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１．開催日時 

  平成２３年１１月２９日（木）１３：００～ 

 

２．開催場所 

  コープビル第３会議室 

 

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 

   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 

  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 

 【農林水産大臣選任委員】 
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  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 

  学識経験者   清野 聡子 

  学識経験者   潮田 道夫 

  参考人     白浜 輝美 

 

４．議 題 

（１）水産資源の状況について 

（２）資源回復計画の取組状況について 

  ①日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の取組状況 

       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 

  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 

（３）資源回復計画の評価・総括について 

①本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の評価・総括（案） 

  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評価 

・総括（案） 

     ③日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）資源回復計画の評価・総括 

（案） 

（４）資源回復計画終了後の取組・実施体制について 

（５）資源管理に関連する連絡・報告事項について 

  ①資源管理指針・計画の作成状況 

  ②太平洋クロマグロの資源管理 

  ③第６次栽培漁業基本方針の概要 

（６）その他 
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５．議事内容 

 

                                開     会 

 

○事務局（鏑木） 

 皆様、こんにちは。 

 定刻より若干早いのですが、委員の皆様おそろいでございますので、ただいまから第18

回日本海・九州西広域漁業調整委員会を開催いたしたく存じます。 

 私、事務局を担当しております、水産庁管理課の鏑木と申します。よろしくお願いいた

します。 

 本日は、都道府県互選委員のうち、角田順一委員と岸宏委員のお二人が事情やむを得ず

ご欠席されておりますが、委員定数29名のうち、定足数であります過半数を超える27名の

委員の方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白浜輝美副会長にも参考人としてご出席をいただいて

おりますので、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。では、よろしくお願い

いたします。 

○橋本会長 

 本日はお忙しい中、委員の皆様方初め来賓の方におかれましては、第18回日本海・九州

西広域漁業調整委員会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 会議を開催するに当たりまして、皆様ご承知のとおり、前回の３月の会議の開催直後の

３月11日に東日本大震災が発生いたしました。これを受けまして、震災の犠牲になられた

方々に哀悼の意を表し、この場で１分間の黙祷を捧げたいと思いますので、協力をよろし

くお願いいたします。皆さん、ご起立お願いいたします。 

 黙祷。 

（黙祷） 

○橋本会長 

 お直りください。ご協力ありがとうございました。 

 さて、本日の委員会でございますが、水産庁から宮原次長、高島資源管理部長、丹羽管
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理課長、長谷漁業調整課長、熊谷資源管理推進室長、また、独立行政法人水産総合研究セ

ンターから日本海区水産研究所の浅野資源管理部長ほか、多数の方々が出席されておりま

す。 

 議事に入ります前に、宮原次長よりご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○宮原次長 

 こんにちは、水産庁の宮原でございます。 

 本日は、第18回の日本海・九州西広域漁業調整委員会に、皆様方ご多忙中の中お集まり

いただきまして、厚く御礼申し上げます。また、この機会に改めまして、皆様方、日ごろ

から資源管理あるいは漁業調整といった面で大変ご尽力いただいております。このことに

ついても改めて御礼申し上げる次第です。 

 ただいま会長からもお話ありましたとおり、この３月11日の東日本大震災からもう８カ

月も経ちましたが、いまだ復興は緒についたばかりという状況にございます。水産庁とし

ても、これからも全力を挙げてこの復興に取り組んでいくつもりでございますが、委員の

方々、またご参集の方々におかれては、これまでも多大なるご支援をいただきましたこと

にお礼を申し上げるとともに、またさらなるご支援をお願いする次第でございます。 

 この広域漁業調整委員会は、都道府県の境界を越えて漁業の問題を考えるということで

でき上がった委員会でございまして、きょうも大変多くの議題が並んでございます。ぜひ

皆様方の忌憚ない、それから貴重なご意見をいただきまして、我々の仕事をますます有効

に進めてまいりたいと思いますので、どうか今日はよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○橋本会長 

 どうもありがとうございました。 

 前回の委員会終了後、水産庁の人事異動がございました。高島資源管理部長、丹羽管理

課長、熊谷資源管理推進室長には、本委員会に初めてのご出席ということになります。ま

た、ご存じのとおり、長谷課長におかれましては、水産庁の組織改正に伴い沿岸沖合課が

漁業調整課という課に再編成され、職名が変更されております。ここにご紹介いたします

とともに、新任の皆様に一言ずつごあいさつを頂戴できたらと思います。 

 資源管理部長、よろしくお願いします。 

○高島資源管理部長 
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 10月１日に資源管理部長で参りました高島といいます。 

 ９年ほど前まで協同組合課長、水産経営課長という職におりまして、そこを離れて９年

ぶりに水産庁へ戻ってまいりました。この間２年ほど、水産総合研究センターに籍を置い

たこともあるんですが、久々の水産庁でございます。 

 また、資源管理部長ということで、まさにこれから水産行政の基礎となる資源管理の、

それから漁業調整、この分野を担当させていただきますので、ここにお集まりの方々には

これからまた大変非常にお世話になると思います。この調整委員会を初めとして、いろん

な分野でまたいろいろご意見等を聞かせていただきたいと思います。これからもよろしく

お願いしたいと思います。 

○橋本会長 

 ありがとうございました。 

 では、丹羽管理課長、お願いします。 

○丹羽管理課長 

 ７月１日付けで管理課長を拝命いたしました。もうかなりの時間はたっておりますけれ

ども、広域漁業調整委員会、昨日、今日と、日本海・九州西の委員会のほうの部会に参加

させていただいておりますので、顔は見ていただいたと思いますが、今後ともよろしくお

願いいたします。 

○橋本会長 

 ありがとうございました。 

 熊谷室長さん。 

○熊谷室長 

 私は５月16日付けでなっております。もう半年以上たっておりますが、広域漁業調整委

員会の関係を担当いたします。どうぞ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。 

 それでは、本日の委員会では、本委員会に設けられた３つの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、それぞれの資源回復計画

の対象魚種の資源状況について、ご説明をいただくこととなっております。それに引き続

きまして、23年度から新たに資源管理指針、資源管理計画制度が導入され、資源回復計画

が本年度で終了することとなったことから、実施中の計画でございます日本海沖合ベニズ
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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（２そうびき）

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、その３つの取組状況及びその総括・評価について、現時点での状況について説

明があるとともに、今後の広域資源のあり方についてという形で説明があることになって

ございます。 

 さらに、本委員会では、太平洋クロマグロの資源管理、それから、第６次栽培漁業基本

方針の概要という２つの点について、報告を受けることになってございます。 

 委員の皆様方におかれましては、長時間にわたる委員会になると思いますが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは最初に、本日お配りしてあります資料の確認を行いたいと思いますので、事務

局からお願いいたします。 

○事務局（鏑木） 

 それでは、お手元にお配りしております資料、ご確認、お願いいたします。 

 まず、議事次第でございます。それから、委員名簿でございます。それから、配席図で

ございます。出席者名簿。それから、資料に移りまして、会議の資料ですが、資料１の１

枚紙。資料２は１から４まで枝番がございます。１、２、３、４とございます。４は１枚

紙でございます。資料３の１と２でございます。それから、資料４も同じく１と２でござ

います。資料５の１と２でございます。あとは枝番はなく、資料の６、７、８、９とござ

いまして、その後にカラーのパンフレットが２部おつけしてございます。 

 以上でございます。過不足等ございましたら事務局のほうまで、お手数でございますが、

お申し出ください。よろしいでしょうか。では、また途中でも、何かございましたら、そ

の都度、事務局のほうにお申しつけくださいませ。 

 以上でございます。 

○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。 

 議事に入ります前に、後日まとめられます本委員会の議事録の署名人を例によって選出

しておく必要がございます。事務規程第12条により、僣越ではございますが、会長の私か

らご指名をさせていただきます。 

 都道府県互選委員からは富山県の上野八太郎委員、農林水産大臣選任委員からは川越一



－7－ 

男委員の、このお二方に本日の委員会に係る議事録署名人をお願いいたします。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、議題（１）の「水産資源の状況について」に入りたい

と思います。 

 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、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

関連する主要の漁獲魚種、それから、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、資源の状況について、独立行政法人水産総合研究センターの日本海区水産研

究所の資源管理部の浅野部長からベニズワイガニにつきまして、それから、西海区水産研

究所資源管理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及び沖合底びき網主要漁獲魚種について、それぞれ順次説明をお願

いいたしたいと思います。 

 まず、浅野部長からですね。よろしくお願いいたします。 

○浅野資源管理部長 

 日本海区水産研究所の浅野でございます。 

 それでは、初めの１魚種、ベニズワイについて、資源状況について説明をさせていただ

きます。資料は、お手元に資料２－１というものがございますので、これをご覧いただき

ながら説明を聞いていただきたいと思います。 

 まず、ベニズワイガニですが、水深500メーターから2,700メーターと、たいへん深い海、

深海に生息するカニでございます。 

 漁業の特徴としまして、日本海ではほとんどが、かご網によって漁獲されます。許可の

形態としましては、地先における知事許可と沖合における大臣許可、この２つの異なる漁

業形態で構成されております。甲幅が90ミリ以下の雄ガニ並びに雌ガニは、すべて禁漁と

なっております。また、資源管理措置としまして、現在、個別割当制が適用されておりま

す。鳥取県境港水揚げ船をこれまで対象としてきましたけれども、さらに2010年からは兵

庫県船も対象になっております。 

 次に、漁獲の動向です。２ページ目の上の図をご覧ください。棒グラフに漁獲量の推移

が示されております。かつて、漁獲努力量の増大と沖合への漁場拡大によりまして、日本

海本州沿岸における漁獲量は、80年代中ごろには５万トンを超えておりました。しかし、
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以後は急速に減少しております。2003年には1.5万トンと、過去最低となっております。

その後、やや増加しまして、2006年以降は横ばいで推移しておりまして、最近年の2010年

の暫定漁獲量は1.6万トンになります。 

 次に、資源評価の方法ですが、この個別割当制が導入されておりまして、漁獲量に基づ

く資源評価というものは困難となっております。したがいまして、ＣＰＵＥを基礎とした

資源評価指標値を計算して、これから資源の評価を行っております。 

 資源状態の評価結果ですが、海域別に違いがございます。大臣許可水域の資源水準は低

位にあります。しかしながら、増加傾向が見られます。一方、知事許可水域では、おおむ

ね資源評価指標値の値で２万トン前後ということで安定しております。海域別に資源状態

が違うので、判断は難しいわけですけれども、全体としてどうなるかということになりま

すと、両者をあわせた資源評価指標値で判断しますと、中位水準になりますので、中位・

増加というふうに考えております。 

 それでは、管理方策をどのように考えるべきかということです。まず、資源は増加傾向

で中位に達したというものの、低位をわずかに脱した程度ということは注意すべきだと思

います。したがいまして、現在の漁獲水準を維持することを前提にしまして、特に資源状

態の悪い大臣許可水域、ここにおいて現在混獲されております未成体個体、これをなるべ

くとり控えるというような必要があると考えまして、このような方針をもとに海域別の、

まず可能な漁獲量を計算しまして、さらにそれを、両者あわせてＡＢＣを計算しておりま

す。その結果、2012年のＡＢＣ、漁獲量としましては１万6,000トンを提案しております。 

 以上、簡単ですが、ベニズワイガニの資源状況について説明を終わります。 

○橋本会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、西村部長、引き続きよろしくお願いいたします。 

○西村資源海洋部長 

 西海区水産研究所、西村でございます。 

 お手元の資料の２－２を用いまして、まず、アジ・サバ・イワシ・マイワシについて説

明させていただきます。担当する魚種の数がかなりの数にのぼりますので、ぞれぞれの説

明については、ある程度手短なものとして進めさせていただきます。ご了解いただければ

と思います。 

 まず、マアジでございます。 
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 漁獲の特徴については、１枚めくっていただいたところの上のところに漁獲量の推移が

