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１．開催日時

平成２２年１１月２６日（金）１３：００～

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

秋田海区 小坂 榮一

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

京都海区 佐々木 新一郎

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

熊本海区 福田 靖

鹿児島海区 野村 義也

沖縄海区 桃原 仁一
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【農林水産大臣選任委員】

漁業者代表 森脇 寛

漁業者代表 野村 俊郎

漁業者代表 田中 猛

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

参考人 今井 千文

参考人 西野 正人

４．議題

（１）水産資源の状況について

（２）資源回復計画について

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

について

（３）太平洋クロマグロの資源管理について

（４）資源管理に関連する連絡・報告事項について

（５）その他



- 3 -

５．議事内容

開 会

○坂本管理課課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第16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、農林水産大臣選任委員のうち、清野委員、それから潮田委員が、事情やむを得ずご欠

席されておりますけれども、委員定数29名のうち、定足数であります過半数を超える27名の委員

のご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101条の規定に基づき、本

委員会は成立していることをご報告いたします。

また、日本海かにかご漁業協会の西野正人会長におかれましては、参考人として前回委員会に

引き続きご出席をいただいております。この件、あわせてご報告いたします。

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

○橋本会長 それでは、本日はお忙しい中、委員の皆様方初め来賓の方々におかれましては、こ

の第16回日本海・九州西広域漁業調整委員会に出席いただきまして、誠にありがとうございます。

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について

の議題が用意されてございます。

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説明をいただくことになっておりま

す。それに引き続きまして、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」、

それから「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」、それから「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」の取組状況について報告があり、う

ち１つのベニズワイの計画だと思いますが、その１つの計画では、一部計画変更の審議が予定さ

れてございます。さらに、今後の太平洋クロマグロの資源管理について検討状況が報告され、ご

意見をいただくことになっております。委員の皆様方におかれては、どうぞよろしくお願いいた

します。

さて、本日のこの委員会でございますが、水産庁から内海管理課長、長谷沿岸沖合課長、それ

から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西海区水産研究所の西

村東シナ海漁業資源部長、また独立行政法人水産大学校から今井教授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、水産庁よりご挨拶をいただきたいと思います。では、管理課長、お願い
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します。

○内海管理課長 どうも、水産庁管理課長の内海でございます。

本日は、当会議に当部の江口部長が出席を予定しておったんですが、ほかの公務のために出席

することがかないません。部長から挨拶を預かってまいりましたので、これを代読させていただ

きたいと思います。

本日、第16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、一言ご挨拶申し上げ

ます。

まず、委員の皆様におかれましては、ご多忙の中お集まりいただき、厚く御礼申し上げまとと

もに、日ごろから資源管理、漁業調整等の課題にご尽力を賜っておりますことに対し、改めて御

礼を申し上げます。

さて、広域漁業調整委員会は、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目的

として設置され、国が作成する広域の資源回復計画を中心としてご審議をいただいているところ

であります。資源回復計画は現在、全国で18の広域計画、48の地先計画が実施され、資源回復の

ための取り組みが全国的に展開されております。これまでの数年に及ぶ取り組みにより適切な資

源管理体制が確立し、資源管理意識や取り組みの向上が図られてまいりました。また、資源状況

の改善が見られているものもあり、これまでの成果を踏まえつつ、今後の水産資源の管理につな

げていくことが重要であると考えております。

既にご承知のことと存じますが、平成23年度予算概算要求において水産庁では新たに資源管

理・漁業所得補償対策を打ち出したところです。この対策は計画的に資源管理に取り組む漁業者

の皆様を対象に、漁業共済の仕組みを活用して収入安定を図るものですが、これまでの資源回復

計画の取り組みを基礎として、今後新たな体制においても効果的な資源管理が行えるよう関係者

間で検討していく必要があります。現在、関係予算を要求中であり、来年度からの円滑な実施に

向けて準備を進めているところであります。

さらに、本年５月、農林水産省では太平洋クロマグロの資源管理について、我が国として取り

組むべき基本的な方向性を取りまとめて公表したところであります。その後、９月に開催された

中西部太平洋まぐろ類委員会の北小委員会では、未成魚の漁獲削減等の保存管理措置の勧告案が

取りまとめられております。こうした中、太平洋クロマグロについて全漁獲量の７割強を占めて

いる我が国においても、持続的利用に大きな責任を果たす必要があることから、資源状況を踏ま

えながら資源管理の強化を図っていくことが大切であると考えております。

本日の議題として、太平洋クロマグロの資源管理についてというものが上程されておりますが、
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このことについて皆様で議論していただければ幸いであると考えております。

本日は、委員の皆様の有意義なご審議が行われ、資源管理の一層の推進が図られることを祈念

いたしまして私の挨拶といたします。

平成22年11月26日、資源管理部長江口洋一郎。

本日は、ひとつよろしくお願いをいたします。

○橋本会長 課長、ありがとうございました。

それでは、議事に入ります前に、最初に当委員会の委員の交代がございましたので、ご報告い

たします。

農林水産大臣選任委員の濱田健二委員が退任されまして、後任の委員として野村俊郎委員が選

任されておりますので、ご紹介申し上げます。

もう３回目になりまして恐縮なんですが、野村委員から簡単に自己紹介をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。

○野村俊郎委員 長崎から参りました野村でございます。黄海・東海海区で大中型まき網漁業を

１カ統営んでおります。どうぞ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。

それでは、最初に、本日お配りしてございます資料の確認を行いたいと思いますので、事務局

からお願いいたします。

○坂本管理課課長補佐 ご挨拶が遅れましたが、事務局をしております水産庁管理課の坂本でご

ざいます。それでは、私のほうから資料の確認をさせていただきます。

お配りしております資料は、まず議事次第、配席図、委員名簿、出席者名簿。それから資料１

といたしまして、ホチキス留めをした厚い資源状況の資料、それから資料１－２、一枚物の資料

がございます。その後、資料２－１、資料３、資料４、それから資料５、これも厚いクロマグロ

のものですが、これがございます。その後、資料６－１です。

資料のほうは以上のとおりとなりますが、不足の資料がございましたら、事務局までお申しつ

けください。また、会議の途中でも、落丁等ありましたら遠慮なく事務局のほうにお願いいたし

ます。

以上です。

○橋本会長 ありがとうございました。

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の署名人を、

恒例によりまして選出しておく必要がございます。本委員会の事務規程第12条により会長の私か
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らご指名させていただきますので、よろしくお願いします。

道府県の互選委員からは秋田県の小坂榮一委員、農林水産大臣選任委員からは伊藤保夫委員の

お二人に、本日のこの委員会に係る議事録署名人をお願いしたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

それでは、議題に入りたいと思います。まず、議題（１）の「水産資源の状況について」でご

ざいます。

本委員会では、本委員会に設置された部会の区域をまたがる資源として、「日本海沖合ベニズ

ワイガニ資源回復計画」、それから「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、及び「マアジ対馬暖流系群資源回復計画」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日本海漁業資源部の廣

瀬主任研究員からベニズワイガニについて、また西海区水産研究所東シナ海漁業資源部の西村部

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水産学研究科の今井教授から包括的資源回復計

画に関連する沖合底びき網漁業の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たい

と思います。

それでは、廣瀬主任研究員から、よろしくお願いいたします。

○廣瀬日本海区水産研究所主任研究員 ご紹介にあずかりました日本海区水産研究所の廣瀬と申

します。よろしくお願いいたします。

それでは、ベニズワイガニ日本海系群の資源状況についてご説明いたします。

まず、漁獲動向についてご説明いたします。資料１の４ページ上の図をご覧ください。ベニズ

ワイガニですが、皆様ご存じのとおり、かご網で甲幅90ミリを超えるものはオスのみを漁獲して

おりますが、1980年代前半に非常に高い漁獲量の値を示した後、減少しまして、90年代は２万ト

ン前後で推移しました。その後、減少しまして2003年に最低値を記録し、その後やや増加しまし

て、2009年は暫定値ではありますが１万6,000トンというふうになっております。

続きまして、資源状況、資源評価の内容についてご説明いたします。2007年から個別割当制が

導入されたため、漁獲量の動向で資源の状況というのを判断することが難しいというふうに考え

まして、ＣＰＵＥと漁場面積から求めました資源量の指標値をもとに資源評価を行っております。

また、これも上の図の黄色い点をつないだ線がその資源量の指標値なんですけれども、これはＥ

ＥＺ内全体のものを示しておりますが、大臣許可水域の資源量の指標値は1996年以降減少傾向に
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ありましたが、2002年に最低値になった以降はおおむね増加傾向となっております。

