、遠距離漁場で非常に水深の深いところの小型ガニを何度か漁獲をやっていて、

最終的に資源が落ち込んで漁獲が減少したという船が、実は韓国漁船もいろんな経済状況

で減ってきた中で、暫定水域の中で幾らかでも、従来操業できていた水域を取り戻しつつ

あるという現状にいます。特に直近では、暫定水域の中で、大臣許可船に関しては総水揚

げの大体４割。兵庫県の小型船に関しても、暫定水域と県知事許可船の重なる水域で操業

が幾らかでもできつつあるような状況にあります。

その中で特に、遠距離の深い漁場での小型ガニが主体の漁場に関しては、基本的には 136

度以東はほとんど操業せずに、大体今、800 ｍから 1,200 ｍの比較的浅い水深帯で、大型

というところまではいかないんですけども、比較的未成熟個体が少ない水域での漁場にシ

フトできつつある。結果的にですけども、そういうような状況にあって、少なくとも資源

管理措置に関しても、少しずつ進展しつつある状況だと認識しています。

先ほど管理課から御説明があったとおり、ポスト資源回復計画という中では、今、目標

値はクリアしつつあるという話があるにしても、あくまで低位の資源状況なので、これを
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いかに中位、最終的に高位まで持っていくかというところの中では、引き続き注意しなが

ら計画を進めていきたいと思っておりますので、また御審議の方よろしくお願いしたいと

思います。

○橋本会長 西野会長、ありがとうございました。ベニズワイガニの脱出口付きのかごと

いうのは、私も実は数年前に水産総合研究センターで、実際の調査事業に携わっていた者

として、こういった現場に応用され、あるいは最近では韓国側にも導入・検討されるよう

な話し合いが進んでいるということを聞いて、非常に心強い感じがいたしました。本件に

ついて、ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。それでは本委員会として、本

計画の一部変更については了承いたしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○橋本会長 ありがとうございます。また併せまして、今後、公表に係る事務手続がござ

いますので、その事務手続上、部分的な修正あるいは文言の修正等がございましたら、私

に御一任いただきたいと思いますが、それでよろしゅうございましょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○橋本会長 ありがとうございます。

②日本海西部・九州西海域底びき網漁業（２そうびき）包括的資源回復計画の

取組状況について

○橋本会長 それでは、次の議題に入りたいと思います。②「日本海西部・九州西海域底

びき網漁業（２そうびき）包括的資源回復計画の取組状況について」でございます。事務

局の九州漁調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。座って御説明させていただきます。

まず、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概要

につきまして、御説明させていただきます。お手元の資料７－１をごらんいただきたいと

思います。本計画の概要としましては、日本海西部海域・九州西海域において操業します、

山口県以東機船底曳網漁業協同組合の沖合底びき網漁業、及び長崎県以西底曳網漁業協会

の以西底びき網漁業が漁獲しますタイ類、タチウオ、カレイ類などの主要漁獲物の資源水

準が低位で減少、または横ばい傾向にあり、資源を適切な水準に回復させることが必要不
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可欠であるとのことから、資源の減少傾向に歯どめをかけ、単位漁獲量当たりの漁獲量を

引き上げることを目標に、平成 18 年度から平成 23 年度までの期間で行うことになってお

ります。

５の資源回復のために講じる措置としまして、沖合底びき網漁業にあっては減船の実施、

漁船の小型化及び漁具の改良の検討、以西底びき網漁業にあっては、期間休漁の実施、減

船及び保護区設定の検討により、資源の回復に努めるものとしております。

次に、本計画の取組状況ですが、裏面の資料７－２をごらんいただきたいと思います。

１に、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、平成 18 年

に２隻（１組）の減船を実施しております。また、漁具の改良等としまして、小型魚を選

択的に獲り控える改良を施した漁具を、昨年、平成 21 年８月から試験的に導入しており

ます。

また、以西底びき網漁業につきましては、昨年、平成 21 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ました。

２に、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は、昨年８月、

山口県海域において１万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まして、日韓・日中基金を活用しまして、それぞれの漁

業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のその他でございますが、山口県水産研究センターが実施しております、沖合底びき

網漁業に関する調査についてでございます。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。

また、次の４ページは、漁業者協議会等につきまして、開催実績を整理させていただい

ております。

取組状況につきましては以上でございますが、本計画におきましては、これまで広域漁

業調整委員会指示により、総トン数 76 ｔ以上の以西底びき網漁業を営む者に対しまして、

５月 16 日から５月 31 日までの間、休漁する旨の規制をしてきたところですが、この休漁

は計画開始後の平成 19 年より継続して実施し、既に定着しておりますので、本年より計

画終了までの間、漁業法に基づきます「許可の制限又は条件」において、規定して担保す

ることといたします。毎年御審議、御了承いただいておりました委員会指示（案）につき

ましては、本年はお諮りしておりません。

以上でございます。
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○橋本会長 ありがとうございました。