出ております。1990年代半ばに20万トンを超えて豊漁だったんですけれども、現在、2006

年以降、大体13万トン前後というところで推移しております。その黄色の丸で示してある

のはＣＰＵＥ、大型、大中型まき網のＣＰＵＥでございますけれども、近年、ＣＰＵＥが

上がっている中で、一定の漁獲量が維持されているというところが見えているようでござ

います。日本は2010年に13万トンの漁獲、韓国でも漁獲があり、2010年、1.9万トンの漁

獲ということでございます。 

 この資源につきましては、チューニングＶＰＡにより資源量の推定がなされております。

図の真ん中、黄色いバックグラウンドの図に黒の折れ線グラフで資源量の推移が示されて

おります。70年代、80年代、低いところにあった資源量ですけれども、2000年以降、大体

50万トン、60万トンといったところで推移している資源量でございます。2010年の資源量

は46万トンと推定されております。このような資源の推移、それから、近年５カ年の動向

を判断いたしまして、このマアジ対馬暖流系群については、水準が中位、動向が横ばいと

判断しています。 

 管理方策として、その２ページの下のところの表に、資源量の増大、漁獲圧の維持、資

源量の維持という、３つのシナリオに基づくＡＢＣの算定値を示しています。いずれも、

その漁獲制限、回復目標に到達するための制限が必要とするＢlimitよりは高いところに

親魚量がありますので、現状、このような３種類のシナリオで漁獲することが可能である

と判断しておりまして、この中で最大の漁獲を与えるシナリオは、親魚量の維持というＦ

median、これによって16万5,000トンという数字が出ております。括弧の中に示されてお

りますのは、現在の日韓の漁獲を用いた中での日本ＥＥＺでの漁獲部分の配分ということ

になります。 

 続きまして、マサバでございます。この５ページにマサバのダイジェスト版が示されて

おります。 

 これも、１枚めくっていただいたところに漁獲量の推移が示されております。1995年ぐ

らいに46万トンぐらいの大きな漁獲上げられていました。その後、2000年以降、10万トン

から15万トンの間で推移しておりまして、2010年の我が国の漁獲量、マサバにつきまして

は11万8,000トンとなっております。同じ年、韓国は８万9,000トンの漁獲を上げておりま

す。 

 この魚種につきましても、チューニングＶＰＡにより資源量が推定されています。６ペ
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ージ中段、黄色いバックグラウンドの図の黒い折れ線グラフによって、資源量の推移が示

されています。現在の資源量が、2010年の資源量が66万トンというふうに推定されており

ます。これ、近年、2000年代、少し低かったところで、2008、2009、2010と資源量は増加

しておりますが、これは、2008年級の加入が近年の中では比較的よかったということによ

っております。この資源状況を勘案して、資源の水準と動向につきましては、中位水準で、

動向は増加の傾向にあると判断しています。 

 資源回復措置を必要とする資源水準、Ｂlimitという形で呼んでおりますが、このマサ

バにつきましても、ぎりぎりなんですけれども、Ｂlimitよりも上のところに来ている、

親魚量が位置しているということで、現在、ここのマサバにつきましては、先ほどのマア

ジと同じような形で、親魚量を増大するシナリオ、それから漁獲圧を維持するシナリオ、

現在の親魚量を維持するシナリオとして、６ページの一番下段のところに表の形で、３つ

のシナリオに対応するＡＢＣ算定値をお示ししております。この中で一番大きなＡＢＣを

与えるものは現状の親魚量の維持とするもので、37万9,000トンという数字があります。

これも先ほどと同じように、日本と韓国の漁獲比率で配分している部分が示されておりま

して、括弧内が我が国ＥＥＺの中の漁獲量ということになります。 

 浮魚の３つ目なんですが、マイワシでございます。９ページにダイジェスト版が示され

ています。 

 マイワシにつきましては、対馬暖流系群でございますけれども、９ページの下の図、左

側にございますように、1980年代、90年代、100万トンを超えるような漁獲が上げられて

いたところです。それが、90年代以降、急に激減しまして、2000年以降の漁獲水準、この

左の図では、ほとんど目には見えることができません。 

 この2000年以降の漁獲量、右側に縦軸を拡大しながらお示ししております。2007年にち

ょっと多くとれているようですけれども、2001年以降、おおむね増加するような形で漁獲

量が増えてきているところです。2010年の漁獲量につきましては、5,600トンとなってお

ります。この資源につきましては、漁獲量が非常に限定的であったこと、昨年までは専獲

というよりは混獲の中で漁獲が上げられていたということから、ＶＰＡという形でのＡＢ

Ｃの提示という形は控えておりました。ただ近年、漁獲が多くなってきていることから、

我々の手元に入る漁業データ、あるいは生物データの信頼性も上がっていると判断してお

りまして、そういう中で、今年度からＡＢＣを再び提示させていただくこととして進めて

おります。 
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 コホート解析を用いながら資源量を推定するということで、10ページの中段左側のとこ

ろ、黄色いバックグラウンドの中に資源量の推移というものが黒い折れ線グラフで示され

ています。現在の水準ですけれども、1980年代、100万トンを超えていたころを勘案すれ

ば、現状は低位であるということは間違いないと思います。また、資源量の推移を見てい

ただいても、また近年の漁獲の状況を見ていただいても、増加の傾向にあるところで判断

できるということとなっております。 

 管理方策につきましては、この資源につきましては、禁漁水準となるＢban、それから、

回復措置を必要とするＢlimit、そういった数字が設定されております。現在の親魚量は、

Ｂlimit、10万トンよりは非常に低いところにありまして、資源の回復措置を必要とする

ということになっております。そのため、管理方策としましては、親魚量を増大させるシ

ナリオ、それも５年、10年、それからＢlimitと現在のＢとの比率で増大させるシナリオ

ということで、３つの回復シナリオを10ページ下の表の中に示しております。2012年のＡ

ＢＣとして、一番大きなＡＢＣは9,000トンとなっております。 

 以上、大ざっぱでございますけれども、アジ、サバ、イワシについての資源状況の説明

でございました。 

 引き続きまして、底びきについてもご説明させていただきます。 

 魚種数が非常に、十数種にわたっております。これもちょっと駆け足で説明ということ

になりますが、資料につきましては２－３として配付されているダイジェスト版、これを

資料として説明させていただきます。 

 まず、アマダイ類です。これは東シナ海のアマダイ類ということで、我々、資源評価を

担当させていただいております。アマダイ類の中にはアカアマダイ、シロアマダイ、キア

マダイなどが含まれますが、ここでは、アカアマダイについての生物学的な特徴を示しな

がら、漁業の特徴などを示しております。 

 ２ページに、めくっていただいたところに、アマダイ類の漁獲量の推移が示されており

ます。これはもちろん以西底引き網漁業等行われていた時代、行われております中ですけ

れども、漁場がいろいろと変遷しております。そのようなところを反映しておりまして、

漁獲量につきましては、80年代、90年代に比べると、現在は非常に低いところで推移して

おります。 

 それで、この資源につきましては、以西底びきのＣＰＵＥ、それから、はえ縄漁業のＣ

ＰＵＥ、それから、我々のところで実施しております着底トロール調査などの情報から、
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資源の状況を判断しております。漁獲量等を勘案しましても、資源の水準は現在低位なと

ころにあるというところで、動向は、調査船調査の結果を見ましても、特に増大するよう

な要素はまだ見えておりません。そのため、横ばいと判断しておりまして、管理方策とし

ましては、現在より漁獲量を若干減らしながら、現在利用できる資源について持続的に利

用するようなことを考えていきたいということで、２ページの中段のところに、0.9掛け

るＣアベレージ３年ということで、2012年のＡＢＣについては、およそ700トン程度とい

うような形での管理方策をお示ししております。 

 次にマダイですけれども、マダイにつきましては、漁獲量、４ページの頭のところにグ

ラフが載っております。見ていただきますと、漁獲量につきましては比較的、先ほどのア

マダイとかに比べますと、安定している中で推移しております。2010年の漁獲量、5,800

トン程度となっております。 

 この魚につきましては、コホート解析により資源状態の解析が進められております。そ

こから水準と動向の判断がなされております。おおむね20年以上の資源状況の変動から、

水準としては中位、動向としては横ばいという状態が続いていると判断しております。資

源水準としては安定した中にあるんですけれども、1960年代、70年代の漁獲量が今よりも

随分と高かったと。そういうことを勘案すると、現状で高位とするには当たらないと判断

しておりまして、中位となっております。 

 現状程度の親魚量を維持するということで、資源は持続的に利用可能ということで、こ

こではＦsustainableというところの管理基準を用いながら、6,300トンという2012年ＡＢ

Ｃを提示させていただいております。 

 次に、キダイでございます。 

 この魚は、以西底びき、沖合底びき、いろんな漁業でも漁獲されているところですけれ

ども、2010年の総漁獲量は約5,000トンとなっております。 

 ７ページの右側に折れ線グラフで、沖底ＣＰＵＥ、以西ＣＰＵＥという形で、近年のＣ

ＰＵＥの推移を示しておりますけれども、この資源については、ＣＰＵＥが近年、2000年

以降増大している中にあります。 

 そういったところを反映しまして、コホート解析で示されます資源量の推移、７ページ

中段左側の絵ですけれども、棒グラフに示されます以西と沖底、青色の以西と茶色の沖底、

あわせて考えますと、2000年以後の資源状況は増えている中にあるということでございま

す。そういったところから、資源の水準は中位、動向は増加傾向にあるとしております。 
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 この資源につきましては、現状の漁獲圧係数を維持しながら管理していく中で、持続的