一方、知事許可水域では1978年以降大きな変化はないんですけれども、近年では2003年以降増

加傾向となっておりまして、ＥＥＺ内の試験量の指標値も増加傾向となっております。また、こ

こには書いてございませんが、漁獲物の大型化も見られ、資源全体としては回復傾向にあるもの

と考えておりますが、ＥＥＺ内全体の資源量の指標値がまだわずかに中位水準というところには

達しておりませんで、低位水準と判断されました。

この結果から、繰り返しになりますが、資源水準は低位、資源の動向は増加傾向というふうに

判断いたしました。

付け加えですが、日本海西部、隠岐の西側の暫定水域内なんですけれども、ここ２、３年程度

は卓越年級群の加入が予想されるため、資源状況はよくなるとは思われますが、何年級とはここ

では断言できないんですけれども、それ以外の年級群は余り多くないため、小型個体の混獲を極

力避けるようなことをし、その入ってきた卓越年級群をうまく利用するのがよろしいのではない

かというふうに考えております。

簡単ですが、以上です。

○橋本会長 それでは、次に西村部長、よろしくお願いします。

○西村西海区水産研究所部長 それでは、引き続きましてアジ・サバ・イワシについてご説明さ

せていただきます。

お手元のダイジェスト版の５ページからマアジの資料になっております。６ページ目の冒頭部

分に漁獲量の推移、それから黄色い折れ線グラフの推移によるＣＰＵＥの推移が示されておりま

す。

1990年代の半ばに漁獲量が増えましたけれども、2000年代に入ってから大体10万トンから15万

トンの水準で漁獲量が推移しております。図の黄色の線で示していますＣＰＵＥを見ていただき

ますと、2008年、2009年とここ２年ＣＰＵＥが増加しているところが見えてきております。日本

は2009年、約14万トンの漁獲でしたけれども、韓国では２万トン程度漁獲しているということで

ございます。

資源評価につきましては、日本と韓国の漁獲を合わせて年齢別漁獲尾数に分解しまして、チュ

ーニング・コホート解析を行って資源量推定を行っております。その結果が６ページの真ん中、

黄色い背景の図でございますけれども、黒の折れ線グラフで示してある部分がマアジ資源量の推

移になっております。2000年以前のところで高い水準にあったものが、若干変動している中で近

年落ち込んでいましたけれども、最新年にかけては若干その資源量が増加している様子が見えて
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きております。

コホート解析によりまして、親魚量、加入量というものも推定されてきております。2009年の

加入量は68億尾、親魚量は21万トンということがその隣の緑色の背景の図の中、09というポイン

トに示されております。ここに示されています親魚量21万トンといいますのは、この資源に関し

て回復措置を必要とする15万トン、いわゆるＢlimitと呼ばれている管理基準値ですけれども、

その15万トンをおよそ６万トン程度超えたところで親魚量が維持されておりますので、あえて厳

しい管理措置をとるというところには入ってきておりません。

そのため、次の７ページでございますけれども、これは2009年以降の左側が資源量、右側が漁

獲量として、仮定された漁獲圧のもとで漁獲を継続した場合、資源量と漁獲量がどうなっていく

かというところを示しております。四角いボックスのマークで示してあるところが現在の漁獲、

Ｆcurrentでのものとして仮定しているところで、現在のＦcurrentで漁業を継続していても、漁

業は持続的であると判断されるところです。

このようなことが資源評価のまとめとなりますけれども、管理のほうといたしまして、現状の

Ｆ、今述べましたように妥当なところにあるわけでございますけれども、加入量当たりの漁獲量

を増加するためには０歳魚の漁獲圧を減少させるのが望ましいということを考えておりまして、

これは回復計画の理由の一つになっているところかというふうに考えるところです。

次に、マサバに移ります。マサバは資料の９ページになります。マサバにつきましては、マア

ジに比べると外国の漁獲量が多くなっている魚種です。2009年の我が国の漁獲量は13万トンであ

りましたけれども、韓国は同じ年に18万トン獲っております。中国は、その漁獲統計の信憑性に

いろいろと問題が指摘されておりますけれども、サバ類で2008年ＦＡＯの統計によりますと59万

トンという報告が見えてきております。

10ページに漁獲量とＣＰＵＥの図が示されております。漁獲量を見てみますと、70年代の30万

トンという程度から、近年2000年代に入ってからは10万トンちょっとということで、その漁獲量

の水準は低いところに落ち込んできております。ただ、最新年2005年以降の動きを漁獲量で見て

いただきますと、若干漁獲量が増加している傾向にあるというところが見てとれますし、黄色の

マークで示しておりますＣＰＵＥ単位漁獲努力量当たりの漁獲量を示してみますと、やはり最新

年増加している傾向にあると判断しております。

マサバにつきましては、マアジと同様にチューニングＶＰＡにより資源量が推定されておりま

す。10ページ真ん中、黄色い背景の左側の図、黒丸の推移で資源量の推移を示しています。漁獲

量と同じような動向を示しておりますけれども、2000年代に資源量が減少したところですけれど
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も、遡ってみますと2008年、2009年というところから資源量が増加しているように見てとれます。

そのため、このことが最近の漁獲に反映されているというふうに考えているところです。

右側の緑色の背景のグラフですけれども、これも先ほどと同じように横軸に親の量、縦軸に加

入の量を示しています。2009年につきましては、ここの矢印で示しているところに親魚量が位置

しておりまして、これはＢlimitとされている水準を上回ったところに存在しております。その

ため、この資源につきましては前年度までは低位水準としておりましたけれども、ある程度Ｂli

mitという水準を超したところにあることから中位水準として取り扱うこととして、動向は、過

去５年の資源量の推移を見ながら増加というふうに判断しております。

ちなみに、この動向については横ばいとか減少とかというふうに区分しておりますが、これに

つきましては、直近年あるいは最新年の動向に反映されるものではなくて、そこに至るまでの５

年間の動向を見ながら判断しているということについて、ちょっと追加して説明を加えさせてい

ただきたいと思います。

この資源、例えばＦcurrentで漁獲していった場合どうなるかということが11ページに示され

ております。ここも先ほどと同じように、四角いボックスで示したものでＦcurrentの漁獲を継

続した場合の資源量と漁獲量の推移が見えております。ここで示しますように、資源量、漁獲量

はＦcurrentのままで穏やかに増加していくということになります。

以上がマサバについての簡単な説明であります。

アジ・サバ・イワシにつきましては、もう一つマイワシが残っておりますので、最後にマイワ

シ、13ページからの説明に移ります。

これ、ご存じのように13ページの一番下のところに漁獲量の動向がありますけれども、この系

群のマイワシ、1980年代、1990年代に非常に大きな漁獲が出ていましたけれども、2000年代以降、

それはもうこの１つのグラフでは表わしきれないような水準に落ち込んでいるというのが現状で

ございます。

2000年以降の漁獲量の推移を右側に、縦軸を拡大してお示ししております。縦軸のスケールが

もう全然違うということでご理解いただきたいと思いますが、2007年に若干増えていたんですけ

れども、2008年、2009年、そこには及ばないところに漁獲は留まっております。しかしながら、

こうやって見ていきますと、低水準であるとはいえ2001年以降、その漁獲量は増加している傾向

にあると判断しております。

この資源につきましてもコホート解析を行っておりますが、何分この資源状況が非常に厳しい

ものですから、用いるデータ数、漁獲物情報の量などが非常に限定的なものとなっております。
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従いまして、コホート解析で出す資源量推定値というのは、現状では我々の資源評価の作業の中

では参考値としての取り扱いに留めております。その中で資源量と加入状況というものを判断し

ておりますが、あくまでもこれは参考値として取り扱っているというふうにご理解いただくとこ

ろかと思います。

出てきた数字では、一応、資源水準は過去の状況を考えれば当然低位、ただし先ほどお示しし

たような漁獲量の推移などから、動向を増加傾向としております。この資源につきましては、前

年から大きな改善は見られておりません。そのため、我々のほうの資源評価の中では、専獲を避

けていただいて混獲程度にしていただくと、そういった形で管理していただくということで、こ

の数年提言させていただいているところです。

以上で、簡単ですけれども３魚種の説明といたします。

○橋本会長 ありがとうございました。

それでは、今井教授、お願いいたします。

○今井水産大学校教授 水産大学校の今井です。よろしくお願いいたします。

私のほうからは、先ほど会長からもご紹介いただきましたように、日本海西部・九州西海域の

中でも、日本海西部の２そうびき沖底の資源について、資料１－２、一枚紙、両面刷りになって

おりますが、これに基づいてご説明いたします。

対象とする魚種、日本海沖底の主要な魚種が幾つかありますけれども、全部で５魚種プラス、

あと６番にその他ということで全部で７魚種です。これらについて説明したいと思います。

最初にキダイなんですが、全体の話として、まず１番と２番のキダイは下関の船。沖底は下関

に９カ統、それから浜田に６カ統がございまして、その合計、ほぼ似たような資源を漁獲してい

るわけなんですが、データの質等の関係で、キダイとアカムツは下関船の対象とする資源だけを

含めています。これは下関船のほうが大体４対１ぐらいの量で多く獲っておりますので、それと

浜田とのデータの質とか期間の関係で、どうしてもこれを両方入れると過去のデータが使えなく

なってしまうという関係で、ここは下関船、残りのカレイ類３種については両方のデータを入れ

ています。

キダイなんですけれども、資源量が1,300から2,700トンで、親の資源量、産卵をするメスの資

源量は370から1,100トンの範囲で変動しております。キダイの場合は年変動傾向というのがほと

んど見られず、大きな変化はしておりません。加入量の変動というのが、隔年みたいな形で増え

たり減ったりということで、ほぼ安定しています。再生産関係から見た最適な加入量を得るよう

な値をやや超えたような状態で、近年推移しておりますので、資源としては中位程度、あるいは
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高位といってもいいのかもしれませんが、安定しており、非常に我々にとっては優等生的な魚種