日本海西部・九州西海域の底びき網漁業の包括的資源回復計画の取組状況の説明でござ

いました。

前回まででしたら、ここに広域漁業調整委員会の指示事項ということで毎回諮っていた

ものが制限条件に変更になり、今回、指示事項がなくなったという説明でございました。

この説明について、何か御質問等ございましたらお受けいたします。特別ございませんで

しょうか。

③日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画の

取組状況及び一部変更について

○橋本会長 それでは、次の③「日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資

源回復計画の取組状況及び一部変更について」という議題でございます。

事務局から説明をお願いいたします。

○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。マアジ等回

復計画について御説明させていただきます。失礼して、着席します。

資料８－１から御説明します。本日の御説明では、まず概要を説明させていただきまし

て、一部改正と取組状況の３点を御説明します。

まず、８－１をごらんください。この回復計画は、昨年３月にこの広調委の中で御審議

いただいて成立しております。もともとの契機は平成 17 年ごろにシマアジ、小型のアジ

が九州西・日本海西部海域で大量にとれたというところから端を発して、関係のまき網漁

業者の方が小型魚を保護しようという意識を統一させて、この回復計画の検討に着手した

というところです。ですのでコンセプトとしては、小型魚のとり控えということになって

おります。

目標といたしましては２番に書いてありますとおり、小型に対する漁獲圧を低減するこ

とによって、親の数をふやしてあげようということになっております。

具体的に何をするかということになりますと５番のところですが、大型のまき網につい

ては、小型がいっぱいとれたときには漁場移動をするということです。それから小さなま

き網につきましては、一定期間の休漁ですとか、月の水揚げ日数の制限といったことを行

う計画になっております。概要については以上です。



- 32 -

２枚めくっていただきまして、５ページを見ていただけますでしょうか。資料８－４と

いうカラーの紙ですが、これが資源回復計画の本体でございます。本日は時間の都合上、

御説明はいたしませんが、２点ほど軽微な変更を御審議いただきたいと思っています。

３ページに戻っていただきまして、横紙の表がございます。今回２点あるんですが、い

ずれも実質的変更を伴うものではございません。まず１点目は、この計画の策定前から自

主的に漁業者さんたちがやっていた取り組みを記述する欄のところですが、月に４日間

（月夜間）という記述ですが、実態に合わせてもう一度調査したところ、必ずしも正確で

はなかったということで、「原則」という文言を入れております。

続きまして、４ページをごらんいただけますでしょうか。ここも文言、語句の修正です

が、右と左の段落を比べていただきますと、段落を逆にしております。これは文章の並び

からということです。もう１点は、中の語句に若干不適切――恥ずかしながら申し上げま

すと、右側に「漁獲に努める」という文言がありますが、正しくは「漁獲にとどめる」だ

と思います。そういうのも併せまして、左側で正しい日本語に直しております。事務局と

して不手際、おわびいたします。その２点、実質的変更を伴うものではなく、軽微な変更

ということで御報告いたします。

続きまして、前に戻っていただきまして２ページですが、昨年３月にこの計画をつくり

まして１年間経過しました。今年度、関係団体さんのほうでどのような取り組みをしたか

というのが、ここにまとめております。まず、大型まき網の取り組みといたしまして、１

番の実施状況のところをごらんください。２、３に書いていますが、８月、２月に２回漁

場移動を実施しています。小型が多くとれた海域において漁場移動というのを実施してお

ります。続きまして２番ですが、小さなまき網の取り組みです。各団体さんとの個別の取

り組みですが、基本的には長崎県旋さんの休漁、それから鹿児島県旋さんにおいては水揚

げ日数 18 日の制限を確実に実施しております。今後とも確実な実施に向けて指導してま

いりたいと思います。以上で説明を終わります。

○橋本会長 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）資源回復計画の取組状況及び一

部変更について」でございました。この議題については御審議いただきますものとしまし

て、先ほど説明のありました計画の一部変更がございます。月夜間の休漁の実態に合わせ

た表現へという点と、海区計画の目標について魚種ごとの説明の並び、あるいは一部表現

という軽微な変更でございますが、今の説明につきまして御質問等あれば伺いたいと思い
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ます。何かございますか。よろしいでしょうか。それでは本委員会といたしまして、この

計画の一部変更について了承をいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○橋本会長 また、併せまして、今後この一部変更につきまして、公表に係る事務手続が

ございますので、事務手続上、部分的な修正あるいは文言等の修正は、先ほどの計画の一

部変更と同様、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〕

○橋本会長 ありがとうございます。それでは本件につきましても、事務局において計画

の公表に係る事務手続を進めていただきたいと思います。

以上、任期がかわりまして１回目の本委員会でございますので、大変多くの議事がござ

いましたが、ここまでで予定しておりました議事が一応終了いたしました。このほかに連

絡事項があるようですので、事務局からよろしくお願いします。

○坂本管理課課長補佐 この後の予定について御連絡したいと思います。

この同じ会場で午後１時から九州西部会。その後、午後３時 30 分から日本海西部会を

開催する予定としておりますので、関係各委員におかれましては御出席のほう、よろしく

お願いいたします。

それから明日の 10 時から日本海北部会。その後引き続きまして、多分時間としまして

は 11 時 20 分ぐらいがめどになるかと思うんですけれども、もう一回この本委員会を再開

して、最後の議題まで行うということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。

それから、今日は昼食等で御退席される際に、このテーブル、座席は配置を変えますの

で、お荷物は御持参いただくか、もしくは貴重品をお持ちいただいて、わきの棚に置いて

いただくか、お願いいたします。

それからもう１点、細かい話で恐縮ですけれども、昼食で農林水産省の外に出られる場

合、黄緑色に赤いひものついている入館証は出口のところで回収されます。再度入って来

られる場合に、もし、この委員会の受付が正面玄関にあれば、そこで入館証をお渡しでき

るんですけれども、その入館証が足りなくなってしまった場合、通常の受付の方に回って

いただいて、氏名の記入ですとか身分証の確認が必要となる場合もございますので、その

辺ちょっと御了承いただければと思います。連絡事項は以上です。

○橋本会長 ありがとうございます。それでは、広域漁業調整委員会として初めての事態

のようですが、今回の委員会をここで一時休会という形にしたいと思います。委員各位、
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あるいは御臨席の皆様におかれましては議事進行への協力、あるいは貴重な御意見をあり