な利用が可能であるということで、Ｆcurrentを管理基準としておりまして、ＡＢＣlimit

としては、2012年、5,900トンという数字をお示ししております。 

 続きまして、９ページのタチウオです。 

 これも以西漁業でよくとれている漁獲ですけれども、10ページに、1980年代から2010年

現在までの漁獲量の推移を示しております。以西底びき、沖合底びきの漁獲が中心でござ

いましたけれども、2000年代以降、ひき縄による漁獲が増え、ある程度の比率で増えてき

ているところでございます。2010年の我が国の漁獲量、前年よりおよそ400トン減ってお

りまして1,800トンと、比較的低いところに留まっております。我が国ＥＥＺにおける韓

国漁獲が1,700トン程度というところから、合わせた漁獲量はおよそ3,600トンということ

になります。 

 このタチウオにつきましては、これまでの魚と違いまして、ＶＰＡとかの資源量推定、

行われておりません。したがいまして、ＣＰＵＥあるいは資源密度指数というような形で、

水準の判断、動向の判断を行っているところです。これまでの漁獲量等を勘案しまして、

水準は低位にあるというふうに判断しております。また、動向は、直近５年間のＣＰＵＥ

の動きなどを勘案いたしますと、減少ということで判断しております。 

 そのため、管理方策につきましては、我が国周辺含めて、再生産を行う親魚を保護する

という意味も含めまして、平均の漁獲に対して0.7を掛けるということで、2012年の漁獲

量、2,900トンという数字が提示されております。 

 次に、ヒラメでございます。 

 これにつきましては、沿岸域で多く、いろんな漁業種によって漁獲されている魚で、め

くっていただいたところの12ページにございますけれども、2010年の漁獲量、1,300トン

程度ということで、前年より若干の増加しています。 

 この魚、この系群についても、コホート解析により資源量が推定されておりまして、そ

の資源量の推移は12ページ中段の図の中に示されております。1999年に2,800トンぐらい

まで資源量は一時減少しておりますが、2010年に入って現在の資源量は3,413トンと若干

増えているところにあって、1986年以降の資源量、高位、中位、低位に３等分した場合、

現状は中位に入るということで、中位水準。近年５年の動きの中から、動向を横ばいと判

断しています。 

 この魚、Ｂlimitについても設定されておりますが、現在の資源量、親魚量はＢlimitよ
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り上回っており、Ｆcurrentという現在の漁獲圧によって持続可能であると判断しておる

ところから、管理方策としては、12ページの一番下ですけれども、Ｆcurrentを用いて

2012年のＡＢＣ、1,300トンという数字が示されております。 

 もうしばらくおつき合いください。 

 14ページにムシガレイが載っております。 

 これについては、西海区ではなく、日本海区水産研究所において担当させていただいて

おります。2010年の総漁獲長につきましては1,313トンということで、15ページの上のと

ころに、沖底漁獲量と小底漁獲量をあわせた図が載っております。この資源につきまして

は、沖底の漁獲成績報告書、資源密度指数、資源量などを用いながら、年齢別漁獲尾数を

利用してコホート解析が行われておるということで、資源量の推移が見えるようになって

おります。 

 15ページ中段の黄色いバックグラウンドの図の折れ線グラフ、黒丸の推移によって、沖

底資源量の推移が示されております。近年、中位水準にあると判断しておりまして、また、

沖底の資源量指数、資源密度指数などを勘案した中で、近年の資源状況は横ばいにあると

いうふうに判断しているところです。 

 管理方策につきましては、現在の漁獲圧でも資源の増加が期待されるということから、

Ｆcurrentという管理基準を利用するということでＡＢＣが提示されておりまして、1,800

トンという数字が示されております。 

 続いてソウハチでけれども、これもやはり日本海系群ということで、日本海水産研究所

で担当させていただいております。 

 漁獲の動向につきましては、18ページ上段に漁獲量の推移が示されています。増減を繰

り返しながら推移をしておりまして、1999年には5,000トンを超えるピークが認められて

おりますが、その後減少しながら、現在、2,500から2,700トンの間で変動しているという

ような状況でございます。 

 これにつきましても、沖底の漁獲成績報告書に基づく資源密度指数、年齢別漁獲尾数に

基づくコホート解析により、資源の評価が行われております。最近５年間の資源密度指数

とコホート解析による推定資源の推移からは、資源動向を横ばいと判断しているというこ

とでございます。水準は中位ということで、親魚量、過去の平均的な水準の中にあって、

Ｆmedian、現在の親魚量を維持するような管理基準を用いることで、資源の持続的な利用

が可能ということで、2012年のＡＢＣ，3,600トンという数字が示されています。 



－15－ 

 次に、ウマヅラハギなんですけれども、これにつきましては、なかなか我が国の中でウ

マヅラハギとして利用できる統計がそろっておりません。そういった中で、近年の漁獲状

況等、いろんなところから情報を集めながら評価を行っているところです。 

 20ページの下の図に、2000年以降のこの系群の我が国での漁獲量の推移を示しておりま

す。また、20ページ一番下の右側に、1980年代から2010年までの資源、漁獲量の推移、示

しておりまして、80年代、90年に、中国、韓国の漁獲量が非常に高かった。それが今、そ

こまでいかない中で、横ばいの状態で推移していると考えています。我が国における水準、

動向の判断、なかなか難しいところなんですが、こういった中国、韓国の漁獲量状況も勘

案しながら、水準は低位で、動向は横ばいの中にあると判断しておりまして、ＡＢＣとし

て低位であることを勘案して、平均的な漁獲量に対して0.8を掛ける形でのＡＢＣが提示

されています。 

 最後、２種残っております。 

 22ページに、東シナ海底魚類ということで、これは以西底引き網漁業によって漁獲され

ている部分を多く含んでおります。キグチ、シログチ、ハモ、マナガツオ、エソ、カレイ

類ということで、複数種含んだ中での判断となっております。 

 これは、22ページに以西底びき網漁獲量の推移が左側に載っておりますけれども、これ、

縦軸が対数軸になっております。つまり、非常に大きく減少していると、近年にかけて、

そういったところを示されているところです。 

 これ、一つ一つ説明させていただくだけの時間的な余裕もございません。23ページの真

ん中のところに、キグチ、シログチ、ハモ、マナガツオ、エソ、カレイといったところの

水準と動向、主にＣＰＵＥの変動、それから調査船調査の状況などから勘案した結果をお

示ししております。いずれの魚種も低位ということになっております。動向については、

キグチがちょっと情報がとれないので不明という中で、カレイ類、シログチ、ハモについ

てはちょっと増加の傾向が見えるものの、マナガツオ、エソ類については横ばいのままと

いうことでございます。 

 特に、こういう状態ですので、ＡＢＣの提示というようなことは行っておりません。 

 最後に、ケンサキイカです。 

 ケンサキイカにつきましては、漁獲量の推移が25ページにございます。2010年の漁獲量、

九州西岸から日本海西部にかけて約１万トン、東シナ海のエリアで約300トンということ

で、近年、１万トンを少し超えるようなところでの漁獲が続いているということです。 
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 以西、沖底、中型イカ釣りなど、いろいろな漁業情報から資源動向を判断させていただ

いています。近年、いずれのＣＰＵＥも上向いているように見えております。そういった

ところから、過去、大きくとれていた時代に比べると水準は低位ではございますが、近年

５年間で見てみますと、ＣＰＵＥの挙動から、動向は増加の傾向にあるとして、この魚種

については、資源量指標値を用いながら管理基準を設定しております。 

 25ページの管理方策といったところでは、現状では資源の指標値に合わせながら漁獲す

ることが現実的であろうと考えておりまして、2010年の漁獲量と同じ程度の漁獲が望まれ

るということで、ＡＢＣというふうな形で提示させていただいております。およそ１万

1,000トンでございます。 

 以上、ちょっと長くなりましたけれども、担当させていただいています魚種、報告させ

ていただきました。 

○橋本会長 

 ありがとうございました。 

 両部長から、ベニズワイガニ、それから関係の浮魚、それから、たくさんの底びきの対

象の魚種についての資源状況についての説明をいただきました。ただいまの説明につきま

して、ご質問等あれば伺いたいと思いますが、ございませんでしょうか。 

 市山委員。 

○市山委員 

 今のＡＢＣというところ、最後のところ、ＡＢＣは、ＡＢＣの数字が漢数字と「00」で

できているのとあるんだけれども、これ、何か意図的に違うのでしょうか。3,600トンっ

て、「3,600」といっているでしょう。ところが、「百」という漢字で書いている数字も

あるんですけれども、これは何か意図があるんでしょうか。 

○西村資源海洋部長 

 はい。余り細かいところの数字までは書き込むべきでないという部分もありますので、

そういったところでは、例えば100トンなり1,000トンなりというところで、数字を切るよ

うな形でお示ししている部分があります。これは、ある程度表現上のルールのようなとこ

ろでやらせていただいています。 

○市山委員 

 いや、いいです。わかりました。 

○西村資源海洋部長 
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 もう一つなんですけれども、説明を一部抜かした部分がありまして、水産大学校の今井

先生からの報告も、本日欠席されておられるのですが、資料は預かっております。これに

ついての説明も進めてよろしいでしょうか。 

○橋本会長 

 はい、じゃ、簡単に概要を。資料２－４でございますね。簡単にご紹介いただければ。 

○西村資源海洋部長 

 はい。すみません、預かっていた資料なんですが、ちょっと失念しておりました。追加

して説明させていただきます。 

 この中では、水産大学校の今井先生のほうで、日本海西部ということに限定する中で、

キダイ、アカムツ、ムシガレイ、ヤナギムシガレイについての報告、準備いただいており

ます。 

 手短にということですので、キダイにつきましては先ほどご説明いたしました。今井先

生のご報告の中では、漁獲金額を高めるような管理が必要であるというようなところで指

摘が書かれております。 

 アカムツにつきましては、我々西海区での資源評価の対象とは現在なっておりませんで、

その中で今井先生のほうから、現在の資源状況について、ある程度のご報告がなされてお

ります。2001年、2004年に卓越年級が頻発していたということなんですけれども、近年ど

うも、その卓越年級の発生がちょっと見えていないようなのでということで、さらなる注

意が必要であるというようなことで、報告準備いただいています。 

 ムシガレイにつきまして、キダイに次ぐ大きな資源ということで、その利用の仕方、い

ろいろと考えるところがあるというところで、資源量は一進一退の状態にあるけれども、

漁獲圧を下げる中で資源増大を図って、漁獲金額の増が期待できるというような表現が見

えております。 

 それから、ヤナギムシガレイ。これにつきましても、2009年、高水準を維持していると

いうことで、資源が自然に回復した一つの事例ということを示しているようです。 

 それから、ソウハチでございますけれども、これにつきましても、一時減少したものの、

2001年以降回復してきているということで、特に2004年から2008年、連続して卓越してい

て、資源はＶ字回復をしているというようなところで表現がされております。 

 以上、雑駁ですけれども、追加で説明させていただきました。 

○橋本会長 
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 ありがとうございました。 

 追加で、水産大学の今井先生の資料のご説明もいただきましたが、資源状況について、

ほかにご質問等ございますでしょうか。 

 清野委員、どうぞ。 

○清野委員 

 今ご説明ありましたアカムツについてなんですけれども、沿岸漁業の方のお話とか聞き

ますと、もう何か黄色信号というか、赤信号に近いぐらい、本当に非常に危機的な状況に

ございまして、これは、現在は西海区水研では調査対象としていないということなんです

が、今後、そういったアカムツとか、あと、ここに挙げられている底魚全体に調査を強化

されるご予定はありますでしょうか。 

○西村資源海洋部長 

 今のところ、資源評価対象種としては調べておりません。 

 もちろんこれは、ある程度我々だけで決められる話ではない中ですけれども。ただ、資

源動向調査として、資源評価の前段階に位置する魚種として、今注目しながら、調査はし

始めているところです。まず漁獲量の推移等、これからつかんでいかなければならないと

は思っています。 

○橋本会長 

 よろしいですか。 

 ほかに、この資源の状況について、ご質問等あるでしょうか。 

 よろしいですか。それでは、資源状況についてはこれぐらいにいたしまして、次の議題

に入りたいと思います。 

 ご承知のとおり、資源回復計画は、本年度、23年度で終了するということから、現在、

これまでの資源回復計画の評価・総括作業が進められております。そこで今回は、議題

（２）の「資源回復計画の取組状況について」のほかに、議題（３）として「資源回復計

画の総括・評価について」という議題を続けて立てております。しかしながら、この議題

（２）と議題（３）につきましては関連性が強いため、議題を一括しまして、３つの資源

回復計画それぞれごとに、取組状況とこの評価・総括の進捗状況ということをまとめてご

説明させていただきたいと思いますが、そういう形でよろしいでございましょうか。 

 それでは、資源回復計画ごとに、この取組状況と評価・総括を、まとめて説明を願いた

いと思います。 
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 まず、日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の取組状況と評価・総括の案というもの