であるというふうに言えると思います。

ただし、小型魚が多く漁獲されますので、資源を有効に利用するという点では、小型の魚を獲

り逃がして大型にして漁獲する、このことによって非常に漁獲金額が多くなるということが見込

めます。資源管理効果が非常に大きな魚でもあるというように思っております。

続きまして、２番のアカムツですが、これは下関船ですので、検討の範囲が1992年以後昨年ま

であります。資源量は1996年に最低の250トン、そして1,200トンまでの範囲でかなり大きな変動

を示している、最近増加傾向にあるという種であります。このアカムツは、要は下関船が約500

トンぐらい獲るんですけれども、非常に単価の高い高級種、ある地方ではノドグロと言われてい

る魚ですので、高いときには５キロ入りの１箱が３万円を超えるというような高級魚であります。

非常に高い収益性を持つ魚ですので、大事に使っていかなくてはなりません。メス親資源量は96

年にやはり70トンという最低を示しましたが、その後増加傾向にありまして、後に書いてありま

すように1998年級、2001年級そして2004年級と３年おきに98年以後、卓越年級が出ました。そう

いったことに関わりまして、2004年にメス親が390トンとかなり高い数値となり、2005年、2006

年はちょっと減ったんですが、2008年に最大の480トンになりました。2009年は一気にちょっと

減っていますので、ちょっと心配なところです。これは恐らく2004年の卓越年級が親からなくな

ったということによって、急激に親の資源量が減ったということです。

実は最近の、基本的に今言いました1998年から2004年までの間がアカムツにとって非常に好条

件だったと考えられるんですが、2005年以降は、そんなに悪いというほどではないんですけれど

も、ほとんど卓越年級が出ていませんので、今後さらに親資源が減っていく可能性があります。

高級魚でもありますので、親資源をこれ以上減らさないような管理方法をとっていくというのが

必要だというふうに考えています。

続きまして、ムシガレイです。これは浜田と下関両方のものですけれども、キダイに次ぐ程度

の資源量を持っています。カレイ類は大体、浜田が非常に沖底船がたくさん獲る魚でして、大体

下関と浜田の量が同等、あるいは浜田のほうが若干多い場合もあります。資源量が1,500から3,0

00トンぐらいで、メス親の資源量が470から1,070トン。1998年から2000年までの３年間に続けて

卓越が出ました。その後また３年間、余りよくない群れが出てくるというような状況で、近年増

加傾向というふうに思っているんですが、なかなか増えきらないです。まだまだもう少し、過

去の時代に3,000トンから5,000トンの漁獲があったので、これはちょっとオーバーな数字ではあ

るんですけれども、それに比べるとまだ水準は中の下ぐらいの状態なんではないかというふうに
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思います。

続きまして、ヤナギムシガレイです。これも浜田と下関の両方の資源量で、98年以前のデータ

が得られません。これはなぜかといいますと、98年以前にはほとんど獲れなくて下関の銘柄とい

うのが分けずに全部まとまってしまっていて、年齢に関するデータがないということで、98年以

後に資源量が750から1,500トン、メス親資源量が370から870トンといったように、1998年以後に

親資源量はどんどん、どんどん増えてきています。最近ちょっとやや下がったかなというような

状況です。加入量は1,300から1,800万尾程度でほぼ安定しているんですが、先ほど言いましたよ

うに97年の段階ではほとんど銘柄分けができないほど獲れなかったものが、98年以後急激に獲れ

るようになりました。これは全国的に同じような傾向があるようです。

それで、今言いましたように過去のデータがありませんので、どうやって増えてきたというの

が調べられないんですが、97年級というのが、またその翌年以後と同じような水準でありました。

親の量がもっと少なかったと思います。これが恐らく少ない親から卓越年級が出て、資源回復の

きっかけになった年級じゃないかなというふうに今、考察しています。これも資源を余り減らさ

ないように気をつけながら漁獲していけば、今のところ安心できるような資源であります。

続きまして、ソウハチです。ソウハチは資源量が860から2,200、メスの親の資源量が260から6

70トンとなっています。これは今までお話ししてきた魚と反対の傾向を示しまして、98年から20

01年までの４年間５年間の間に非常に加入量が悪くて、資源が急激に減ったんですね。ところが、

2004年以後に大きな卓越が入りまして、いなくなっちゃうんじゃないかと心配した魚が急激にま

た回復しました。2004年から2008年級まで、いずれも同じ非常に高い加入量水準を持っていまし

て、今、過去の90年代の初頭の資源量よりも大きいような状況に回復しております。非常に回復

力の強い魚ということです。

これまでの魚と違うのは、これは冷水性の魚でして、大体130メートルより深い、水温10度以

下ぐらいのところに多く生息しています。恐らく98年から2000年程度のころの水温の高い時期に、

彼らにとっては条件が悪くなったんですが、その後は非常に速いスピードで回復したという種類

になります。

それから、最後にキアンコウとイボダイですが、いずれもキアンコウも先ほどのヤナギムシガ

レイと同じように、1998年級ぐらいのころから資源が急激に増えてきています。もう増えきって、

最近はちょっとキアンコウは資源が減り気味ですが、加入量の水準はまだ大きく減ってはいない。

今後も注視しながら利用していくべき魚であります。

イボダイは、年齢が非常に短くて最大で５年ぐらいしか生きない魚なんですが、これもやはり
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90年の後半に98年級が卓越、それから2003年級が卓越群で、これで資源が維持されていたんです

が、その後、卓越群は入っておらず、年齢が若いので急速に資源量が下がってきています。です

から、これはちょっと維持しながらというのは、自然環境にかなり影響される魚というふうに考

えたほうがいいかと思います。

以上が私の説明です。

○橋本会長 ありがとうございました。

すみません、ちょっと資源状況の説明につきまして、西村部長のほうから以西底びきの関連の

魚種の資源状況の説明をちょっと飛ばしましたので、そちらのほうを追加的にご説明をお願いい

たします。

○西村西海区水産研究所部長 ありがとうございます。

我々のほう、以西底びきも含めた東シナ海漁業資源、それからムシガレイ、ソウハチについて

は日本海区水研のほうで資源評価も担当しておりますので、そのムシガレイ、ソウハチ２魚種に

ついては日本海区の廣瀬主任研究員から、またそのほかの魚種については私のほうから、もう一

度、先ほどダイジェスト版としております17ページ以降の魚種についてご説明させていただきた

いと思います。

包括的資源回復計画の対象として10魚種含まれているかと思うんですけれども、これすべてを

説明していくのに時間をかなり要しますので、簡略な説明にとどめておきたいと思います。

マダイにつきましては、2009年の漁獲量およそ6,000トンとなっておりまして、この資源につ

いてはコホート解析により資源状態の解析がなされて、水準と動向が判断されております。それ

によりますと、最新年の水準は中位、動向につきましては、過去５年の資源量の推移から見て増

加傾向と判断しています。管理措置については、現在の漁獲圧のままで特に問題はないという中

で漁業が継続していると判断しているところです。

次にキダイについては、今、今井先生のお話にもありましたけれども、我々のほうの資源評価

の中でも中位で横ばいということで、優等生的な資源ということで持続的な漁業が継続されてお

ります。2009年の総漁獲量は約4,000トンとなっておりまして、ＣＰＵＥは近年上昇している様

子が示されております。管理方策につきましては、この魚種は再生産関係から資源量の回復措置

を要するＢlimitというものが設定されておりますけれども、現在の親魚量はそれを上回ってお

りますので、この漁獲圧を継続していくことが妥当として、ＡＢＣがＦcurrentの中で設定され

ております。

次にタチウオなんですけれども、これ１カ所、すみません、訂正がございまして、25ページの
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下から３行目なんですけれども、「６千～８千」となっているところ、これ６万から８万のミス

であります。申し訳ありません、これ、修正をお願いいたします。韓国の漁獲量がこの程度ある

というところの書きぶりをちょっと修正する必要がございます。

タチウオにつきましては、漁獲量が26ページに示されております。1980年代、以西底びき網で

非常に多くのタチウオが漁獲されておりましたが、以西底びきの漁獲量はその後減少してまいり

まして、近年ではひき縄、あるいは大中まき網などの中で漁獲がなされているところです。この

魚種につきましては、資源量推定を行うだけの情報がそろっておりませんので、漁獲量あるいは

ＣＰＵＥをもとにして資源の状態を判断しています。現状の資源水準、この漁獲の状況を見てい

ただければおわかりかと思いますけれども低位で、動向は近年の漁獲状況など、それから調査船

調査による現存量の推移なども判断して、横ばいとしていまして、低位で横ばいというふうに判

断しています。資源評価の中では、漁獲圧を現状から若干削減することが適当であるとして、Ａ

ＢＣが計算されております。

次にヒラメですけれども、27ページでございます。この魚種につきましては沿岸域で多くの漁

業種による対象となっています。2009年の漁獲量は1,328トンとなって、前年よりやや減少して

いる中です。コホート解析による資源量の推移が、28ページの真ん中の図に示されております。

2009年の推定資源量はおよそ3,000トンを超えたところにありまして、1986年以降の資源量、高、

中、低に３等分した場合には中位に位置すると考えております。Ｂlimitが2,500トンとして設定

されておりまして、近年の親魚量はこれを上回ったところにあるところから、現在の資源量を維

持するというようなシナリオでＦsustainableのＦsusというところでＡＢＣを設定しております。

この後のムシガレイ、ソウハチ２魚種については、日本海区水産研究所で評価を行っておりま

すので、廣瀬主任研究員のほうから説明を行わせていただきます。

○廣瀬日本海区水産研究所主任研究員 続きまして、ムシガレイ、ソウハチの資源状況について

ご説明いたします。

ムシガレイですが、日本海西部、隠岐諸島周辺から西側の大陸棚上の資源を評価対象としてお

ります。資源評価の方法としましては、沖合底びき網、主に２そうびきですが、それの資源密度

指数や資源量指数の動向で水準を判断し、コホート解析による資源量推定により動向を推定して

おります。沖合底びき網の資源密度指数や資源量指数は近年増加傾向にありまして、2009年の値

はその中でも中位水準にありましたことから、資源水準は中位というふうに判断しております。

また、資源量の動向を見ますと、近年では増加傾向にあること、また、先ほども述べましたよう

に沖底の資源密度指数、資源量指数も増加傾向にあることから、動向は増加傾向というふうに見
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ております。