がとうございました。

それではこれを持ちまして、第 14 回日本海九州西・広域漁業調整委員会を一時休会と

いう形にさせていただきたいと思います。どうも御苦労さまでございました。

休 会
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再 開

○坂本水産庁管理課ＴＡＥ班課長補佐 時間も過ぎておりますので、始めたいと思います。

ただいまから第14回日本海・九州西広域漁業調整委員会を再開いたします。

委員出欠状況報告

○坂本水産庁管理課ＴＡＥ班課長補佐 本日は、海区互選委員のうち北海道の市山委員、

青森県の角田委員、秋田県の小坂委員、新潟県の小田委員、福井県の齋藤委員、京都府の

佐々木委員、島根県の岸委員、熊本県の福田委員、鹿児島県の野村委員、それから農林水

産大臣選任委員の濱田委員と田中委員が事情やむを得ず御欠席ということで、委員定数29

名のうち、定足数であります過半を超える18名の委員の御出席をいただいておりますので、

本委員会は成立しているということを、御報告いたします。

議題

（７）資源回復計画及び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

○坂本水産庁管理課ＴＡＥ班課長補佐 それでは、議事進行を橋本明彦会長にお願いした

いと思います。会長、よろしくお願いします。

○橋本会長 おはようございます。昨日に続きましての委員会の再開ということで、第14

回の委員会を続行したいと思います。昨日の続きで、議題の（７）の④からですが、資源

回復計画及び委員会指示についての「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」でございます。本議題につきまして、事務局からまず

説明をお願いします。

○後藤資源管理計画官 それでは、昨日の九州西部会で計画変更の承認をいただきました

九州・山口北西海域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、概

要で説明したいと思います。

お手元の資料９－１をご覧いただきたいと思います。２つの指示を出すことになってお
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ります。１つ目の指示第22号は承認制及び届出制を実施するためのものです。まず、

「（１）承認制・届出制の実施」としまして、「① 承認制対象船舶：総トン数５トン以

上のとらふぐはえ縄漁船」としております。②で漁獲努力量の増加を制限するために、県

ごとに承認隻数の上限を定めております。③で「届出制の対象船舶：総トン数５トン未満

のとらふぐはえ縄漁船」としております。

次に、「（２）承認番号の表示」につきましては、承認を受けたトラフグはえ縄漁船に

おきましては、船舶の船橋両側の見やすい場所に承認番号を表示することとしております。

「（３）漁獲成績報告書の提出」の取りまとめ期間ですが、平成22年９月～翌23年の３

月までの操業記録を提出していただくこととなっております。また、操業記録を取りまと

めていただくために、提出期限を平成23年４月30日までとしております。漁業者の皆様に

は御苦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。

「（４）指示の有効期間」につきましては、平成22年度漁期ということで、平成22年４

月１日～来年23年の５月31日までとしております。なお、５月31日までとしておりますの

は、操業記録を漁業者の皆様から当該県を通じまして提出していただくことからです。

続きまして、２つ目の指示第23号ですが、これは操業期間等の規制に係るものでござい

ます。まず、「（１）操業期間の制限」ですが、海域をＡ～Ｅの５つに分けまして、海域

及び浮縄、底縄の漁法ごとに休漁期間を設定することとしております。次に、（２）とし

ましては、全長25㎝以下、一部海域では20㎝以下ですが、小型魚の再放流に取り組んでい

ただくこととしております。

「（３）指示の有効期間」につきましては、平成22年度漁期ということで、平成22年４

月１日～来年23年の３月31日までとなっております。

２ページ、３ページにつきましては、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ページの資料９－２が委員会指示第22号（案）の承認制・届出制の実施に係る

指示となっております。

また、９ページの資料９－３が委員会指示第23号（案）の操業期間等の規制に係る指示

となっております。

最後に、12ページを見ていただきたいと思います。資料９－４が「とらふぐはえ縄漁業

承認等の事務取扱要領」となっておりますが、これは委員会指示第22号（案）にあります

取扱要領で、承認、それから届出に関する事務の取り扱い等を定めたものでございます。
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以上でございます。

○橋本会長 ありがとうございました。昨日の九州西部会で承認を受けておりますが、こ

の九州・山口北西海域の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

の指示の第22号、承認制・届出制の実施に係る委員会指示、それから操業期間の制限等に

係る第23号の委員会指示の説明でございました。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。

よろしいですか。それでは、本委員会といたしまして、日本海・九州西広域漁業調整委

員会指示第22号及び指示第23号という、２つの指示事項を指示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〕

○橋本会長 ありがとうございます。

また、併せまして、今後の事務手続上、部分的な修正でありますとか、この指示の内容

の文言の訂正等につきましては、私に御一任いただくことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○橋本会長 それでは、事務局におきまして、この委員会指示の２件につきましての事務