について、事務局から説明をお願いいたします。 

○黒田資源管理計画官 

 境港漁業調整事務所の資源管理計画官の黒田と申します。よろしくお願いいたします。 

 では早速、取組状況と評価・総括案について、ご説明をさせていただきます。 

 まず、お手元の資料の３－１の、取組状況のご説明をしたいと思います。これは、前回

の３月の委員会以降、報告させていただいた以降の取組状況について、一覧表で取りまと

めさせております。内容的には、参加した県別に一応会議等を書いております。 

 この中で、従前からやっているベニズワイガニの産業三者協議会のほかに、ここに、２

月17日に、第１回・第２回日本海沖合ベニズワイガニ資源管理推進委員会ということで書

いておりますが、これは、今年の１月に、海洋水産資源開発促進法における漁業者団体等

による海洋水産資源の自主的な管理に関する協定というものに基づきまして、境港に水揚

げするベニズワイガニ産業の漁業者が管理協定を結びまして、それの運用状況等を、その

運用のための具体的な手続等についての中身を、打ち合わせをするという会議が新たに加

わっております。 

 一つ一つ説明するとまた長くなるので、一応、この取組状況については後ほど目を通し

ていただければありがたいです。 

 めくっていただきまして、４ページは、この日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の

計画策定後、これまでに各県、回復計画に参加している漁業者が、どういった取り組みを

行ってきたかということを一覧表にさせていただいておりますので、これについては前回

も報告させていただいているんですけれども、前回からは特に新しい取り組み等は入って

おりませんので、これも後ほどお目通しをしていただければありがたいと思っております。 

 以上、簡単ですが、まず、これまでの取組状況については以上のとおりご報告させてい

ただいて、次に、資料３－２の「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の評価・総括

（案）」ということで、中間報告案をご報告させていただきます。 

 資料の構成は、１枚目に計画の概要ということで、現在策定された回復計画の概要を簡

単に１枚にさせていただいておりまして、２ページ目に取り組みの実施状況、これまでに

行った取組状況を整理させていただいております。３ページ目に３として、目標の達成状

況や資源の水準・動向等について整理をさせていただいて、最後の４ページ目に計画の評

価・総括ということで構成しております。 
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 では、最初、１ページ目から簡単にご説明させていただきます。 

 まず１ページ目ですが、現在の計画の概要ということで、本計画は、当時、日韓暫定水

域が設定された後、各漁業者の１かご当たりの漁獲量、これはＣＰＵＥと言っております

が、これは非常に低下したと。さらに、カニの型が非常に小型化が顕著となったというこ

とで、非常に漁獲、水揚げ量が減ってきたということで、その資源回復に向けた早期な取

り組みは必要不可欠という状況のもとでつくられているということで、計画の資源回復の

目標というのは、非常に資源は低水準に減少傾向にあるということから、漁獲努力量の削

減措置として休漁等に取り組むと。漁獲対象である雄ガニの資源量を増加させることによ

って、本年度までの７年間で、当時減少していたベニズワイガニの減少に歯どめをかける

ということを目標に、これまで７年間実施してきたところです。 

 対象の漁業は、大臣許可漁業である日本海べにずわいがに漁業と、県知事許可の兵庫県

のべにずわいがにかご漁業が対象としてなっております。 

 実際に資源回復のために講じた措置というのが、計画上では漁獲努力量の削減措置とい

うことで、大きく３つ、休漁と減船と改良漁具の導入ですね。これは、かご網に9.5ミリ

の輪っかをつけて、小型のカニがそこから脱出できるようにするという改良漁具を導入す

るというものです。２つ目として、漁場環境の保全措置ということで、各漁場の海底清掃

を実施するというのが、現在の回復計画の大きな概要となっております。 

 めくっていただきまして、次の２ページ目で、これまでの取り組みの実施状況というこ

とで、漁業者の方が取り組まれてきた漁獲努力量の削減措置と漁場保全等の取組実績につ

いて整理させていただいておりまして、主な漁獲努力量の削減措置はここの５項目ですね。

休漁と、漁獲量の上限設定、減船、網すその開放、小型ガニの保護・漁具改良ということ

で、実施を各項目について17年度以降、順次削減措置を行ってきているところであります。 

 ２番目の漁場環境保全等の取組実績ということで、現在、休漁が７から８月ということ

で２カ月間なので、この間の一定期間、関係する兵庫・鳥取・島根の３県のかにかご漁船

が、サデ、海中の漁具をひっかけて上げる漁具なんですが、これを用いた海底清掃で、底

に沈んでいる刺網であるだとか、かご等の放置漁具の回収を実施しております。この海底

清掃は、右に表として書いてありますが、大体というか毎年、十五、六隻から20隻参加し

つつ、海底清掃を実施しているという状況にあります。 

 引き続きまして、３ページ目になるんですが、今度は、これまで行った回復計画の目標

の達成状況ということと、あと資源の水準・動向等について、ご説明させていただきます。 
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 まず、目標の達成状況なんですが、特に大臣許可水域におけるベニズワイガニ漁業は、

暫定水域設定後、非常にＣＰＵＥが低下したということと、小型化が顕著になったという

ことで、1984年から86年には３万トン前後あった漁獲量が、90年代後半には１万トン前後

まで、３分の１程度まで急激に減少し、2002年は過去最低である5,000トン台まで大幅に

減少したということで、非常に減少の頻度が強く出ていたと。一方、兵庫県知事許可水域

については、90年代3,000トンであったのが若干減少して、2000年以降は2,000トン後半で

推移していると、横ばい状況にあるということとなっております。 

 2005年の計画策定後は、特に大臣許可水域では9,000トンで、これ、個別割当制度を導

入した関係なんですけれども、一応ＩＱ制度の中で、2007年以降は１万トンで漁獲をしな

がら、これまで操業しているという状況になっております。実際に、その下に表を入れて

おりますが、回復計画を実施した2005年以降、大体９キロ台―１かご当たりですね―

の状態で、計画策定時の直近で発生していたＣＰＵＥが６キロ台でしたので、約50％ほど、

回復計画を実施することによって、１かご当たりの漁獲量がふえていると、ふえて安定的

に推移しているというような状況になっていると考えられます。 

 次の（２）として、資源の水準・動向ということで、ちょっと今ご説明したことを書い

てあるんですが、一応、回復計画以降は、ＣＰＵＥは横ばい傾向で、安定した形で推移し

ているという状況にあります。 

 最後のページになりますが、これまでの計画の評価・総括ということで書かせていただ

いております。 

 この本計画に基づく漁業者の方の取り組みは、漁業者の方々の努力によって着実に実施

されておりまして、これまで1996年以降、非常に減少傾向にあった資源状況は、低位水準

と判断されるものの、増加傾向に入っているのではないかと。ＣＰＵＥについて見ても、

過去最低であった2002年、2003年の６キロ台から、計画開始後は９キロ台に回復して、横

ばい傾向で推移しているということです。 

 また、ＣＰＵＥに漁場面積を乗じて求められる資源量指標値なんですが、これについて

も、過去最低であった2002年の12万台から、直近の2010年には、約３倍に近くなってしま

うんですけれども、30万に回復しているということで、資源の低下・減少というものに歯

どめをかけて、かつ、増加に転じたような方向にあると我々は考えております。 

 ２つ目として、資源管理体制の維持・強化における効果ということで、これまで計画期

間７年間の間、生産者と、あと仲買、市場の関係者と、加工の方も入れた三者協議会とい
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うのをおおむね一、二カ月に１回の割合で開催しまして、ベニズワイガニ産業のそのとき

の状況について意識・情報の共有をしまして、かつ、その計画の進捗状況等についても情

報提供等を行い、確実に計画を実施してきたということです。さらに、ちょっと先ほども

説明したんですけれども、１月には大臣許可を受けている各漁業者が参加する日本海沖合

ベニズワイガニ資源管理協定というものをつくりまして、この自主協定に基づいて、現在、

厳正に操業を皆さん行っているという状況です。かつさらに、昨年来、ちょっと漁場競合

等あった関係で、調整して、資源回復型の減船を１隻したということで、非常に漁業者の

皆様のご努力によって、厳正な資源管理体制が維持されているということで、この体制を

今後とも引き続き維持していく必要があるというふうに考えております。 

 最後になりますが、その他ということで、これまでの取り組みによって、ベニズワイガ

ニの資源も増加傾向にあると考えられるんですけれども、また今後、いつどういった理由

でかわからないですけれども、減少するという可能性もありますので、特に今後は小型個

体等の漁獲をできるだけ控えて、将来的に継続的に漁獲ができるようにしていくというこ

とが非常に必要になるということで、これからも現在の資源管理の取り組みと管理体制を

維持していく必要があるということで、最終的に整理させていただいております。 

 説明は以上です。 

○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と現時点での評価・総括の案につい

て、ご報告、ご説明をいただきました。ただいまの説明につきまして、評価・総括に対す

るご意見でも構いませんし、質問でも構いませんので。このベニズワイガニにつきまして

は、新潟から島根等まで、大変広範なところで関係が深いと思いますが、何かご意見等ご

ざいますでしょうか。 

 白浜さんも特段、何かあれば。 

○黒田資源管理計画官 

 じゃ、きょう、日本海かにかご協会の白浜副会長が来られているので、一言ごあいさつ

をいただければ。 

○白浜参考人 

 日本海かにかご協会の白浜です。西野前会長より引き継ぎまして、この場に列席させて

いただきましたこと、よろしくお願いいたします。 
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 先ほどの黒田計画官のご説明の補足になりますが、本年９月に国の再編整備等推進支援