また、加入量も1993年以降では中程度の水準にあること、漁獲圧は近年減少傾向であることな

どから、現状程度の漁獲圧でも加入量さえ現状が維持されれば、資源量は増加するのではないか

というふうに考えております。

続きまして、ソウハチです。ソウハチもムシガレイと同じ海域の資源が評価対象となっており

ます。ソウハチでは、沖合底びき網の資源密度指数により水準を、またコホート解析による資源

量の推定から動向を判断しております。資源密度指数なんですけれども、沖合底びき網の１そう

びきでは中位、２そうびきでは高位というふうに判断されるんですが、２そうびきでは漁獲量、

漁獲努力量とも少ないということを考慮しまして、全体では１そうびきのほうの中位をとりまし

て、資源水準は中位というふうに考えております。

また、資源量のほうでは2004年ぐらいから増加を示しまして、2007年でピークを迎えてその後

減少したということで、上がって下がってというような傾向ですので、増加して急減したという

ことで傾向がつかめないため、動向は横ばいというふうに考えております。近年、親魚量という

のは比較的高い水準にあるんですけれども、加入量が減少傾向にあることから、少し注意が必要

なのではないかというふうに考えております。

○西村西海区水産研究所部長 続きまして、ウマヅラハギ、底魚一般、ケンサキ、アマダイ、手

短にご説明させていただきます。

まず、ウマヅラハギでございます、39ページ。近年の漁獲量は39ページの一番下の図に示され

ております。ご覧いただくようにやや減少の傾向にあって、2009年の我が国沿岸、東シナ海での

漁獲量を合わせて2,500トン程度と推定されております。右側に中国と韓国の漁獲量の推移を示

していまして、1980年代、1990年代に非常に高い漁獲量が得られていたというところです。

ここで示されますような中国や韓国の漁獲量に合わせて、西海区水研で実施しております調査

船調査の現存量調査の結果等を勘案しまして、現在の資源水準は低位、漁獲量の動向からは減少

と判断しております。そのため、現状の漁獲圧をベースとしたＡＢＣ算定、若干現状よりも減ら

すというような方向での提案がなされております。

続きまして、東シナ海の底魚類でございます。これにつきましてはキグチ、シログチ、ハモ、

マナガツオ類、エソ類、カレイ類などを含んだ評価になっております。それぞれの魚種の漁獲量

の推移が41ページの下に示しておりますけれども、ご覧いただきますように以西底びき網の漁獲

量の減少に伴いまして、近年この魚種の漁獲量は低迷しているところです。

また、ＣＰＵＥを42ページの上のところに示しておりますが、一部の魚種、例えばムシガレイ
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などについては若干、最近になって大きくなってきている傾向がございますが、一般にＣＰＵＥ

は右肩下がりというような状況が見えております。このような状況を判断しまして、ここで示す

複数魚種に関しまして、おおむね資源水準は低位の状態が続いており、その動向はおおむね横ば

いとなっています。一部キグチについては不明ということになっています。

43ページに、ケンサキイカについての資源評価の結果をお示ししております。これにつきまし

ては、44ページに漁獲量の推移を示しておりまして、左側に我が国の総漁獲量、右側に以西底び

き、沖底、長崎県さんの釣り漁業、それから中型いか釣り漁業などと、漁業形態による漁獲量の

変動を示しております。一時的に横ばい、あるいは増加することはあるようですが、ここに見え

ているようにおおむね減少が続いて現状に至っていると判断するところかと思います。2009年の

漁獲量は約9,000トンとなっております。このような漁業の漁獲量、それからＣＰＵＥの動向か

ら、水準は低位、動向は横ばいというふうに判断しています。

もちろんこの魚につきまして、他国等の漁獲も随分とあるように承知しておりますので、そこ

ら辺のところも含めた管理が必要になるというふうに考えているところですが、ＡＢＣにつきま

しては、現在の漁獲量水準に合わせるような形で資源量指標値の変動を勘案しながら提案してい

るところでございます。

包括的資源回復の中のターゲット魚種としては最後の説明になりますが、アマダイ類です。こ

れにつきましても、先ほど今井先生からご説明があったところですが、我々のところでは東シナ

海広く一般にということで、資源状態、水準、動向を判断しているところです。関係する漁業、

それから調査船調査結果などを合わせて資源の状況を判断しております。これについては低位、

横ばいということで、近年は近くの漁場では一部回復傾向が見えることもありますけれども、東

シナ海全体としては資源水準は低位、横ばいというふうに判断しております。

また、ほかの底魚魚種もそうなんですけれども、必ずしも我が国一方の管理というわけにはい

かず、外国の漁獲というものが資源に対して及ぼす影響は当然想定されておりますので、そうい

ったところにおきましては、関係国との協力した管理が必要であろうということで、おおむね多

くの魚種にそのような形での記載を管理方策の中でつけさせていただいているところです。

長くなりましたけれども、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。

包括的計画が含まれますので、非常に多くの魚種の資源状況についてご説明をいただきました

が、これまでの資源状況の説明に対して何かご質問等ございますでしょうか。

確認をとりたいこととか何でも結構でございますが、特段ございませんか。よろしいですか。
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それでは、資源状況の説明の次の議題に移りたいと思います。議題の（２）でございます。議

題の（２）は「資源回復計画について」、部会の区域を越える資源についての資源回復計画の状

況でございます。本日の委員会では、この部会の区域をまたがる資源回復計画の取組状況の報告

等を受けまして、一部計画の変更等もあるようですが、それらをご審議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。

それでは、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一部変更につ

いてでございます。事務局から説明をお願いいたします。

○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資源管理計画官の三上でござい

ます。よろしくお願いいたします。

日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画ということで、平成17年４月に策定、公表しておりま

して、対象魚種を特定して策定した計画ということとなっております。23年度までの７年間の計

画期間としまして、大臣許可漁業である日本海ベニズワイガニ漁業と、兵庫県の知事許可漁業の

ベニズワイガニかご漁業の各漁業者の皆様によって取り組みがなされているというものでござい

ます。

資料の２－１をご覧いただきまして、本年３月以降10月末日現在までということで、協議会の

開催実績を記載させていただいております。最初に境港へ陸揚げしている新潟県、鳥取県、島根

県の各漁業者に関してまとめております。おおむね毎月のペースで境港の三者協議会というもの

を開催しておりまして、ベニズワイ産業の状況について意見交換をするとともに、記載のとおり

多岐にわたって議論をしているというような状況でございます。

このほかに、記載のとおり大臣許可の各漁業者による自主規制検討会というもので、資源の利

用の合理化を図るための自主的な取り決めとしまして、資源管理協定の締結に向けた検討がなさ

れております。

次のページをご覧いただきまして、兵庫県の香住港へ陸揚げしている兵庫県の各漁業者におい

ての取り組みでございまして、こちらも相当の頻度をもって漁業者と漁協と研究機関等の方々と

協議会が開催されております。内容につきましては、リングの装着状況やその効果等の取り組み

について、また漁場利用に係る調整について意見交換がなされておりまして、先程申し上げまし

たとおり、資源管理協定の締結に向けた検討が同じくなされております。

次の紙面でございます。本計画に基づく取り組みといたしまして、10月末日現在までの実施状

況ということで記載させていただいております。４つの県別に記載しておりますけれども、内容

につきましては２つの陸揚げ港ごとの取り組みにまとめられます。まず、境港陸揚げの新潟、鳥
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取、島根の各県、各漁業者に係る取り組みでございます。

休漁に関しまして、最初は平成18年６月期に休漁を行っております。その後、平成19年の漁期

より漁獲量の上限設定という形に移行して取り組みがなされているというところでございます。

減船につきましては、今のところ未定となっております。今後そのようなことがあれば検討して

いくということになります。改良漁具の導入に関しましては、脱出口付きのかご、いわゆるリン

グ付きかごと言っておりますけれども、漁獲対象サイズ未満の小型のカニを逃がすためのリング

付きかごというものを導入しております。そして、小型ガニの保護ということで、これは速やか

に海中還元するという取り組みを実施中でございます。

他方の香住陸揚げの兵庫県の皆様の取り組みでございますけれども、休漁に関しましては、平

成17年の回復計画開始以来、順調に６月の１カ月間の追加休漁の取り組みをしております。減船

に関しましては、知事許可船１隻が平成18年度に減船しております。同じく今後の減船につきま

しては、現時点においては未定ということでございます。

さらに改良漁具の導入でございますけれども、これも21年から実施しているというような状況

にあります。

続けて（２）でございますけれども、漁場環境保全措置ということで、新潟、兵庫、鳥取、島

根の各県の漁業者の方々において、７月から８月のうちの一定期間において海底清掃を実施して

いるというような状況でございます。

次の紙面でございますが、２－２でございます。これにつきましては、現在の回復計画の４番

に当たります、資源回復のために講じる措置と実施期間というところに記載している取り組みの

内容が書かれている部分ですが、ここについて一部変更したいということで変更案をお諮りした

いと思います。

本表については右側が現行の記述でございまして、左側が変更後の記述という対照表（案）と

なっております。変更箇所にはアンダーラインを引いております。

内容でございますが、最初に（１）の①の柱書き部分、それからア）の部分の修正でございま

すけれども、これは記述ぶりの適正化ということで、いわゆる技術的な修正ということでご理解

いただきたいと思います。現行の「漁獲努力量削減措置」という書きぶりを「措置」というふう

にしまして、明瞭な記述にしたいというものでございます。

次の「実施を検討する」という部分につきましては、「実施することを検討する」ということ

で、これも同様に適正な表現としたいということでございます。

その次の「漁獲努力量の削減措置」につきましては、現在まで取り組みしている漁獲量上限制
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をここに明示することといたしまして「年間の漁獲量の上限設定の措置」というような記述に変