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

○橋本会長 それでは、駆け足でございますが、次の議事に入りたいと思います。（７）

のうちの「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」につき

まして、事務局から説明を願います。

○松本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。座って御説明させて

いただきます。

資料10をごらんください。有明海ガザミ資源回復計画に基づくガザミたもすくい網漁業

を一時的に禁漁とする広調委指示を、遊漁に拡大することについて御説明いたします。

まず、ガザミ資源回復計画の概要につきまして若干御説明いたします。資料の７ページ

をごらんください。昨日の九州西部会でも御説明させていただきましたが、有明海におけ

るガザミの資源が低位でありまして、広域的な資源管理が必要であることから、平成20年

度から回復計画がスタートしまして、有明海沿海の４県、福岡県、佐賀県、長崎県及び熊
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本県の関係漁業者により取り組まれているところでございます。

計画の取り組みといたしましては、「５ 資源回復のために講じる措置」のところにあ

りますが、放卵ガザミの保護、小型ガザミの保護、そしてたもすくい網漁業について、休

漁を行っております。

１ページに戻っていただきまして、ガザミのたもすくい網漁業といいますのは、主に有

明海の南部海域におきまして、５月の下旬～８月にかけて、夜間、海面近くに浮上してき

たガザミをたも網で集中的にすくう簡易な漁法であります。自由漁業でありまして、この

ため採捕者の特定が難しいとともに、資源状況により採捕者が増減します。計画の先ほど

の３つの取り組みのうち、このたもすくい網漁業の休漁につきましては、広調委指示で担

保しております。

資料の２ページが現行の指示でございまして、「２ 採捕の制限」のところで、「有明

海において、たもすくい網漁業を営む者は、平成21年６月１日～６月15日までの間はガザ

ミを採捕してはならない。」という形で、指示がかかっております。

一方、計画の開始当初から、関係の漁業者から遊漁者も委員会指示の対象としてほしい

との声がありました。しかしながら、遊漁の実態が不明であったということから、これま

で関係県と九州漁業調整事務所で実態の調査を行ってまいりました。その調査の結果、遊

漁者はプレジャーボートによる地域密着型の遊漁であること、また漁業者と同様の漁具、

設備を用いた採捕形態であることが明らかになりました。今後、遊漁者が増加した場合に

は広調委指示の徹底や資源回復に支障が生じる恐れがあります。

さらに、たもすくい網の休漁につきましては、これまでに地元のマリーナですとか釣具

店等、遊漁関係の機関へ周知等を十分に行っておりまして、地域のルールとして遊漁者の

理解も得られているという状況です。

以上のことから、今後、関係県の海面利用協議会等の意見を聞くとともに、パブリック

コメントを実施した上で、次回の４月に開催予定の広調委におきまして、遊漁も対象とす

る委員会指示の案を御提案したいと考えております。

指示の案というのが６ページにございます。「１ 指示の内容」のところで、有明海に

おいて、６月１日～15日までの間は、たも網その他のすくい網によりガザミを採捕しては

ならないということで、遊漁も対象とする中身となっております。

つきましては、事前に関係県の海面利用協議会等の意見を聞く必要がありますので、５

ページにありますとおり、会長名の文書を関係県の知事あてに発出することにつきまして、
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御審議のほどよろしくお願いいたします。

本文中の４段目にあります「つきましては」というところですが、「別添の案のとおり、

（これは先ほどの指示の案です、）委員会指示を発出することについて、貴県海面利用協

議会等を通じる等して関係者の意見を聴取の上、御回答いただきますようお願いいたしま

す。」ということで、会長名で知事あてに文書を発出することについて、御審議をよろし

くお願いいたします。

以上です。

○橋本会長 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について、正確には指示を発出するための手続についてお諮りを

したいということですが、ただいまの御説明につきまして、何か質問等ございますれば承

ります。

大久保委員、どうぞ。

○大久保委員 遊漁船、レジャー船に対しまして、この資源回復のルールを決めている中

で、漁船よりも遊漁船、レジャー船が多く、この人たちにも協力してもらうことを委員会

で決めてもらいたい。そして、沿岸漁業者といたしましては、ガザミだけではなくて、い

ろいろな魚種にトラブルが多発しておりますので、どうかそのほうを、遊魚船の方にも協

力できるような取り組みをよろしくお願いします。

○橋本会長 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。よろしいでしょうか。

それでは、本委員会といたしまして、有明海ガザミの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の発出に関しての文書と、先ほど説明がありましたとおり、各

県の海面利用協議会等への関係者への意見の聴取とかパブリックコメントであるとか、そ

ういったものを受けるために文書をまず関係県知事あてに発出するということで、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○橋本会長 また、併せまして、もしよろしければ今後の事務手続としまして、発出する

文書等の部分的な修正あるいは文言の修正等ありましたら、私に御一任いただきたいとい

うことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○橋本会長 ありがとうございます。それでは、事務局において、手続として、この委員
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会指示の発出についての文書をまず関係県知事に発出するという事務手続を進めていただ