事業により資源回復型減船を実施いたしました。関係各所の皆様には、この場をおかりし

てお礼を申し上げます。ご協力ありがとうございました。 

 この減船についてですが、平成19年から一部漁場競合が発生いたしまして、ベニズワイ

ガニ漁業は施設型の漁法であることから、短期間での資源の回復が望めないこと、また新

たな漁場の開拓が困難であることといった中で、漁業者全員で鋭意検討を重ねた結果、13

隻あった漁船数から１船減船することで、残存漁業者による当該漁業の維持・存続を図る

結果になったということです。 

 また、西野前会長が前回の委員会でご報告させていただきましたとおり、本年１月より

自主管理協定を運用しております。これに関しても引き続き厳格な運用を進めており、前

回の違反報告以降、新たな違反は発生しておりません。 

 今後とも資源回復については漁業者一丸となって積極的な取り組みを続けていく所存で

すので、ご理解、ご協力を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。 

 ほかに、このベニズワイガニの取組状況、あるいはこの総括・評価というものに対しま

して、ご意見等ございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

○森脇委員 

 今の資源評価の中で、この日韓の暫定水域というのは、これは勘定に入っているか、入

っていないかということと、もし入っていないなら、現在のＩＱを枠が広げられないかと

いうことと、それから23年度でとりあえず資源回復の計画が終わるんですが、今後、また

ＩＱの枠が広がるということはないのかということを、ちょっとお伺いしたいですけれど

も。 

○黒田資源管理計画官 

 暫定水域の水揚げが入っているかどうかということなんですけれども、こちらのほう、

ＣＰＵＥとかには入っております。一応ちゃんと、ＥＥＺだけではなくて暫定水域、境港

への水揚げの分をすべて計算してありますので、暫定水域の水揚げは含まれております。 

 あと、ＩＱ枠の拡大の話なんですが、今、資源評価のほうでもお話があったとおり、全

体的には中位増加傾向となっていますが、大臣水域については依然としてまだ低い水準に
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ありますので、そこはこれから、資源状況等を見ながら、ＩＱ枠を増やせる可能性があれ

ば増やすということで考えていきたいとは思っておりますが、ちょっとそこはまだこれか

ら我々も考えなければいけないところで。できれば増やすということで考えることができ

ればと、今の段階では、ちょっとそこまでしか言えないんですが、できるだけ資源状況等

を見つつ、前向きに検討していきたいと考えております。 

○橋本会長 

 よろしいですか。 

 ほかに、このベニズワイガニについて。 

 清野委員、どうぞ。 

○清野委員 

 本当にこれだけの努力をされて、何とか回復に向かわれているということで、関係する

方に敬意を表します。 

 それで、きょう、先ほど白浜参考人の方からも残存漁業者という言葉が出て、何か胸が

つぶれるような表現だなと思ったんですけれども、そういう退路を断ちながらでも努力を

されているということを多くの消費者にはもっと知ってほしいなと思いましたし、一匹一

匹のカニをそう思いながら食べるのが大事じゃないかと思いました。 

 ちょっと１点お伺いしたいのが、今回、三者協議ということで流通の方も含めて、かな

り回数多く、四十何回もされているということで、この流通とか加工も一緒になって考え

てくれることができればって、あちこちであるんですが、なかなか実現しないんですね。

そのあたりは、何かちょっときっかけを教えてください。 

○黒田資源管理計画官 

 実は、ベニズワイガニというのは、境港は約１万トン前後、最近水揚げされているんで

すが、その90％以上が加工用の原材料として使われておりまして。普通にカニとして、ほ

かのカニと違って流通していなくて、ほとんどはもう加工用なので、やはりどうしても加

工業者の方々を踏まえたことで、境港のベニズワイ産業という形で、全体で見ていかない

となかなか。漁業者だけ向いてやると加工屋さんのほうが苦しくなるし、加工屋さんのほ

うだけ見てやっても、やっぱり漁業者のほうも市場も苦しくなるということなので、そこ

は産業という形で、当初から関係者全員集めて、よりよい方向で資源を管理していくとい

うことで議論をしてきたということなので。ちょっとほかの漁業とは状況が、そういう加

工に90％以上回っているというので、違いがあるということなので。 
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○清野委員 

 でも、非常に大きい前例だと思いますので、もうちょっと拡大して、参考になるかなと。

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。 

 ほかにご意見ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、ベニズワイガニにつきましてはこのぐらいにいたしまして、次の計画、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、これについて、取組状況と評

価・総括の案について、説明をお願いしたいと思います。 

 九州漁調。 

○島崎沖合課長 

 九州漁業調整事務所沖合課の島崎と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の４をご覧ください。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、ご説明申し上げます。 

 沖合底びき漁業の漁獲努力量削減措置ですが、平成18年度に２隻１組の減船を実施しま

した。このほか、19年度、22年度には、それぞれ２隻が自主廃業となりまして、現在は30

隻15組になっております。加えまして、使用漁具の改良も行っております。平成21年度か

ら、コットエンドベーチングの一部を100ミリに大型化しまして、小型魚を選択的にとり

控えるという改良を施した漁具を使用しております。 

 以西底びき網漁業としては、平成19年度から21年度においては日本海・九州西広域漁業

調整委員会指示により、また、22年から23年度は許可の制限または条件の公的規制として、

５月16日から５月31日までの間を係船休漁として実施しております。実施は５組９隻とな

っております。 

 続きまして、資源の積極的培養としては、ご覧の表にありますとおり、マダイの放流を

実施しております。表中の沖合底びき網漁業の23年度アマダイの放流予定については、来

年２月ごろを予定しているとなっております。 

 漁場環境の保全措置といたしまして、沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業においては、

夏の休漁時期に、平成19年度から海底清掃を行っております。23年度では７月から８月に

海底清掃を行っております。また、22年度中に回収されたごみの量は、夏の海底清掃時を
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含め、沖合底びき網漁業では16トン以上、以西底びき網漁業では73トン以上に達しており

ます。 

 以上で取組状況のご説明を終わります。 

 続きまして、同計画の評価・総括案でございます。こちらは資料４－２をご覧ください。 

 計画の概要としましては、沖合底びき網漁業及び以西底びき網漁業の主要漁獲物の資源

状況は、多くの魚種で低位、動向は減少または横ばいとなっておりましたことから、資源

水準を回復させるため、減船、改良漁具の導入、休漁、放流による積極的培養に取り組む

ものでございます。 

 目標については、有用底魚資源の減少に歯どめをかけることにより、１網当たりの漁獲

量を増加させるものでございます。計画当時である平成18年度の１網当たりの重量は486

キログラム以下でありました。 

 取り組みの実施状況、漁獲努力量の削減措置については、減船、改良漁具の導入、休漁

については先ほどご報告差し上げたとおりでございますが、若干補足させていただきます。

先ほど、コットエンドベーチングの一部の目合を拡大したということにつきましては、平

成21年８月から同部分の目合を100ミリに拡大しました。これにより、小型魚がコットエ

ンドから抜け出し、小型魚を選択的にとり控えることが可能となっております。係船休漁

ですが、広域漁業調整委員会指示から許可の制限または条件での公的規制に移行しました。

内容としては、５月16から31日までですが、これは、同じ内容が移行されたものとなって

おります。 

 目標の達成状況につきましては、単位漁獲努力量当たりの漁獲量として、１網当たりの

漁獲量が増加傾向となっており、目標はおおむね達成されたと考えられております。 

 ３ページ目の図２をご覧ください。これは１網当たりの漁獲量を示しております。赤い

棒グラフが１網当たりの漁獲量で、年々増加傾向を示しております。また、青い折れ線グ

ラフは総漁獲量を示しておりますが、こちらは、減船や休漁の取り組みなどにより操業延

べ日数が減少したこと等のため、減少傾向を示しております。 

 なお、対象魚種の資源状況につきましては、計画開始時と比較して、ソウハチ、ムシガ

レイで低位から中位へ、動向につきましては、ケンサキイカで横ばいから増加へ、アマダ

イ類では減少から横ばいへ、グチ、ハモ類では横ばいから増加傾向へと変化しており、一

部で改善の兆しが見えていると考えられています。 

 資源の水準・動向につきましては、先ほど水産総合研究センターから報告がございまし
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たので、詳しい報告は割愛させていただきます。 

 計画の評価・総括でございます。 

 底びき網漁業での減船、改良漁具の使用、以西底びき網漁業での休漁等により、有用底

魚資源の減少傾向におおむね歯どめをかけることができたと考えております。 

 沖合底びき網漁業として実施した減船は、漁獲圧を減少させる効果がございました。減

船による漁獲圧低減については、個別の評価はなかなか難しいのですが、考え方としては、

平成18年度の１組当たりの年間漁獲量分に相当する漁獲圧を低減させることができたと考

えており、745トンを低減させる効果があったものではないかと考えております。 

 コットエンドのベーチング上部の目合大型化については、小型魚の保護に効果をあらわ

したところでございます。具体的に申しますと、先ほど、ベーチングの一部を大型化した

ということでございますが、これは、平成18年度、19年度の水産総合研究センター開発調

査センターの事業による成果であります。エミ網に入りました15センチ以下の魚体のうち、

約60％がコットエンドの外にのがれるという結果が出ており、さらに、そののがれた魚の

81.6％がそのまま生存するという推定結果が得られております。 

 以西底びき網漁業においては、一定期間の休漁を実施しております。この休漁は、マダ

イ、キダイの主要魚種の産卵期に合致するものであり、ほかにも、ケンサキイカ、アマダ

イ類、タチウオの産卵期と合致しております。また加えまして、種苗放流、漁場環境保全

の効果とあわせ、有用底魚資源の減少傾向におおむね歯どめをかけることができたものと

考えております。 

 今後とも有用底魚資源の水準の維持・回復のために、本計画同様の取り組みを継続する

ことが重要となっております。 

 大変簡単ではございますが、以上でご説明とさせていただきます。 

 なお、本資源回復計画の評価・総括につきましては、次回３月の本会議において最終的

な報告とさせていただく予定でおります。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。日本海西部・九州西海域の２そうびきの包括的資源回復計画

の取組状況、それから評価・総括の案の説明をいただきました。 

 それでは、この２そうびき包括的資源回復計画につきまして、ご質問あるいはご意見、

ございませんでしょうか。 

 島根県あるいは山口県等の関係漁業者が関係すると思いますが、特段のご質問等もござ
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いませんか。 