更したいというものでございます。

次にイ）の部分でございますけれども、これは実質的に措置内容を変更することに伴う記述の

変更ということでお諮りしたいと思います。今般、兵庫県の香住港を陸揚げ港としております大

臣許可船１隻につきまして、これまで境港へ陸揚げしてきた12隻の大臣許可船がございますけれ

ども、その大臣許可船が取り組みしてきた年間の漁獲量の上限設定と同等の措置を講じることと

いたしております。このため、従前まで取り組みしてきた６月期30日間、これの休漁措置という

ものにかえて、当該漁獲量の上限設定の措置ということをもって行うことができる旨の記述に変

更したいと、そのような内容となっております。

関連しまして、当該漁獲量の上限設定を導入するに至った経緯ということでご説明させていた

だきます。今漁期開始の９月から、大臣許可船につきましては許可に付する、許可の制限又は条

件の見直しというものが行われております。境港陸揚げ港の各船は、平成19年の漁期から漁獲量

の上限設定の措置がなされておりますけれども、既に３漁期を経過しておりまして取り組みとし

て定着しているということで、同時に使用できる連及びかご数の最高数の規制については廃止す

るというような整理がなされております。その際、境港ではございませんが、香住港陸上げの大

臣許可船１隻につきましても検討しまして、漁獲量の上限制を導入することとしたものでござい

まして、当該上限制を設定し、同様にそのような規制を廃止するということで、特段の問題が生

じないというような判断をしております。

このような事情がございまして、香住港を陸揚げ港としている各船に係る現在の記述について

変更させていただきまして、その内容については、兵庫県知事許可船に係る削減措置を現行のよ

うな規定をした後に、それに加えまして「大臣許可船は当該追加休漁等をする又はこれに相当す

る年間の漁獲量の上限設定による措置を講じることとする」というような、選択ができる幅を持

たせた規定ということで追記させていただきたいというものでございます。

また、変更（案）最後の部分でございますが、「当該追加休漁等と当該年間の漁獲量の上限設

定による措置とを併せて実施することを検討する。」という追記部分につきましては、従前まで

香住港陸揚げの兵庫県知事許可船と足並みをそろえて、６月期30日間の休漁措置を講じてきたこ

と等から、両方の措置の柔軟な取り組みについて実施することを検討することが非常に重要とい

うような認識がございまして、当該内容をもって記述したいというふうに考えているものでござ

います。

変更（案）につきましては以上のような説明となりますけれども、あわせてその取り組みを変
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更する大臣許可船１隻に係る、今漁期22年漁期からの漁獲量の上限設定の考え方についてもご説

明させていただきます。

平成22年９月からの漁獲量上限の設定でございますけれども、境港陸揚げの各船、これが19年

導入する前の直近の18年漁期の漁獲実績を基礎としまして整理しております。直近の21年という

ことで、今回の兵庫県の大臣許可船につきましても直近21年の漁期、漁獲実績というものを基礎

として同様に考えております。ただし、この香住港陸揚げの漁船につきましては、６月期の30日

間の休漁措置というものを、先程ご説明のとおり17年の計画開始以降ずっと継続取り組みをして

きたというような状況でございますので、これまでの漁獲努力量削減措置として操業可能の期間、

10カ月のうちの１割相当である１カ月の休漁を取り組みしてきた結果ということでの漁獲実績で

あるということを鑑みまして、21年の漁期の漁獲実績値をもって、その漁獲量の上限値というこ

とで今回整理しております。

以上ご説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○橋本会長 ありがとうございました。

日本海の沖合ベニズワイガニ資源回復計画の取組状況と一部変更についての説明でございまし

た。この議題については、この計画の一部変更をご審議いただくことになると思います。

ただいまの説明につきましてご質問、ご意見等ありましたら承りたいと思いますが、何かござ

いませんでしょうか。

特段ございませんようでしたら、参考人に西野正人会長、かにかごの会長さんが来られていま

すので、何か西野会長、ご意見等ございますでしょうか。

○西野会長 特にございません。

○橋本会長 特段よろしいですか。

それでは、特段のご意見、ご質問等ないようですので、本委員会として、この計画の一部変更

の説明がございましたが、この一部変更について了承するということでよろしいでございましょ

うか。

（「異議なし」の声）

○橋本会長 それでは、本委員会として、この一部変更について了承したいと思います。

また、あわせまして今後、公表に係る事務手続等があると思いますので、この事務手続上、こ

ういった一部改正、計画の改正等の部分的な修正あるいは文言の訂正、そういったものが生じた

場合には私にご一任いただくことでよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声）
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○橋本会長 ありがとうございます。それでは、そのように取り計らいたいと思います。

それでは、次の議題でございますが、次に日本海西部と九州西海域の底びき網漁業、これは２

そうびきの包括的資源回復計画、この資源回復計画の取組状況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

願いします。

資料の３をごらんいただきたいと思います。取組状況ですが、まず１ページ目ですが、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おきましては平成18年度に１組２隻の減船

を実施しており、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

を今年８月から全船で導入しております。また、以西底びき網漁業につきましては、今年５月16

日から５月31日までの16日間、資源保護の観点から係船休漁を実施しております。

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、今年８月に山口県

海域におきまして、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、沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業それぞれの漁業に

おきまして、漁場機能の維持管理のため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。

次の２ページにつきましては、本資源回復計画の概念図を添付しております。また、３ページ

につきましては、漁業者協議会等の開催実績を整理させていただいております。

以上、簡単ではございますが、取組状況となっております。

○橋本会長 ありがとうございました。

日本海西部・九州西海域底びき網、これはいわゆる以東の２そうびき、以西の底びき両方の包

括的資源回復計画の取組状況についての説明でございました。ただいまの取組状況の説明に関し

まして、何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。

よろしいですか。

それでは、よろしいようですので、次の説明に移りたいと思います。次の議題は、「日本海西

部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画の取組状況」でございます。これも事

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 それでは、日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイ

ワシ）資源回復計画につきまして説明させていただきます。九州漁業調整事務所の梅田と申しま

す。よろしくお願いいたします。
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資料４をご覧いただけますでしょうか。この計画は平成21年の３月にこの委員会で承認されて、

それより実行しております。アジ・サバ・イワシを主たる対象といたしますので、まき網漁業の

回復計画と思っていただければと思います。

まず、まき網といいましてもいろいろあるんですが、この計画では大きく２つに分けて取り組

みをしていまして、１つは大中型まき網漁業といいまして、大臣が許可している135トンですと

か80トンですとかそういった比較的大型のまき網船、それからもう１つは、知事許可の漁業にな

りますが19トンクラスを主体とする比較的小型のまき網船、この２つに分けております。大臣許

可のまき網船ですと許可された海域が広いので、割と広大な海域を使って操業ができるという特

徴がありますが、知事許可船は各県知事に許可された区域で操業しますので、操業形態というの

が大分違いますので、分けた取り組みというのをやっております。では、順に説明していきます。

まず１つ目ですが、大中型まき網漁業の取り組みとあります。これは大臣許可の比較的大型の

まき網船の取り組みです。内容としては、小型魚を主体とする漁獲があった場合には漁場を移動

しましょうということです。実施状況については記載のとおりですが、昨年、今年と１度ずつ漁

場移動の取り組みを実行しております。

２．としまして、中小型まき網漁業の取り組みとありますが、これは知事許可の19トンクラス

を主体としたまき網船の取り組みになります。

地域を分けていまして、まず山陰のほうの小型まき網船の取り組みですが、小型魚の漁獲が多

かった場合に自主的な休漁というのをするということで、速やかに検討して休漁するということ

になっております。実施状況は記載のとおりで、今年におきましては９月、10月にそれぞれ１回

ずつ計２回、自主休漁を実施しております。

続きまして、長崎県の19トンクラスのまき網船ですが、これはあらかじめ日にちを決めた休漁

というのを実施しております。21年度は８月、９月、１月、２月、今年度についてはより小型の

発生状況が多い時期ということで再検討しまして、７月、８月、９月、10月ということで休漁時

期を変更して実施をしております。ただし、長崎といいましても南北に長い海域ですので、北部

の方はこれまでどおり８月、９月、１月、２月、これは北部のほうの小型の発生状況というのを

勘案して、これまでどおりの取り組みということで時期を変更してやっております。いずれにし

ても長崎では４カ月間の毎週土曜日の休漁ということになっております。

続きまして、鹿児島の19トンクラスのまき網船ですが、これは鹿児島県での水揚げ日数を18日

以内にするという取り組みで行っています。これはもうどんなに凪だろうが18日以内というのは

組合さんのほうできちっとご指導いただいているということで、18日の水揚げ日数というのを遵
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守している状況です。

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・九州西海域のマアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画の取組状況を、大臣許可

の大中まき網漁業、それから県知事許可の中小型のまき網漁業の取り組みということでご説明を

いただきました。

ただいまの説明につきましてご質問等ありますればお受けしたいですが、どなたかご質問等ご

ざいますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、資源回復計画の取組状況の説明を終わらせていただきまして、次の議題に移りたい