きたいと思います。

（８）資源管理に関連する連絡・報告事項について

○橋本会長 それでは、議題（８）に移らせていただきます。「資源管理に関連する連絡

・報告事項について」という議題でございます。事務局から資源管理に関連する連絡報告

事項といたしまして、平成22年度、来年度の資源管理にかかわるような予算、それからフ

ロンティア漁場整備事業等について情報提供があるということですので、まず平成22年度

予算について、事務局から報告をお願いいたします。

○坂本水産庁管理課ＴＡＥ班課長補佐 それでは私から、資料11に従いまして平成22年度

予算について簡単に御説明させていただきます。まず、１ページの「資源回復計画等の作

成及び普及の推進事業費」というものでございますけれども、これは資源回復計画の推進

体制の整備ということで、漁業者協議会の開催ですとか、資源管理アドバイザーの派遣な

どを実施しております。また、併せまして、普及啓発ということで、漁業者の方等を対象

にして普及講習会の開催等を行っております。

次のページへ行っていただきまして、「ポスト資源回復計画移行調査事業」というもの

でございますけれども、これは資源回復計画の取り組みにより、資源の回復が見られ始め

ている計画を対象に、回復措置の有効性を具体的に評価するために必要な調査を行いまし

て、その調査結果の分析、それから今後の効果的な管理手法の検討などを行うというもの

でございます。この委員会に関係するものとしましては、日本海西部会で協議しましたア

カガレイ（・ズワイガニ）の資源回復計画、それから本日の日本海北部会のマガレイ・ハ

タハタの資源回復計画で、この調査事業を実施しております。

次のページへ行っていただきまして、「省エネ対応・資源回復等推進支援事業」でござ

います。こちらの事業のほうは、資源回復計画等に基づいて漁業者が自主的に取り組む減

船、それから休漁、またちょっと飛びますけれども、漁具の改良ですとか休漁中の漁船の

有効活用、そういったものに対して支援を行うという事業でございます。

平成22年度新規の内容としまして、「２ 事業内容」の「④魚種転換等支援事業」とい

うものがございまして、漁獲対象魚種を変えるとか、漁業種類を転換するという場合に、

必要な漁具・漁労設備の取得ですとか不要漁具の処理に対して支援を行うというものです。
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これについては、次のページに簡単な図がございますけれども、また後ほどごらんいただ

ければと思います。

それから、この事業は、国からの予算と都道府県、あと漁業者等の３者の負担によって

事業資金を造成して行うという事業なんですけれども、これに関連して、休漁推進支援事

業などといったものについては都道府県それから漁業者の負担がなくても事業を実施する

ことができるというのが、平成22年度以降も引き続き認められたということになっており

ます。

２枚めくっていただきまして、最後ですけれども、これは「強い水産業づくり交付金の

ソフト事業」です。各県内で行われる取り組みに対して支援するということなんですけれ

ども、資源管理に必要な情報の提供ですとか、資源回復計画等の作成といったものに対し

て支援を行うというものです。

最初に説明しました事業と同じような漁業者協議会の開催ですとか、資源管理アドバイ

ザーの派遣といったものも、ここで行うことが可能となります。

簡単ですが、説明は以上です。

○橋本会長 ありがとうございました。

引き続きになりますが、フロンティア漁場整備事業について、事務局から説明をお願い

します。

○吉塚水産庁漁港漁場整備部整備課上席漁港漁場専門官 資料12をごらんください。「国

が行う漁場整備事業（フロンティア漁場整備事業）について」でございます。この事業は、

排他的経済水域におきまして国が資源の回復を促進するための施設整備を、資源管理措置

とあわせて実施することによりまして、水産資源の生産力を向上させることを目的として

おります。

要件としましては、排他的経済水域、それからＴＡＣ、ＴＡＥ魚種であること。それか

ら、資源回復計画などの保護措置が講じられているものを対象としているということでご

ざいます。

次のページ。現在継続中の事業としましては、アカガレイ・ズワイガニを対象とした日

本海西部海域におけます保護礁の整備があります。この青い丸で囲っている部分は、現在

ブロックを製作しておりまして、ことしの春～夏場にかけまして魚礁の設置をしていく箇

所になります。全体計画としましては、平成19年度～平成26年度まで、21群で、１群が２

㎞四方の区域にブロックを161個並べて整備するというものでございます。
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次のページでございますが、その中で１点、赤碕沖の第４保護育成礁につきましては、

現在、基本計画の中で座標を示しているわけでございますが、工事の関係でちょっと南に

ずらしたいということで、関係漁業者にお願いし、一応了承を受けておりますので、南に

1.5マイル移動させた形で設置していきたいというものでございます。それに伴いまして、

軽微な変更を行いたいということでございます。

続きまして４ページでございますが、平成22年度から、今度はマアジ・マサバを対象と

しました漁場整備を行いたいと考えております。現在、五島の西方で事業を着工したいと

いうことで計画を考えておりますが、今、その整備を行うべき区域を指定するための政令

区域というものを策定している段階でございまして、これが閣議に通った後に、またその

事業計画を広域漁調委に示して、承認を受けたいということでございます。

最後のページでございますが、その手続について書いてございます。現在、４月の上旬

に政令水域の閣議決定を予定しております。それを受けまして、特定事業計画の案をつく

りまして、次回の４月16日の関係広域漁調委に諮問したいと考えております。その後、都

道府県に負担の同意を受けて、それからいよいよ着工ということになりますので、６月終

わり～７月ぐらいから事業が始まるということになります。

なお、政令水域につきましては、マアジ・マサバが回遊する重要なところ、鳥取の沖か

ら鹿児島の沖までかなり広い範囲で政令指定をすることを今考えております。それは将来

的な話も含めてということで考えてもらって結構だと思います。

以上でございます。

○橋本会長 ありがとうございました。資源管理にかかわる予算の説明と、フロンティア

漁場整備事業の説明、報告等をいただきました。ただいまの説明につきまして、何か御質

問等ございますでしょうか。よろしいですか。

（９）その他

○橋本会長 それでは、ちょっと駆け足ですが、最後の議題（９）は「その他」という事

項になってございます。これまでの審議にかかわるような内容、何でも結構でございます

が、委員の皆様方から何か御意見、御質問等。

志幸委員、お願いします。

○志幸委員 石川県から来ました志幸といいます。よろしくお願いいたします。
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広域漁業調整委員会ということで、北も西も参加して拝聴させていただきましたが、こ