 清野委員、どうぞ。 

○清野委員 

 私ばかりですみません。 

 今、国内でのご努力についてはお伺いして、成果も出つつあったり、本当、血のにじむ

ような努力をされていると思うんですが、一方で、先ほど資料２－３でご説明いただいた

記述の中には、もう我が国だけでやることがどのくらい意味があるのかというのが感じ取

れるような内容がたくさんございます。それで、水産庁さんにお伺いしたいのは、近隣諸

国の漁獲規制というのがどういうレベルでこれらの対象魚種に対して行われているのかと

いう情報を、今じゃなくても結構なんですけれども、次回までにいただけたらと思います。 

 というのは、これだけの努力を現場に強いていながら、本当、九州の国境付近の漁場っ

て、目の前でやっぱりごっそりとられるというのを繰り返されていて、その中で希望を失

ったり、あるいは自主廃業という船も、自主廃業しようかどうかぎりぎりの船も、本当は

もうこれとっちゃいけないんじゃないかというぐらいまで、ぎりぎり迫るような状況もあ

るんですね。ですから、やっぱり日本がこれだけ努力している一方で、市場に揚がってく

る魚を見ると本当にものすごい量、この種類を何百箱と揚げてくるので、ちょっとその数

字から見たギャップが余りに激しくて、日本の努力をもうちょっとトータルで評価しない

と、これ以上現場にものを言えない感じがしています。 

 コメントとお願いと、それからやっぱり情報提供で、もう国際的な資源保護の時代に、

日本はこれだけ情報公開もして努力もしているので、先方のもう少し具体的な数字も開示

していただきながら、現場までそれは伝えていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○橋本会長 

 ありがとうございました。 

 何か水産庁側はコメントありますでしょうか。 

○丹羽管理課長 

 ちょっとどれだけのデータがあるか。データ的にどういうものがあるかというのはある

と思いますので、ここで確定的なお答えはできませんが、ちょっと努力してみたいと思い

ます。 

○橋本会長 
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 ありがとうございます。 

 ほかに、この２そうびきの計画の評価等について、ご意見、ご質問でも構いませんけれ

ども、ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、ないようですので、最後の、部会の区域をまたがる資源回復計画であります、

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と、その

計画の評価・総括の案について、説明をお願いいたします。これも九州漁業調。 

○島崎沖合課長 

 それでは、日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）の資源回復計画の取組

状況について、ご説明申し上げます。資料５－１をご覧ください。 

 同海域では、複数の漁業団体が取り組みを実施しております。 

 大中型まき網漁業の取り組みですが、取組団体といたしましては、山陰旋網漁業協同組

合、遠洋旋網漁業協同組合、長崎県旋網漁業協同組合、鹿児島県旋網漁業協同組合の４団

体になります。内容は、小型魚を主とする漁獲があった場合、以降、その集中的な漁獲圧

をかけないように、速やかに漁場移動を実施するものであります。本年３月以降では、10

月29日に島根沖で操業の７カ統が漁場の移動ですとか自主休漁を実施し、同漁場を活用す

る団体間で情報共有を行い、小型マアジの集中漁獲は回避されたというところでございま

す。以下、ほかの取り組みとしては表にまとめております。 

 続きまして、中型まき網漁業の取り組みとしましては、山陰旋網漁業協同組合の中型ま

き網漁業がございます。こちらは、小型の漁獲制限として自主休漁を実施しております。

実施状況につきましては、マアジ、マサバ、マイワシを対象として、本年３月以降、５月

17日、９月30日ほか、表にございますとおり、４度の夜間休漁を実施しております。 

 また、同じく中型まき網漁業として、長崎県旋網漁業協同組合の中型まき網漁業がござ

います。こちらの取り組みは、小型魚が多く出現する時期に中型まき網の、主にマアジ、

マサバを目的とする37カ統が一定日の休漁を実施しました。具体的には、23年度は地域に

より小型魚出現頻度が高い４カ月間の毎週土曜日を休漁といたしました。資料にあります

長崎県旋網漁業協同組合の取り組みでは、22年度より、対馬海区と県南海区などの海区で

休漁月が違いますが、これは、対馬海域では冬に小型魚が比較的多く出現するということ

がございましたので、県南等の他の海区と時期を変えて対応したところでございます。 

 中型まき網と小型まき網漁業が行われている鹿児島県旋網漁業協同組合では、１カ月の
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水揚げ日数を18日以内と定め、取り組んでいたところでございます。 

 以上が取組状況のご説明でございます。 

 続きまして、同計画の評価・総括案でございます。資料５－２をご覧ください。日本海

西部・九州西海域マアジ資源回復計画の評価・総括（案）でございます。 

 計画の概要は、広域資源として分布する対馬暖流系マアジ、マサバ及びマイワシにおい

ては、資源状況は、マアジで中位減少、マサバで低位横ばい、マイワシにおいては極めて

低い状況にあったところです。そのため、マアジ及びマサバの小型魚保護のため、小型魚

漁獲が集中した漁場からの移動、一定日数の休漁、水揚げ日数の制限などにより、25年度

のマアジ、マサバ親魚量をそれぞれ１万トン増加させること、マイワシについては資源変

動が大きいことから、今までの措置同様、マイワシを主とする操業は行わないことを維持

する目標として、21年度から25年度までの計画といたしました。 

 資源回復の実施状況は、先ほどご説明した内容と同様の表が掲載されております。 

 本計画では行政担当者会議というのを開催しており、その中で各取り組みの横断的な連

絡体制を構築し、小型魚主体の漁獲があった場合など、海域情報を共有することで小型魚

の集中漁獲が回避され、管理の取り組みが有機的に機能したと考えております。 

 目標の達成状況でございます。この計画では、親魚量を増加させることが目標となって

います。そのための手法として、小型魚への漁獲圧を低減させることを取り組んでまいり

ました。 

 ３ページ目の図７、上のほうにございます青色の棒グラフのところをご覧ください。図

７の左側のグラフは、これは、マアジの資源量を青色棒グラフ、親魚量を赤折れ線グラフ、

加入量を緑で示しております。オレンジの横線が１本入ってございますが、これは2008年

度の親魚量、26.5万トンを示しております。このラインより１万トン増加というのが目標

となっています。達成状況としましては、25年度の親魚量増加を目指し取り組んだところ

でございましたが、現時点では、マアジの青色棒グラフの資源量は増加しているものの、

目標である親魚量は2008年より、現段階では残念ながら、若干下回っている状況となって

おります。 

 一方、図８の右のグラフですが、こちらは、マサバの資源量を青色棒グラフ、親魚量を

赤折れ線グラフ、緑の折れ線グラフは加入量を示しております。同じく、オレンジの横線

は１万トン増加の目標値でございます。達成状況としましては、マサバの資源量を示す青

い棒グラフは前年を下回っており、減少傾向は見えるのですが、赤い折れ線グラフの親魚
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量は増加傾向を示しているところで、15.4万トンの１万トン増加が目標であったところ、

親魚量は現在のところ24.8万トンと見積もられているところでございます。 

 本計画の目標は親魚量を増加させることにあります。この理由は、産卵群を多く維持す

ることにより新規加入量増大の可能性を高めるもの。一方、この手法として、小型魚への

漁獲圧低減を行ったわけです。小型魚を保護することは、いずれ産卵群に加わる群を保護

したことになりますので、新規加入量増大につながるという考えによるものです。 

 マイワシにつきましては、先ほど水研センターよりご説明があったとおり、極めて低い

資源状況ではあるものの、増加傾向が見られる状況となっております。しかしながら、現

行の資源管理措置として、混獲程度の漁獲に努める措置が維持されたところでございます。 

 資源の水準・動向につきましては、先ほどセンターからご説明があったとおりでござい

ますので、割愛させていただきます。 

 計画の評価・総括でございます。 

 結果として、小型魚への漁獲圧が一定程度軽減されたと考えております。しかしながら、

依然として資源量は中位または極めて低位にあること、複数県の漁業者が利用・管理する

資源であること、今後も継続して親魚を増加させる取り組みを行うことが重要となってお

ります。 

 大中まき網、中小型まき網の漁業関係団体の関係者が定期的に協議を行い、漁場形成、

漁獲状況、休漁等の取り組みについて報告を共有し、小型魚主体の漁場を形成された際に

も、速やかな情報公開により、漁場移動、休漁などの措置が連携して行われたということ

は、これら協議が有機的に機能したことと、漁業者皆様の努力によるものと考えておりま

す。 

 資源回復計画終了後も、関係者、県、国が、漁場移動などの連携した対応が速やかにと

れるように、協力して広域資源管理を行うことが重要となっております。 

 大変簡単ではございますが、以上で説明とさせていただきます。 

 本回復計画の評価・総括については、こちらも来年の３月、次回の３月の本会議におい

て最終的な報告とさせていただく予定でおります。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）資源回復計画につきましても、

取組状況と、それから現時点での総括・評価の案のご説明をいただきました。年度末の来
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年３月に予定されている本委員会で、最終的な総括・評価というものは報告されるという

ことでございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご意見、現時点での総括・評価等に対するご意見で構い

ませんが、何かございますでしょうか。まき網の対象魚種についてです。 

 清野委員。 

○清野委員 

 ご説明いただいて、まき網の方も委員に多くおられると思いますが、そういった情報共

有とかの努力をされて、本当、マメアジみたいなのをたくさんとらないとか、そういうの

で進捗されているのを伺って安心いたしました。 

 今後、やっぱりここの海域、資源が少ない中で、まき網の方々と、それから沿岸の方々、

どうやって合意形成するかってすごく難しいところだと思います。ですから、昨日お伺い

しました北海道の小樽の事例のように、いろいろ直接会って対話しながら、共同の資源管

理をしていくということで、ちょっとずつまき網の方々の間で進んだものをまた拡大して

いただくとか。すぐには難しいと思いますけれども、そういう輪が広がっていくといいな

というふうに思いました。 

 ですから、せっかくこういう委員会で各地のいろんな取り組みの方法とか協議会のつく

り方とか情報をいただく中で、その時宜に合ったやり方で、でも先進地に学ぶような、何

かそんなことをしていただければなというので、ご意見とご要望を差し上げます。 

○橋本会長 

 ありがとうございました。要望を含めたご意見ということで伺っておきたいと思います。 

 ほかに、このマアジ、マサバ、マイワシの資源回復計画について、現時点で何かご意見

等あれば、お伺いしたいと思います。 

 よろしいですか。 

 それでは、ないようでございますので、ここで３つの資源回復計画についての取組状況、

評価・総括についての議案を終えて、次の議題（４）に、資源回復計画終了後の取り組み、

あるいは実施体制についてという議題に移りたいと思います。 

 資源回復計画が本年度で終了するということで、当委員会で部会をまたがる資源として、

対象の資源回復計画であった日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画を初めとする、それ

ぞれの資源回復計画について、今説明のあったとおり、評価・総括案を説明いただいてい

るところでございますが、こういった資源回復計画が終了した後に、どのようにこういっ
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た広域資源について資源管理を進めていくかということが大変重要になってくるわけでご