と思います。

次の議題は（３）でございます。「太平洋クロマグロの資源管理について」ということで、事

務局から今後の太平洋クロマグロの資源管理の検討状況についての説明がありますので、それら

についてご審議をいただくこととしておりますので、よろしくお願いいしたいと思います。

資料５－１ですか、事務局から説明をお願いいたします。木島さん。

○木島資源管理推進室長 資源管理推進室の木島でございます。これは、私のほうからお話をし

たいと思います。

クロマグロに関しましては、皆様ご承知のとおり、今年の３月にワシントン条約の会議でモナ

コが、大西洋のクロマグロにつきまして国際取引を規制しようという提案がなされたわけです。

ご承知のとおり、結果としてはその提案は却下されたということになったわけですが、太平洋の

マグロに関しましても、やはりそういう取引の規制、つまり資源管理が十分行われていないんじ

ゃないかという批判が根強くあるわけでございます。

特に太平洋クロマグロに関しましては、我が国が最大の利用国であるということと、我が国周

辺水域が産卵域を持っているというようなことから、日本として積極的に資源管理に取り組む姿

勢を見せ、またかつ取り組んでいくというところが重要な課題になっていたわけであります。

このことに関しましては、もうこの皆様方、十分ご承知のとおり、担当者が各浜に入ってかな

りの回数ご説明をして、ご理解は十分賜ったものと考えておりますけれども、今回は具体的に特

に沿岸漁業者のうちの自由漁業者について届出制を導入をし、また漁獲量の報告をいただくとい

うことになっておるもので、その具体的な内容について簡単にご説明をしたいと思います。

資料の５－１でございますが、これは自由漁業者について届出制を導入する、また、報告をし



- 24 -

ていただく内容について記したものでございます。具体的には来年７月１日から12月末までの間

に、マグロを獲る自由漁業者について４月１日から６月20日までの間に届出をしていただくとい

う内容でございます。届出のスキームと申しますか根拠としては、当委員会の委員会指示という

ものを使わせていただこうと思っております。また、当然ながら現在、これは誰がどこでどの程

度マグロを獲っているのかということを把握しようということでありますので、現在、免許漁業

なり知事許可漁業におきましてマグロを獲っている方というのは、今回の対象の外でございます。

１枚めくっていただきまして、届出に必要な書類でございますが、届出書とあと本人確認をす

るということから漁船の登録謄本をつけていただくということになります。ただ、都道府県に漁

船原簿が登録されていることを確認した場合にはそれをもって代えましょうと。つまり、できる

だけ漁業者の皆様方の負担を軽減していこうと、軽くしていこうという趣旨でございます。

それから、漁績の報告でありますけれども、これ１枚めくっていただきまして、誰がどこでど

のようなマグロを獲りましたかということを出していただくことになっているわけでございます。

一方、２枚めくっていただきまして、これは大臣管理漁業の大中型まき網漁業におきましても、

クロマグロが漁獲が利用がされている状況がございます。大中型まき網に関しましては、未成魚

と成魚を分けて年間の漁獲を抑制するという方向で現在調整を行っているところでございます。

また、このことに関しましては、後でご説明いたします資源管理指針、資源管理計画の中で、ど

のような措置を講じていくのかということについて記入をしていく方向で整理をしていきたいと

いうふうに思っております。

さらに１枚めくっていただきまして、養殖業に関しましても、どのようなマグロ、すなわちど

こでどの程度のマグロが飼われているのかということもやっぱり把握をしていかなきゃならない

わけでありますので、マグロの養殖場の登録、これは７月に登録のお願いをしたわけであります

が、養殖の登録とあと実績報告を義務づけるという方向で、今、整理がなされております。

いずれにいたしましても、このような取り組みを通じまして、マグロ資源の適切な管理に一層

努めていくということが非常に重要な課題でありますので、皆様方のご理解、ご協力をお願いし

たいと思います。

また、マグロに関します届出制の委員会指示に関しましては、来年３月に行う次回の委員会で

お諮りをし、審議、議決をしていただければと思っておりますので、このこともあわせてよろし

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。
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今、概要の説明がありましたとおり、今後の太平洋のクロマグロの資源管理の取り組みに関し

て、沿岸クロマグロ漁業の届出制導入、大臣管理漁業とか知事許可漁業以外の自由漁業のマグロ

を獲っている者について、その実態把握あるいは漁獲成績報告書の提出も含めまして、この広域

の委員会の指示ということを目指して検討を進めているということでございました。

これに関しましてご意見、ご質問等ありましたら承りたいと思いますが、何か。

田中委員、どうぞ。まき網の。

○田中委員 まき網の田中でございます。

前回４月の広調委でも発言したんですが、クロマグロの資源管理については九州海域の大中型

まき網漁業者としては、応分の責任を果たしていく考えであります。２年前からは、２キログラ

ム未満の小型魚の漁獲抑制に既に取り組んでおります。今回の国際情勢を踏まえた新たな対応に

ついても、私どもにとって非常に厳しい話であるだけに、業界内部では既に何度も真剣な議論を

行っておるところでございます。このクロマグロの資源管理について、この場をおかりしまして

２点ほど発言したいと思っております。

まず初めに、クロマグロの資源管理は全漁業者が一体となって取り組んでいくという基本的な

考えの中で、まずは九州と日本海地域の大中型まき網漁業者に対してのみ強い管理措置を先行さ

せていくということになっております。もちろん私どももやるべきことはやっていくつもりであ

りますが、まき網以外の漁業者でもクロマグロ資源を多く利用している実態を踏まえ、大中型ま

き網漁業者のみに資源管理の責任を押しつけることのないよう、国はしっかりとした対応をお願

いしたいと思います。

２番目にですが、九州地域の大中型まき網漁業者は常に外国漁船と競合しており、クロマグロ

についても韓国漁船と同じ海域で操業を行っております。まず、そういった環境であることを十

分にご理解していただき、その上でさらに近隣諸国の対応があいまいである、また、メキシコや

韓国をはじめとする外国からの輸入に歯どめが効かないままの状況では、たとえ国の方針とはい

え、私ども現場漁業者としては全く受け入れがたい管理措置であるということをお含みおきいた

だきたいと、このように思っております。

特に九州の80トン型まき網にとっては、年間の水揚げに対するマグロ類の依存度が非常に高く、

これ以上規制をかけられると経営の存亡に関わる問題じゃないかと思っております。

現在、80トンは五島地域やタチウオ曳き縄釣りなどと協定し、また対馬漁場では沿岸漁業者と

協定をそれぞれ結び、自主管理措置をとっておりますが、この協定により、本来操業できる漁場

を広範囲に失った状態でございます。
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今後80トンの経営は厳しくなるばかりで、今度のマグロの規制によって廃業するような場面も

出るような状態になるんじゃないかなと、このように考えております。お国については特段のご

配慮をお願いしたいとこのように思っておりますので、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。

何か特段、水産庁側からは、よろしいですか、要望。無理やり答えなくてもいいんですが。

じゃ、長谷課長。

○長谷沿岸沖合課長 資源管理ですから、関係する漁業者が全体として取り組んでいく必要があ

るというのは当然のことだと思います。

それから、特に韓国船のことを言われましたけれども、ＷＣＰＦＣでも韓国がまだ今回の全体

的な取り組みに同調していないというような状況もあるわけです。そこの部分も来月、ＷＣＰＦ

Ｃの本会議がありますけれども、これまでも働きかけをしておりますし、全体として取り組みが

できるようにということで取り組むというのが水産庁のはっきりした方針であります。

ただし、ただしという言い方はあれですけれども、大前提として５月に国としての方針を示し

たんですが、先ほど木島室長の説明にもあったように、我が国が７割強の漁獲をしているし、産

卵場も日本の水域だということなので、日本として前向きに率先して取り組んでいこうというの

が基本方針です。どこそこがやらないから、一番大口の日本もやらないみたいな話では、結局資

源をつぶしてしまいかねないと思っておりますので、そこは全体として取り組んでいくというこ

とで全力を挙げて取り組んでいくということです。最大の生産国、産卵場を有する日本として率

先して取り組んでいくんだということでありますので、応分の対応はしたいというご発言があっ

たわけですけれども、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。

あとは、いろいろ経営問題があるわけですが、それについてはまた個別にいろんな支援策につ

いては考えていきたいというふうに思っておりますので、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す。

この周辺……どうぞ。

○野村俊郎委員 今のクロマグロに関してよろしゅうございますか。

冒頭、管理強化に対して所得補償の話がございましたが、この部分は今の共済制度を使った保

険対策でありまして、我々の厳しい経営に何ら寄与しないんじゃないかと、そういうふうに思う

ところでございます。国際的な枠組みを国内の漁業者に課す場合に、水産物の輸入規制とか、そ

ういった強化策、それは講じていただきたいし、また我々がふだんから経営の一番近々の課題で

ある代船建造とかリニューアルとか、例えばまたリースとかそういったものに対して、全然我々
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の手では負えないところがたくさんあるわけです。そういったところを加味して、我々が安心し