ういう取り組みは最高だと私は思っております。ただただ、管理型漁業ということで、こ

れからの若い世代のためにもやっていかなきゃならんということで、一番最後にまた今、

フロンティア漁場整備事業についても言われましたが、資源管理型もフロンティア漁場整

備も、やっぱり日本の国の資源のため、また私たち漁業者が10年後に自分の子供が後を継

いだ時のためにやるんじゃないかなと、私は理解するんです。

一番最後に、北部のときにある課長さんが質問された定置漁業の問題。今、資源管理型

漁業をやっているということについては、休漁、減船、それから漁具の改良というものを

やっておる魚種は漁船漁業が多いんでないかなと、私は思うんです。

ただただ、定置漁業の、沿岸の漁業の人たちは何をやっているのかなということが見え

てきません。うちのほうの、私も委員会にはもう15年以上参加させていただいていますけ

れども、私が今この場で言っておること、石川県の定置漁業の人たちはずっと前からＡＢ

Ｃ運動ということで稚魚を放流しましょうという運動をやっているんですが、実際にそれ

がなかなかやれないという定置漁業のわびしさがあるんですよ。そうすると何をするか。

網目を大きくしましょう、漁具の改良をしましょうと言っても、現場の人たちは資金の問

題があるということで、漁船漁業の人たちは減船並びに休漁、漁具の改良ということでや

っておられますが、やっぱり魚は沿岸へ来て産卵するものだと私は思っております。

そういう中で、定置漁業は、うちのほうでは最近まで「私たちは資源管理型漁業をやっ

ているよ」と言われましたが、そうじゃないよということをこれから各県に帰られました

ら、認識して、こういう問題もこれから討議していくような関係にしていかなきゃ。やは

り今騒がれておるマグロの問題、それから私も漁船漁業で40年ぐらいしてきまして、全部

淘汰されてきたんで生活できない状態になっているんです。そういう中で、やはり定置漁

業の方にも参加していただき、やっていただきたいなと痛切に感じたわけでございます。

若い人のためにこの場を有効に使っていこうじゃないかと私は主張して、意見を終わりた

いと思います。

以上でございます、会長。ありがとうございました。

○橋本会長 大変貴重で力強い御意見をありがとうございました。

その他、何でも結構でございますので、御意見等ございますでしょうか。

清野委員、どうぞ。

○清野委員 今回、非常に詳細な説明をいただきまして、改めて資源回復計画に多くの方
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の御努力と、ここに上がってくるまでのさまざまな調整のことが想像できて、大変なこと

をされていると思います。研究側からすると、資源回復計画についていろいろ辛い評価を

される研究者の方も多いわけですが、一方で漁業の現場からすると、やはりここまで持っ

てくるという合意形成の力というのは大変なことだと思います。

それを本当、私のように水産学をやってきた者ですら十分知らない部分もあって恥ずか

しかったものですから、もっと多くの水産の関係者だとか研究者とか、あるいはこれから

水産学を学ぼうとしている若い人もおりますので、そういう方に伝えていただくとともに、

これを国民の人にもっと知っていただいた方がいいと思います。

今日の場は水産の内部なので、水産の専門用語でよかったと思うんですけれども、外に

話される場合に、今日議論になってきたことというのは、会社で言えば工場をとめるとか

従業員を解雇するとか、私のフィールドも半年ぐらい収入ゼロの方がおられますけれども、

貧困の問題とか、世の中で言うとそういうことが漁業の現場で起きていて、それをもうち

ょっと世の中にわかる言葉で説明していくことも大事かなと思いました。

ですから、日本の魚がそういう苦労の中で食卓まで届けられているというプロセスを漁

業者向けに説明を言うだけじゃなくて、予算の一部で結構ですので、国民向けの啓発とい

うのにももっと尽力していただけたらと思います。

このことは、実は今マグロのこととかで国際的にも日本の漁業は注目されているわけで

すけれども、こんなに利害調整をして、海の中の資源をとり過ぎないように我慢している、

そういう活動を日本の漁業がしているということは、国内で知られていないぐらいですか

ら、国際的にはほとんど理解されていないと思います。

そして、保護というと水産業者の中で言葉的に余り好きじゃない方もおられるみたいな

んですけれども、実際こうやって保護区とか禁漁とか、これだけ丁寧な保護活動を自主的

にやっていて、トップダウンだけじゃなくて、浜の人たちの大きな協力があるということ

をもっともっと国内とか、できたら国際的にもそういう姿を出していただければと思いま

す。

と申しますのは、国際会議で、ワシントン条約とか生物多様性ということもありますけ

れども、今回お集まりの皆様の漁場に関して、特に東シナ海に関しては、今後、環境問題

はかなり厳しくなってくると思います。ですから、そのときに、やはり日本の漁業はこれ

だけのことをやって何とか回復させようとしているので、ほかの国にも、水産資源の保護

と海を汚さないとかいうことを訴えかけていくためにも、日本がこれだけ努力していると
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いうことが見えるようにしていかないと、そういう国際交渉の場で戦えないですし、日本