ざいます。この議題は、次の議題の（５）の資源管理に関する連絡あるいは報告事項につ

いての①の資源管理指針・計画の作成状況と、こちらと密接に関係いたしますので、議題

の（４）と次の議題の（５）の①とあわせまして、事務局から説明をいただきたいと思い

ます。 

 管理課の鏑木さんから説明をお願いいたします。 

○事務局（鏑木） 

 水産庁管理課の鏑木でございます。 

 私のほうから、まず、今後の広域的な資源管理のための連携・協力の推進についてとい

うことで、資料６と７を使いまして、全体的な考え方についてご説明いたします。その後

に、九州地区につきまして、検討状況につきまして、九州漁調の島崎課長のほうから続け

てご説明をするということで、お願いをいたします。 

 まず、広域的な資源管理のための連携・協力の推進についてということでございます。 

 23年度末で現行の資源回復計画が終了するわけでございます。その取り組みは、今年度

から実施されております資源管理指針・資源管理計画体制という中で推進していくという

ことで考えております。その際に、この資源管理指針といいますのは、国または都道府県

が作成をするわけでございます。その内容につきましては、今ほど申し上げましたように、

資源回復計画の中で用いられておりました措置を移行するような形で作成をしております。 

 したがいまして、回復計画で行われていた取り組みというものは、新しい体制の中で引

き継がれていくということになるんですが、その一方、こういった指針・計画というのは、

管理する漁業の単位で行われることになりますので、例えば大臣管理のものであれば国が

やると、それから、そのほかの地方の主な魚種あるいは主要な魚種に関しては、都道府県

のほうで主導して取り組んでいただくということになるわけでございまして、こういった

広域的な資源管理を推進していくためには、新たな関係者のいろいろな連携をスムーズに

していくという必要があるわけでございます。したがいまして、そういったことを行って

いくためには、この資源回復計画等で培われました横のつながりといいますか、関係者間

の連携というのを引き続き利用していくといいますか、そういった取り組みを利用してい

くということが非常に大事なことではないかと考えております。既に各者がそういった管

理措置についてよくおわかりになっていて、必ずしも関係者の協議が必要はないというこ

とであれば、そういった形でどんどん進めていただけるんだと思うんですが、やはりいろ
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いろな連携とか連絡をとり合いながらという取り組みが必要なのではないかというふうに

考えております。 

 国といたしましても、こういった関係者の協議が円滑に進むように、積極的に助言・指

導というのを実施していきたいと考えておりまして、この場でもご説明しておりますよう

に、例えば、関係する漁業調整事務所が関係者間の協議の場を設定するということも一つ

の例だと考えております。 

 また、その一方で、各都道府県が資源管理指針を作成するわけですが、それにつきまし

ては、国との協議をすることになっております。私どもといたしましても、国といたしま

しても、そういった関係者間での合意というものがあれば、そういったものが適切にそう

いった指針に反映されておりますように、十分注意して対応していきたいと考えておりま

す。こういったことで、資源回復計画の内容というのが引き続き今の体制の中に取り組ま

れて、引き続き取り組まれていくというように努力をしていきたいと考えております。 

 また、その一方、先ほどご説明いたしましたように、これまで実施してまいりました回

復計画の総括とか評価の作業を実施しております。各資源回復に取り組んでおりました資

源の状況に応じまして、さらにどのような管理を実施していく必要があるか、それは広域

的にどういうふうにやっていくかということも含めてですが、検討をしているところでご

ざいます。 

 そういった中にございまして、この広調委というのは、まさに複数の都道府県にまたが

る海域を回遊する魚種の資源管理というのを検討していただく機関でございます。ですの

で、この回復計画終了後も、広域的な資源管理の取り組みを適宜この委員会でも報告する

とともに、既に資源管理のための委員会指示といったものも幾つか出していただいており

ます。こういった指示の維持ですとか見直しということを検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 それから、２ページ目に触れておるんですが、この回復計画と関連いたしまして、ＴＡ

Ｅ制度というのを国では設けております。このＴＡＥ制度は、資源回復計画に基づきまし

て、関係者が行う漁獲努力量削減措置による効果の阻害となる漁獲努力量の増加を抑制す

るという目的で行ってきたわけですが、先ほどからご説明しておりますように、回復計画

の内容が資源管理措置に移行して、引き続き皆さんが資源管理措置として取り組んでいか

れるということを基本としておりますので、ＴＡＥにつきましても、回復計画は終了いた

しましたが、引き続き設定をするということで、これは先週の11月25日開催の水政審の資
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源管理分科会にその旨を諮問いたしまして、ご了承をいただきまして、引き続きこのＴＡ

Ｅについても設定をしてまいるということになったところでございます。 

 それから、資料７のほうでございますが、今ほど申し上げました、この資源管理指針と、

それに基づきまして、資源管理計画がどのように作成されているかということにつきまし

て、大臣管理漁業分、それから裏面に都道府県知事の管理漁業分ということで、その実数

を取りまとめた表を添付しておりますので、ご確認ください。 

 以上でございます。 

○橋本会長 

 ありがとうございました。 

 引き続き、九調のほうから。 

○島崎沖合課長 

 九州漁業調整事務所の島崎と申します。 

 まず、日本海西部・九州西海域におけるマアジ、マサバ、マイワシの今後の取り組みの

体制ですが、特に資料はございませんで、口頭でお伝えいたします。 

 広域資源管理として、今後も小型魚をとり控えることにより、親魚量を増加させる取り

組みは重要であります。平成24年度以降につきましても、大中型まき網漁業団体、中小型

まき網漁業団体が定期的に協議を行い、漁場形成ですとか漁獲の状況、あるいはそれぞれ

の取り組み等について情報を共有して、各団体が横の連携を持つということが極めて大事

であると考えております。 

 そのため、資源回復計画終了後も関係漁業者、関係県、研究機関、国が連携し、協力し

て取り組んでいけるようにするために、現在のところ仮称ですが、広域資源管理検討会議

というものを立ち上げて、広域資源管理の方策を検討する場を設定しようと考えておると

ころでございます。この広域資源管理検討会議においては、各団体の状況等について積極

的に情報交換が行われ、各取り組みに生かされるということとともに、広域資源管理がよ

り有効に実施されることを期待するものでございます。 

 今後の予定といたしましては、早急に設立準備会を立ち上げて、２月上旬までには同会

議を立ち上げて、構成員を初め管理方策について関係者と検討を重ねてまいりまして、２

月の上旬までには具体を構築しようと考えておるところでございます。 

 続きまして、日本海西部・九州西海域の底びき網漁業（２そうびき）の取組・実施体制

ですが、広く分布する有用底魚資源の利用管理をする沖合底びき網漁業の関係者及び以西
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底びき網漁業関係者は、資源水準維持・回復のために、本資源回復計画と同様の取り組み

を実施することが必要となっております。そのため、24年度以降は、全国底曳網漁業連合

会が中心となりまして、資源管理計画を作成し、資源管理を継続していく予定となってお

り、資源管理計画の作成等については具体的検討が既に開始されているところでございま

す。こちらにつきましても、来年２月ごろまでに計画の具体を構築する予定になっており

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。 

 ただいま、事務局から全体的な広域資源管理のための今後の連携・協力推進についての

説明と、九州漁調からはそれぞれ個別の、まき網についての今後の体制づくりの話、底び

きについての取組・実施体制についての説明がございました。この資源回復計画が終了し

ても、引き続き、この広域漁業調整委員会について報告等を受けながら議論もしていく。

それから、先ほど説明にもありましたとおり、引き続き必要な委員会指示等は発出してい

くということでございます。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問あるいはご意見等につきまして、あればお伺いし

たいと思いますが、何かご意見のある方はおられますでしょうか。 

 何かありませんでしょうか。 

○志幸委員 

 説明を聞いて、皆さん方の説明、それと結果を聞いて、私たち、また私たちの立場の意

見を鑑みて。今は、広域漁業調整委員会での検討をやめるとか、そう言っていて、ただ名

前変えるだけでしょう。そんな難しいことばかり言っとるけれども、それも前回も言っと

った。最後にゆっくり、会長、全部進めて、そちらの話聞いてから現場のお話も聞いてい

ただいたりして、スムーズに進めましょうや。 

 以上です。 

○橋本会長 

 そうですね。ありがとうございました。 

 皆様方、現場に帰って、また現場の関係者とも話し合われると思いますので。 

○志幸委員 

 言いたいことは山ほどありますから、その他のところで。 



－37－ 

○橋本会長 

 また、じゃ、年明けのときに、委員会のときには、そういった意見も持ってきていただ

けたら。 

○志幸委員 

 いやいや、早く検討願いたいと思います。時間も限定されていますし、汽車の用意も皆

さんあるし。だから、早く進めて、そちらが話し終わってから私たちの意見も聞いてくだ

さいよ。肝心なマグロの件もあるし。 

○橋本会長 

 それでは、次の議題に進めさせていただきます。 

 続きまして、議題の（５）の①は終わりましたので、②のところ、太平洋クロマグロの

資源管理について、事務局より説明をお願いしたいと思います。 

 漁業調整課のほうから、よろしくお願いします。 

○梶脇課長補佐 

 皆さん、こんにちは。水産庁漁業調整課の梶脇です。 

 今、志幸委員のほうから手短に説明ということですので、できるだけ効率的に説明した

いと思います。 

 太平洋クロマグロの問題ということで、若干おさらいをさせていただきたいんですけれ

ども、ちょうど昨年３月に、大西洋のクロマグロの資源管理が不充分だということでワシ

ントン条約の対象として取り上げられて、さまざまな国際的な取引の規制をかけるとか、

あるいは公海からの持ち込みを禁止するというような提案がありました。震災もあり、ま

だ１年半しかたっていないんですが、そういう大きな話題が昨年３月にありました。 

 ただ、そういったワシントン条約での提案というのは否決されたということで、大きく

報道では取り上げられたところですが、やはりそこで否決された一つの理由、大きな理由

というのは、日本が資源管理に主導的な役割を果たすことで、資源回復に向けた厳しい管

理措置を大西洋のクロマグロに対し決定していったということで、日本としての主張が説

得力のあるものとして、各国の理解を得たということであると考えております。ただ、資

源管理が十分効果を上げていないというような不信感というのは、やはり国際社会の中で

は根強いということで、この大西洋のクロマグロだけではなくて、日本周辺のクロマグロ

について管理の徹底が格段に強く求められる可能性が高いと考えております。 

 太平洋のクロマグロ、これは、北は北海道、大間から、南は沖縄、台湾近くまで、幅広
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い範囲、海域の中で、さまざまな漁法によってとられているということで、全体の漁獲量