て管理対策を実行できるような策を講じていただきたいと、これはお願いでございます。

以上でございます。

○橋本会長 ありがとうございました。

この太平洋のクロマグロにつきましては、もうご案内のとおり、関係する漁業者、まず日本海

側から、来年には太平洋側の管理も含めてというふうに聞いておりますが、やはり関係する漁業

者で協力し合って、この資源管理の取り組みを進めていって、国際的にも責任のある取り組みを

しているということを言えるような状況に持っていくということは非常に重要なことではないか

と思います。

今、野村委員からもありましたとおり、それとは別途そういった管理に取り組む上で、どうし

ても経営問題あるいは代船問題とかリニューアルとか、大型の漁船漁業には当然避けて通れない

話もございますが、それはまた別の取り組み、あるいは金融とかそういったものと組み合わせて、

経営問題にも対応していく必要があるんではないかというふうに私も思います。

このマグロにつきましては、当委員会の作業としては、先ほど木島室長の説明がありましたと

おり、届出制導入に向けて、来年３月の本委員会での委員会指示発出に向けて作業していくとい

うことですが、今回示されたこの方向については、よろしいでしょうか。

マグロについてはほかに何か、ほかの区域の方からもご意見等。

小田委員。

○小田委員 届出制と今言われたけれども、この北部のほうではマグロの一本釣りとか、はえ縄

もやっているわけだが、それもやはり届出制になるわけなんですか。そこまではまだ決まってい

ないんですか。

○長谷沿岸沖合課長 自由漁業の場合、つまり許可もない、委員会指示もないという場合には届

出をしていただくことになると思います。

○小田委員 じゃ、自由漁業のはえ縄とか一本釣りはいいということですね。

○長谷沿岸沖合課長 いや、自由漁業の方については、クロマグロを目的に獲る方については届

出をしていただくと。

○小田委員 やはり何本釣ろうともね。はい、わかりました。

○橋本会長 小さい漁業でも、海区の委員会指示であるとか、もちろん知事許可であるとか、大

臣許可であるとか、そういったものは除いて実態として今回の手続に乗せようとしているのは、

自由漁業のひき縄であるとか釣りであるとか、そういうものの実態をこちらのほうの把握に取り
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込んでいきたいと、そういう話でございました。

ほかに何かご意見あるでしょうか。

それでは今回、今、室長から示されました方向については異論なしということで進めさせてい

ただきたいんですが、関係者の皆様には引き続き検討を深めていただきますようお願い申し上げ

ます。こういう新しい届出制とか漁獲成績報告書の収集とかやる場面では、都道府県等、またそ

の実際の実施の作業等でなかなか大変になるとは思いますが、沿岸クロマグロ漁業の届出制導入

について、来年３月の本委員会で広域委員会の指示を発出するというのに向けて、事務局でその

指示案の作成、検討というものを進めていただけたらと思います。

それでは、太平洋クロマグロの話を終えまして、議題の（４）番に移りたいと思います。「資

源管理に関する連絡・報告事項」として、来年度平成23年度の概算要求の中にあります資源管

理・漁業所得補償対策という項目につきまして情報提供があるということでございますので、引

き続きまた事務局より説明をお願いいたします。資料の６－１でございます。

○木島資源管理推進室長 これも私のほうからお話をしたいと思います。

皆さん、県の県庁さんですとか団体のほうから所得補償に関しましての情報は十分受けておら

れると思っておりますので、改めまして細かい話はいたしません。現在、各県のほうから、39県、

海あり県がございますけれども、その約３分の２強のところからもう指針案は出されております。

また、その中でもかなりよくできた県もございます。また、大臣管理漁業に関しましても、私ど

ものほうで関係の団体さんと中身の詰めを行っているところであります。各委員におかれまして

も、県のほうに督励をしっかりしていただきたいと思っています。

先ほど、野村委員のお話がございましたが、実際に資源管理をしていこうという場合に、どう

しても所得が不安定になるということがございます。今回はそういう資源管理、特に低位の魚も

まだ多々ございますものですから、資源管理を進めていこうということ、あと先ほどご不満の話

がありましたが、共済の加入率が非常に低い中で、それを高めていくことによって経営の安定を

図っていこうということでございます。現在560億の金を財務省に要求しております。これは水

産庁全体の予算の中で４分の１強、非常に大きな額でございます。それを共済の場合については、

掛け金が実際に計画に参加をし履行確認をしていただければ、100トン以上の場合は、掛け金が

半分になるということになります。また、積立ぷらすに関しましても従来は年齢制限、いろいろ

な要件が重なっておりましたけど、それも全部撤廃をし、さらに１対１の、つまり国が１、漁業

者１の支援率を、国が３、漁業者が１という非常に大幅な手厚い支援、手厚いといったら自分た

ちが言うのも手前みそで申し訳ないんですが、そういう支援を実際に行っていこうということで、
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財務省に、厳しい中ではありますが要求を行っているところでございます。

実際に来年の４月から、これは養殖のほうもそうで、養殖のほうはいろいろとご不満の点があ

ると聞いておりますけれども、漁場改善計画を今以上のものをつくっていただきまして、今は密

度のことしか書いておりませんけれども、数量を入れるとか、いろいろ細かいところを整理をし

ていただいて、その漁場改善計画に沿って養殖をされた方については、養殖共済の上乗せ支援が

行われるということでございます。

今、先ほど冒頭申しましたように、各県でまた各浜で具体的な指針づくり、計画づくりを行わ

れていると思います。難しいことを私ども言っているつもりはないんです。今やっていることを

ベースにして、自主的な資源管理をうまく指針に、もしくは計画に整理していただこうというこ

とを申し上げているつもりでございます。そういう中で、国とまた私どもと協議をしておるんで

すけれども、各浜におかれましても十分県と協力していただいて、適切な資源管理の方向にご協

力をいただければと思っております。

あと、広調委との関係につきましては、23年度につきましては今の資源回復計画と資源管理指

針が併存する形になるわけでございます。その後については、23年度中に可能な限り新しい指針

のほうに内容を動かしていただこうと思っています。そういう中で、各広域に分布する資源、ま

た大臣管理と知事管理の分、そういう両方が、もしくは広域で資源管理をしていかなきゃいけな

い分については、当然ながら引き続き、このような場でしっかりと議論をし、資源管理を進めて

いきたいと思っておりますので、今後ともご協力をお願いしたいと思います。

私のほうからは以上であります。

○橋本会長 ありがとうございました。

来年度概算要求中の所得補償対策、資源管理を含めた対策についての概要の説明と、それから

若干最後に触れられましたけれども、新しい資源管理指針、それに基づく資源管理計画というも

のに移行していく上で、現在検討いただいている資源回復計画というのも、来年度ほとんどのも

のが終期を迎える。来年度は、新しい指針あるいは管理計画というものと、この資源回復計画と

いうのが併存することになるんではないかと。ただ、24年度以降は今の回復計画を含めて新しい

指針、計画のほうに随時移行していくと。ただ、関連の広域の魚種については、今後も引き続き

この広調委で、どのような形で、今までは回復計画ごとの議論ということだったわけですけれど

も、24年度以降もそういった魚種についてはこの広調委の場を議論の場として検討していくこと

になると、そういう趣旨のお話がございました。

何かご質問とかご意見とかございますでしょうか。まだ概算要求中で決定していない予算の中
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の話ですけれども、何かこの際、ご確認しておきたい点とかございませんでしょうか。

これは恐らく来年３月の広調委のときには、もっと具体的な結果の説明とか何かされるんでし

ょうか。

○木島資源管理推進室長 そうですね。こういう方向ということはお話をしたいと思いますけれ

ども。

○橋本会長 ございませんでしょうか。

大分会議も長くなってきたので、皆さん、お疲れかもしれませんけれども。

もしなければ、次の最後の議題（５）の「その他」に移りたいと思いますが、その他事項につ

きまして。

野村委員、どうぞ。その他事項についてでよろしいですか。

○野村俊郎委員 先ほど田中委員のほうから、我々の黄海・東海漁業が外国とも接しているとい

うお話がございました。最近ですが、尖閣問題とかまた南北朝鮮の砲撃の応酬とか、そういった

問題もございました。ガス田の問題もございました。

こういうことで、我々の操業している海域がいわゆる国際漁場と、そういった認識を国民が持

っていただいたということは大変ある意味でいいんじゃないかと思っているんですが、でもその

中で我々は年間17万、18万ぐらいの水揚げをしてきておりますが、先ほども言いましたように、

船舶の老朽化等で東シナ海から撤退せざるを得ないときが来るんじゃないかと、国民の一人とし

てそう思うところでございます。そういうことに対して水産庁といいますか国のほうは、そうい

うことは想定されているのか、それともそれにかわる東シナ海の漁業に対するビジョンとかそう

いうのをお持ちかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。

○橋本会長 東シナ海の漁業ビジョンについて、これは長谷課長でしょうか。

○長谷沿岸沖合課長 午前中の九州西部会でもちょっと尖閣の話をしたんですけれども、野村委

員が言われるように、普段漁業に余り関心を持たない一般国民が、ややちょっと注意を向けたか

なという感じで思っております。ささやかですけれども今回、補正でそういう操業への支援をす

るという予算を要求しているという話も、午前中は紹介させてもらいましたけれども、そんなそ

ういうものでとても足りるような話ではないというのはわかっているつもりです。

あと、代船問題ですね。先ほど来出ておりますけど、漁船漁業の代船問題については、これま

では漁船漁業構造改革、もうかる漁業ということで実証事業についてチャーター料というような

形で支援するということでやってきましたけれども、これについては24年４月スタート分までは

現行の基金で対応していきますが、その後の方針が決まっておりません。そういったことについ
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ては、先ほどの東シナ海のビジョンを今語れと言われてもちょっと難しいんですけれども、そう