の世論の応援もなかなか得られないと思います。ですから、昨日今日の議論の内容を、こ

こ数年というのはやはり日本の漁業にとって重要な山場ですので、そういった水産庁全体

の取り組みにもしていただけたらと思いますし、きょうメディアの委員さんもおられます

けれども、そういったところも通じて、多くの方に知っていただくようにと願っておりま

す。

前半でも日本海北部のことについて言いましたけれども、学会も、今までやっぱり学者

の人が論文を書いているだけという御批判も水産の現場から受けてきました。日本の漁業

の存亡の危機に当たって、もうちょっと学問の構造とか学会のやることというのも変えよ

うとしておりますので、そういった点でも、漁業の現場の方々にもっと御指導いただけれ

ばと思っております。

以上です。

○橋本会長 ありがとうございました。こういった資源回復等の取り組み、漁業者の苦労

等も含めて、一般国民の目線にももう少しアピールするような取り組みをぜひ検討してほ

しいと。国際的にも発信していくようなことも考えられたらどうかということだと思いま

す。大変貴重な意見をありがとうございました。

ほかに御意見、ございますでしょうか。よろしいですか。

ほかにないようでしたら、内海課長、よろしくお願いします。

○内海水産庁資源管理部管理課長 その他ということで、２点ばかり説明とお願いをした

いと思っています。

今回、第３期目の委員の方々によります最初の広域漁業調整委員会ということでスター

トさせていただきました。このスタートに当たって、実は都道府県の互選委員の選任につ

きまして、一部の県に当方からお願い申し上げました件、ちょっと説明させていただきた

いと思っております。

広域漁業調整委員会は、説明もありましたけれども、都道府県の区域を超えた広域的な

観点から、水産資源の管理及びこれに関する漁業調整を行うということで、平成13年の漁

業法改正で国の常設機関として農林水産省に設置されたものであります。

今回も資源回復計画ということでいろいろ議論をいただいたわけですが、先ほどの清野

委員からのお話にもありましたように、資源管理については国民の関心が非常に高まって

きていますので、この委員会の活動も今後重要になってくると考えております。
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ただ、本委員会、漁業法上は、各海区に設置されております漁業調整委員会と同じく、

基本的には漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の一種であるということで、

海区の漁業調整委員会と同様、農林水産大臣が選任する学識経験委員以外の委員について、

可能な限り漁業者の方、あるいは過去に漁業等に従事されたことのある方で構成するのが

好ましいのではないかということで、一部の都道府県にあっては、そのような対応が可能

かどうかお願いした経緯がございます。

実は、それぞれ各県から選出していただいた委員、今言いましたように漁業者の方、あ

るいは過去に漁業に従事されていた委員の方が選任されている都道府県については、特段

のお願いをしたわけではないので、この経緯を聞いておいていただければと思うんですが、

そういうお願いをこちらの方からしまして、実は一部の県にあっては既に御連絡いただい

ていた委員の交代を措置していただいたところもあります。

それ以外の県についてお願いしたところ、実は既に委員の選任を終えており、その交代

は県内調整がつかない、あるいは過去の経緯等をいろいろ承知しておられ、現状において

県内状況を総括して、本委員会の議論への貢献等を勘案した場合は選任した委員がベスト

であるということで、委員の交代がかなわなかったところもございます。

もとより、当方からの依頼は都道府県の互選が終了した後のものでありますので、お願

いベースでの依頼でありました。この依頼を行って、委員の交代がかなわなかった県の事

情は当方としてよく了解しておりますし、この件で各県の事務局にいろいろ御迷惑をおか

けしたというところもございます。いろいろ対応を図っていただいたところもあります。

この場をかりて御礼を申し上げたいと思っております。

今回の広域漁業調整委員会の開催に当たっては、そういう経緯を踏まえて委員にお集ま

りいただきましたが、もとよりこちらの方から県内の事情もよく了解した上で、委員にお

願いしてスタートしたわけでありますので、その意味では、今後とも４年間、各委員にあ

っては、御指導のほどをよろしくお願いしたいと考えております。

当方としては、今後、この委員会の漁業法上に規定されている組織の本旨を踏まえ、そ

れから現場を抱える各県の状況も踏まえつつ、委員会運営に努めてまいりたいと考えてお

りますので、各県委員の方々、それからそれぞれ各県でも事務局を務められている方々、

これからも御協力をお願いいたします。これが説明の１点であります。

もう一点は、実は大半は清野委員から御発言いただきまして、改めて私から言うのも何

かなと思うんですが、実は、先ほど清野委員からもありました、国民にこういった努力を
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知っていただくことが必要なんじゃないか。それから、それはインターナショナルにはい

ろんな部分でまだなかなか日本の取り組みだとかは了知されていないし、知っている人は

いないよというような御発言をいただきました。

当方としても、この資源回復計画は、資源管理の上では非常に重要な計画だと認識して

おります。これは改めて言うまでもなく、今新聞ですとかテレビで資源の問題についてい

ろいろ報道されております。国民の間で、こういった資源の管理、先には自分たちが、海

からそういう食料をちゃんと孫子の代まで確保しながら安定的に供給することができるん

だろうかということで、いろんなところで国民の関心が高いのがこの資源管理の分野だと

思っております。

昨日、次長のあいさつの中で大西洋のクロマグロの件についても言及されました。その

折にも次長の方から説明がありましたが、大西洋での漁業管理というのは、ＩＣＣＡＴと

いう漁業管理機関があって、そこで管理をしていたんですが、ある意味それでは生ぬるい

ということで、ワシントン条約という名の下においてそれを管理しようという動きが出て

きた。これは非常に象徴的な話であって、例えばそれを日本に置きかえれば、我々漁業者

の方と一緒になりながら、水産庁は資源管理をこれまで行ってきました。これで十分な管

理がもしできなければ、恐らく国民の間からは、彼らは資源の略奪者であって、資源の管

理を任せてはおけないんじゃないかというような声すら出てくるのではないかなと。そん

なことまで想像できるような昨今の国際的な動きというのがあります。

資源回復や資源管理は非常に難しいものです。資源は環境によっても変動するし、それ

から日本の国土を守るために、これを余り言うと怒られるかもしれませんけれども、藻場、

干潟だとかといった部分がなくなって、コンクリートの護岸にして国民の財産を守ること

も必要であると、そういう中で、漁業者の方々が自分たちの努力量をいかにコントロール

しながら資源を維持、管理していくかというのが、この回復計画の柱になっている取り組

みだと思います。

これはずっと説明があったと思うんですけれども、このような取組でうまく行っている

資源もあればうまく行かない資源もある。さはさりながら、やはりそういう部分で、漁業

をうまくコントロールすることで資源は管理されているんだ、資源の管理ができるんだと

いうところまで、この回復計画を続けていきたいし、その先にはこういう管理の手づるを

我々は手にしているので、それでつつがなく管理はできているよというところを国民に示

していかねばならんと思っています。
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現状うまく行っているものもあれば難しい部分もあって、これはかなり過渡期だと思う

んですけれども、この取り組みをしっかりやらないと、ややもすると出てくる議論は、先

ほど言った、漁業者に任せておいても、水産庁に任せておいてもだめなんじゃないか。あ

るいは非常に乱暴に、漁業なんかやめてしまえばいいじゃないかということが、まことし

やか、いろんなところでそういう御発言をされる方もいらっしゃる。

やっぱりこれは、我々が一致団結して、正しい資源管理の方策を漁業を実施していく中

でしっかり探っていかんといかんだろうと思います。

それぞれの取り組みは非常に難しいところがあるんですが、多分ここに御参集いただい

た委員の方々は、各県の漁業界で現場を引っ張っていただくリーダーの方々に来ていただ

いていると思いますので、水産庁は問題意識も持って、しかも、これからしっかりしたこ

とをやっていかねばならんという意味で、こういった取り組みを進めているというところ

を御理解いただきまして、第３期目の委員会がスタートするということで、そういう意気

込みを持ってやらせていただきたいという気持ちを持っておりますので、その点について

も説明させていただきました。

どうもありがとうございました。

○橋本会長 ありがとうございました。

それでは、時間にもなっておりますが、事務局から連絡事項等ございましたら、連絡を

お願いします。

○坂本水産庁管理課ＴＡＥ班課長補佐 この委員会では３つの部会が置かれておりますけ

れども、各部会の調査審議の結果を報告することとなっておりますので、簡単ですが御報

告させていただきます。

昨日午後に開催されました第16回九州西部会では、九州・山口北西海域のトラフグ資源

回復計画、それから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、これ

ら３つの計画の取り組み状況及び一部計画変更等が審議されました。

続きまして開催されました第17回日本海西部会では、現在実施中の日本海西部アカガレ

イ（・ズワイガニ）資源回復計画の取り組み状況等の報告がされております。それから、

今日の午前中開催されました第16回日本海北部会では、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、それから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３つについて取り組み状況の報告がされたところでございます。

簡単ですけれども、部会の状況は以上でございます。
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○橋本会長 ありがとうございました。各部会のほうでは、部会の設定された海域におい

て完結するそれぞれの事項について、報告がなされてい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説明をお願いします。

○坂本水産庁管理課ＴＡＥ班課長補佐 次回の委員会の開催に関しましては、４月16日と

いうことで何度か御案内しておりますけれども、本日、同じ農林水産省の講堂で開催する

ことを予定しております。また改めて公文書を発出して、出欠の確認等、事務局から連絡

をとらせていただくことになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それから、最後にちょっとお詫びなんですが、昨日本委員会で参考人として御決定いた

だきました西野会長ですが、今日ばたばたとこの委員会のセッティングをしたもので、配

席させていただくのを忘れてしまいまして、後ろに座っていただいております。事務局か

らお詫びさせていただきます。申し訳ございませんでした。

以上です。

○橋本会長 ありがとうございました。次回は参考人席をちゃんとつくるように。

それでは、２日間にわたりました初めての２日間委員会でございましたが、昨日も含め

まして、本日の委員会はこれにて閉会したいと思います。委員各位、あるいは御臨席の皆

様におかれましては、議事進行に御協力いただきまして、あるいは貴重な御意見もいただ

きまして、ありがとうございました。また、この委員会、あるいは昨日からの部会の設営

あるいは準備に御苦労いただいたそれぞれの事務局の方々にも謝意を表明したいと思いま

す。

なお、最後でございますが、議事録署名人に昨日指名させていただきました、山形県の

齋藤辰男委員様、それから農林水産大臣選任委員の中川善文様のお二人には、後日事務局

から、昨日と本日の合わせた議事録が送付されると思いますので、ぜひ署名をよろしくお

願いいたします。

それでは、長時間にわたり大変ありがとうございました。これをもちまして、第14回日

本海・九州西広域漁業調整委員会を閉会と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