いうことも含めて、これは漁船漁業だけじゃないんですけど、漁業をどう持っていくのかという

話については、水産基本法に基づく水産基本計画の見直しというのを５年に一遍ずつやるわけで

すけれども、それの議論が年明けから本格化すると思います。そういうものをやりつつ、さっき

言った、特に代船対策については後継対策、後継事業を考えていかなきゃいけませんので、そう

いう中で議論をしながら打ち出していく必要があるなというふうに思っています。

そういう中で、九州の遠旋さんというか、東シナ海でまき網の置かれている状況、中国がどん

どんどんどん、ああいう形で出てくるというかプレゼンスが大きくなるこの状況の中で、どうい

うふうに維持していくのか、漁業を構築していくのか、大きなテーマですけど、その５年に一遍

の議論、せっかくのそういうタイミングですから、そういう中でよく検討させていただきたいと

思います。また、ご意見を積極的に出していただきたいというふうに思っております。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。

確かに大型の漁船漁業の場合には、所得補償、資源管理の対策というのも非常に重要な話でご

ざいますが、私も関連している大きな漁船漁業では、まず、やはり次世代につなげていくために

は、この代船問題を今現在避けて通れないという状況になっております。もうかる漁業、23年度

まで現行の事業でございますが、それに引き続く再来年度の事業として、その代船が促進される

ような枠組みのものになるように、私も個人的にそう祈念しております。

ほかに、その他何でも構いませんが、何かご意見。

どうぞ。

○森脇委員 私も広調委の委員になりまして、まだ今回が３回目の会議になりますが、現在まき

網漁業といたしまして、先ほど来から言われております設備の問題、あるいは船員の問題、それ

から魚価の問題等がありまして、非常に苦しい経営状態になっているということでございます。

資源回復計画ということで、ちょっとインターネットで資源回復計画の目的ということをプリ

ントアウトしてみたんですが、「長年の獲り過ぎ等により状況が悪化している水産資源について、

個々バラバラな対応をするのではなく、関係する漁業者、都道府県、国が一体となって必要な対

策を計画的、総合的に実施し、その資源の回復を図り、漁業経営の安定や、水産物の安定供給に

役立てることを目指します」というふうに書いてあるわけです。その中で、今年の魚価が非常に

安いという現実がございます。これは今日も他の業種の方々とお話をするわけですが、もう資源

回復計画よりか魚価の回復のほうの話をしてほしいというぐらいの話が出ておりまして、やはり
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魚価ということもこの資源回復計画の中に盛り込んでいかなければならないと思います。ただ魚

を獲らないと、獲らなくて資源を回復するんだということだけでは、さっき言いました漁業経営

の安定ということにはならないというふうに考えますので、流通も含めてこの資源回復というこ

とを話していただきたいというふうに考えます。

以上です。

○橋本会長 ありがとうございました。

魚価というものが経営に直結している火急の話であると。先ほどの所得補償の話のときに、漁

業の場合には共済をベースとした話ですが、ご存じのとおり漁獲共済の場合には、魚価、価格と

量と掛けた生産金額というものがベースになるという、対策にはそういった要素も含まれている

ということもございますが。

何か水産庁のほうで、魚価対策についての加えるような話は特段ないですか。魚価対策はいろ

いろ漁業によっても違いますし。

○長谷沿岸沖合課長 資源回復計画、資源という名前が出ていますけど、従来もそういう意識を

持ってやってきたはずなんですよね。それで、環境省の仕事じゃないわけなので、魚を獲らずに

増やすためにやっているというわけじゃなくて、それは経営安定のためだし、獲り控えについて

も、全く獲らないという話の前に、まず獲り控えて、これまで大量貧乏というか、獲り過ぎによ

って魚価を暴落させていた面がないか、そのことによってまた漁業種間のトラブルの要因になっ

ていたんじゃないかと、そういう話はいっぱいあると思うんですよね。そういうことをまずやれ

る部分があるんじゃないかなと。

例えばさっきのマグロの話でも、どこまで抑制するかというのは非常に厳しい選択の話ではあ

りますけれども、抑制することによって魚価の暴落もさせない上手な獲り方があるんじゃないか

と、そこら辺を探っていくのがすごく大事だと思います。それをやった上で、それでも収入が落

ちる、ＰＱが落ちるというときのための共済であり、収入安定対策なんだということなんですね。

直接的に行政のほうで魚価維持制度みたいな取り組みは今ありませんけど、それこそ５年前の

基本計画の見直しの議論の中で、魚価維持政策でいくのか、ＰＱの安定策でいくのかという中で、

現在においてはＰＱの安定策ということをずっと充実させてきた、その延長の中に今回の対策も

出てきたということであるんですね。それで十分か、不十分だという議論はあるんですけど、流

れとしてはそういうことだと思います。ここは資源回復計画を議論する場ですけど、その中でや

れることとしてはさっき言ったような、我々は何のためにこの取り組みをしているのかという中

で、上手な獲り方を考えていくというのがすごく大事だと思っております。
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○橋本会長 ありがとうございました。

その上手な獲り方が、結果として魚価の経営安定にもつながる、消費者への安定供給にもつな

がるというのが、この資源回復計画の究極の目標であるわけでございますので、それに至るまで

にはいろいろと問題も生じるかもしれませんけれども、関係者のいろんな協力の中で一つ一つそ

ういう問題点を解決していかねば、今後も解決していく必要があるんではないかというふうに思

います。

ほかに、このその他、何でも結構でございますが、ご意見ございますでしょうか。

どうぞ、志幸委員。

○志幸委員 よろしいですか。

今、魚価の問題も出てきましたけれども、ただ、結局こうやって会議しておっても、やはり皆

さん、向こうのまき網の人方は同じことを言われる。その状況、そのところは私も二十数年、30

年前には黄海で仕事をしておりました。あなた方のおっしゃることはよくわかります。いろんな

方々の中で、やはり北は北海道、南は沖縄まで、それから学識経験者の方々、そういう中でネク

タイをはめて話をするんじゃなくして、会長が音頭をとり、やはり一番の問題はお互いの北から

南の情報、懇話会というものを設定したらどうでしょうか。そうすれば、いろんな状況をお互い

に地方へ持ち帰ることができ、やはりもう少しいろんな漁業者、やっぱり見ておって、私の若い

ときからこういう現場の出入りしておるものですから、南のほうの人と話し合いしたのと比べて、

結構進んでおるなと思ってみておるんですわ。終わったら今、カニの人の、ズワイのその人の話

も聞こうかなと思っております。そういう中で経営の問題が進んできております。

会長、どうでしょうか、全国的にそういうような教授の方々、いろんな方々がおられる、一遍

そういうような設定をしたらどうでしょうか。

以上でございます。

○橋本会長 そういう会議の場の設定について、志幸委員のほうから希望がありましたけど、私

も個人的には確かにこういった、日本海側、九州西ですが、北から南までの関係者の人たちが一

堂に会するという場というものはほかになかなか例がないことではあります。例えば委員会の場

だけではなくて、部会の場でそういうのがあるのかもしれませんが、部会も一地域に限られてい

るということもあるので、私が決められるわけではないですが、そういった水域、漁業種類を越

えたような懇談の場と。

○志幸委員 地域、区域、そういった会議ばかりじゃなく、そういうような肩の荷を外した、荷

を降ろしたようなやり方で、やっぱりお互いの情報交換をした食事会というような格好でいいん
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じゃないですか。そういうような日本社会をつくり上げるのも必要なんじゃないかなと思います。

以上でございます。

○橋本会長 わかりました。

また、そういった有意義なご意見もございましたので、水産庁、事務局とも相談をして、今後

そういった場が持てるかどうかも含めて検討したいというふうに思います。ご意見をありがとう

ございました。

それでは、大分時間も進みましたが、ほかにこの際、何かご発言等ございませんでしょうか。

もしよろしければ、ここまでで予定されていた議事は一応終了いたします。

このほかに連絡事項が事務局からあるようですので、事務局のほうからお願いいたします。

○坂本管理課課長補佐 それでは、本部会に３つ部会が置かれておりますけれども、各部会の調

査審議の結果を本委員会で報告することになっておりますので、簡単にご報告させていただきま

す。

昨日開催されました第17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、スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画、それらの取組状況の報告が行われまし

て、マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画については取組状況の報告と一部計画の変更の審議が行わ

れ、了承されております。

続いて開催されました第18回日本海西部会では、現在実施中の日本海西部あかがれい（ずわい

がに）資源回復計画の取組状況について報告が行われました。

本日午前中にございました第18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、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の報告が行わ

れました。

以上、簡単ですが各部会の状況をご報告いたします。

○橋本会長 ありがとうございました。

各部会では、部会の設定されたそれぞれの海域について完結する事項についての報告がなされ

ているということでございました。

それでは、事務局から、次回の広域漁調委の委員会の開催予定について説明をお願いいたしま

す。

○坂本管理課課長補佐 昨年と同様、次回はまた３月に本委員会の開催をしたいと考えておりま

す。日時、場所につきましては、また各委員のご都合を伺いながら、また事務局のほうからご連

絡したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○橋本会長 ありがとうございました。

それでは、本日の委員会はちょうど２時間ほどたちましたが、これにて閉会をしたいと思いま

す。委員各位、ご臨席の皆様におかれましては、議事進行へのご協力あるいは大変貴重な意見を

寄せていただきまして大変ありがとうございました。

なお、最後でございますが、本委員会の議事録署名人に指名させていただきました秋田県の小

坂榮一委員、それから農林水産大臣選任委員の伊藤保夫委員、このお二方には後日事務局から本

日の委員会の議事録が送付されますので、署名のほうをよろしくお願いいたしたいと思います。

それでは、これをもちまして第16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、長時間大変ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。

閉 会