の７割ぐらいが日本の漁獲量ということでございます。産卵場も日本周辺の中にあるとい

うこと。そして、韓国、メキシコなどがとっていますけれども、これらの魚もほとんどが

日本に輸出されるということで、この太平洋のクロマグロそのものは、最大の漁業国でも

あり消費国でもある日本が中心的な役割を担わなきゃいけないと、そういうふうな位置づ

けにある魚でございます。 

 昨年３月に、そういったワシントン条約で大西洋のクロマグロの問題が取り上げられた

ことを受けて、大西洋のクロマグロと同じ轍は踏まない、大西洋の蓄養の管理の失敗によ

る資源の問題というようなところの轍を踏まないということで、昨年５月にこの日本周辺

の太平洋クロマグロについての管理強化の基本方針を国として発表したということになっ

ています。 

 これらについては、前回までの委員会の中で全体のお話をさせてもらったと考えており

ますが、これらに従って具体的にどういうふうな内容のことをやっていくのかというのが、

資料８の１ページ目の表でございます。簡単な工程表の形になっています。それぞれ、漁

業の管理と輸入の管理に大きく分けております。 

 このほか、昨年５月に発表した方針の中では、調査研究を充実していくこととか、ある

いは消費者に対して理解を求めていくというような内容を、３枚ぐらいにまとめて発表し

ておりまして、これらはすべて農水省のホームページのほうに掲載をしておりますが、そ

の中で、それぞれその方針に従って具体的にどんなことをやっていくのかということで、

ここに箱を１つずつ設けておりますが、17項目のメニューを現在実施しているところです。 

 クロマグロというと、それこそ本マグロとしての大きなものから、九州地方あるいは四

国で言われているようなヨコワとかメジとか、そういったものまでさまざまあるわけです

けれども、それぞれいろんな取り組みを関係者が協力してやっていくというようなことと

しております。 

 漁業の管理としては、沿岸、沖合、養殖ということで、３つのカテゴリーを設けて、そ

れぞれ取り組む。そして輸入についても、韓国対策、メキシコ対策ということでやってい

こうということになっております。 

 具体的なメニューの中身は次のページから若干説明していきますが、全体の中で、この

委員会の中で最も関係が深いというのは、沿岸の問題、そして沖合の調整の問題になろう

かと思います。 
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 この１ページ目の表の中にはあります２つ目のところ、特にひき縄漁業、今まで自由漁

業になっていた漁業が、数千隻から数万隻、日本の沿岸にあると言われておりまして、こ

れらの漁業でとられた魚は鮮魚、あるいはマグロ養殖の種苗になるということで最近脚光

を浴びておりますけれども、こういった漁業が自由漁業ということで処理されていました。

これにつきましては、今年の３月のこの広域漁業調整委員会の中でご了承いただきまして、

４月から届出制に移行させていただいたということになっております。そして次、太平洋、

瀬戸内海につきましても同じように、日本海・九州西でとられた措置とほぼ同様の措置で、

来年４月から、この届出制をさらにやっていこうというようなことで、現在準備を進めて

おります。 

 いずれにしても大きな場の中で説明するのではなくて、要望された地域地域には、それ

こそ島も含めて現場まで回るということで、日本海・九州西では全国20カ所ぐらい回らせ

ていただきましたし、太平洋側、瀬戸内海も、今日までに、今年は20カ所ぐらい回らせて

もらって、一つ一つ丁寧に説明をさせていただいております。そういうことで、この委員

会の中のご了承を得て、広域漁業調整委員会指示ということで、緩やかな管理の体制に持

っていくということで、届出制をしくということで、この委員会の最も関係の深いメニュ

ーになってございます。 

 そして、まき網については、きょう、まき網の方々、沿岸の方々、一緒におられますが、

まき網自体の取り組みはどうなんだということは常に言われるわけで、沿岸が緩やかな届

出制での管理の中で、まき網につきましては日本海・九州西を中心に未成魚の漁獲量の削

減措置を、今年の４月から大幅な削減措置を入れていくということで、現在取り組みを実

施しているところです。これらのまき網の漁獲量削減措置につきましては、来年、太平洋

側のほうにもこれを拡大していこうというようなことで、現在取り組みを進めているとい

うことでございまして、この太平洋届出制の話、まき網の漁獲量削減の話、いずれもこれ

は来年４月からを予定しております。ということで、そういうような取り組みを皆さんに

ご紹介させていただきたいと思います。 

 それから、最近は養殖ということでございまして、これも後ほど説明いたしますけれど

も、各都道府県知事が免許をしている形になっておりますけれども、今年の１月から、国

が全体の中でモニターをしていくということで、国に一元的にクロマグロの養殖場をすべ

て登録してもらうというような作業をやらせていただきました。これにつきましても、関

係県14府県ありますけれども、すべて浜のほうに出向かせていただきまして、養殖業者78
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ありましたけれども、すべての関係者に対して説明をさせてもらいながら、現在、取り組

みを進めております。 

 ページを１ページ開いていただきまして、その中で沿岸の、先ほどお話をしましたひき

縄漁業、自由漁業の届出制ということで、この一番上の緑色のボックスに書いてあります

ように、届出制に移行し、そして、漁獲実績の報告を国のほうに義務化をするというよう

な対応をさせていただきました。日本海・九州西をスタートということで整理をいたしま

して、右下に書いてありますけれども、今日までに関係県、5,447隻の船が国のほうに、

漁船名、登録番号、漁業者の名前等々、届け出をしていただいております。最も多い届け

出があったのは長崎県、約2,000隻ということ。そして山口県、青森県と、石川県といっ

たような県、非常にクロマグロでなじみのある県でございますけれども、こういった県の

届け出が多いということになっております。 

 漁法的には、釣り、ひき縄と。釣りですとか、ひき縄漁業ということで、これらが全体

の８割以上を占めるというようなこととなっております。 

 これらの漁業、来年４月からは太平洋側にも拡大する、瀬戸内海にも拡大していくとい

うことで、全国、オールジャパンとしての処理をしていくという考えでおります。 

 さらに、これらの漁業者、一隻一隻に漁獲実績の報告を義務化しておりますけれども、

簡便性、利便性ということで、漁協が漁業者にかわって一括してリストで報告するような

やり方をとらせていただいておりますので、太平洋、それから瀬戸内海についても、その

ような形で、なるべく漁業者の負担を軽減する形で処理を図っていきたいと思っておりま

す。いずれにしても、来年にはこれらの漁業者から提出された漁獲実績の報告によって、

鮮魚向け、あるいは養殖種苗向けに、どれぐらいの魚をとったかということについてもデ

ータが整備されるという体制が整ったということになります。 

 それから、定置については、もう22年１月から、マグロ定置ですとかクロマグロがよく

入るような定置を、今現状以上の頭数をふやすようなことは当面凍結していきましょうと

いう趣旨の大臣からの指示を都道府県の知事さんに対して出させていただいておりますの

で、漁業権の切りかえが25年から順次全国の県で行われていきますけれども、その中で、

クロマグロをたくさんとるような定置については、これを増やすようなことは現段階では

凍結ということでございますが、現状の皆様方の免許ということに大きな影響を及ぼすも

のではありません。 

 次に、次のページの沖合漁業の管理ということで、これにつきましては、今年から始ま
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った資源管理、漁業所得補償制度に基づく資源管理計画も使いながらやっていこうという

ことで、まず、中西部の太平洋まぐろ類委員会、ＷＣＰＦＣという委員会の中で、昨年12

月に保存管理措置が決定されましたので、それに基づいて、九州西・日本海における漁獲

量が主流を占めますので、これらの海域で操業を行うまき網漁船、大臣許可のまき網漁船

の漁獲量を約３割削減しましょうということで、今年の４月から取り組みを進めていると

ころでございます。直近５年の漁獲量が約6,100トンということに対して、国際的な機関

の中で決定をされましたのは、2002年から2004年レベル以下まで削減をしましょうという

ようなことが決まりましたので、２年間の措置ということで、国際的なルールの中で決ま

ったことを粛々と、まき網の漁業者のほうにも協力を求めてやっていこうということで、

取り組みを始めました。今年の漁模様は、最初とれて、そしてその後いろいろありました

けれども、最終的にはとり控えということで、時期別に管理数量を定めながら、状況を見

て、この4,500トンに達成する前に漁を切り上げるというような対応をとったという結果

でございますが、4,234トンというようなところで、今年のところは抑えているというよ

うな状況となっております。 

 それから、国際的な保存管理措置とは別に、追加ということで、これは、国際的な保存

管理のルールの中には成魚の対策をとれというようなことにはなっておりませんが、一方

で、未成魚の漁獲をできるだけとり控えて成魚を増やそうという取り組みをしている中で、

夏場、日本海の山陰沖で産卵期の成魚を漁獲するということについても一定程度の協力を

やっぱり求めていこうというような取り組みの中で、産卵期の漁獲量を原則2,000トンと

いうことで、直近５カ年の13％削減というような対応をとらせていただいています。その

結果として、今年の実績は、1,796トンということで、約200トン程度のとり控えも日本海

側のまき網業者の多大なるご尽力のもとで、こういった管理措置を導入することが初年度

としてできたということであります。引き続き資源の状況について、国際的なマグロの資

源評価を、今ちょうど来年に向けて全面的な評価が行われるということで、これらに向け

て取り組みをまず開始するという中で、状況を見極めていかなければならないということ

だと考えております。 

 次のページ、養殖の話です。 

 最近、非常に業界新聞でもマグロ養殖ということで話題になるということは、皆さんご

承知のとおりだと思います。ちょうどワシントン条約で入ってきた大西洋のクロマグロ、

主に蓄養のクロマグロが地中海の諸国から入ってきております。それが一定程度削減され
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ていくと、にわかに国内のマグロ養殖のほうにも目が向けられてきているのがここ数年の

状況だと思いますが、なかなか種苗そのものが天然に依存しているということ、その種苗

は主にひき縄、一部にまき網がございますが、大多数がひき縄によるものであると。そし

て、漁業権の免許自体が都道府県知事の免許であるということで、各県知事さんの判断で、

地域振興という形で養殖業が乱立するということになれば、これは全体の資源管理に大き

な影響が及びかねないということで、国としては、広域的な資源管理ということでござい

ますので、漁業法の規定を使って国が、各都道府県知事が免許しているものをすべて国の

ほうに情報を上げてもらうということで、国としてはしっかりモニターする体制をとった

ということになっています。 

 現在、右側にありますように、126の漁場がすべて国のほうに報告、各都道府県知事か

ら報告があがっておりまして、これにつきましては、すべて水産庁のホームページの中に、

クロマグロの養殖場ということで県別に、漁業権の番号、そして漁業権管理漁協の名前、

それから法人の名前、個人の業者の場合は個人名、住所は秘匿した形ですけれども、すべ

ての漁場のデータを国のホームページのほうに、今年の３月から公開をしております。す

べてガラス張りということでございますので、大手商社も含めてすべて、どの会社が何件

の漁場を持っているかということまで把握できるような体制が整いました。 

 さらに養殖業者、126の漁場がありますが、養殖業者、先ほど言ったように80社弱の法

人と個人ですので、これらの方々には法的な義務づけのもとで、すべて養殖の実績を今年

から報告するということで、暦年ごと、１月から12月までの状況ということで、種苗の入

手先から、種苗の移送状況、出荷状況、すべてマグロ養殖にはこれらの法的な義務をかけ

ております。 

 と申しますのは、これだけクロマグロの養殖そのものについて脚光を浴びているんです

が、生産量そのものについて国の公式的な統計がございません。新しい産業であるという

こと、あるいは、その統計もさまざま整理されていく中で、業界調べの生産量しかありま

せんでしたので、そういったことをきちんと補いつつ、資源管理のほうにも積極的に使っ

ていくということで、すべての業者に報告を今年から義務化しておりますので、暦年ごと

の実績をすべて取りまとめて、公表していくということになっております。したがいまし

て、今年の実績については来年３月には公表する予定で考えております。 

 ここまでが全体の漁業の管理の部分なんです。実はこのほかにも、資料が多くなるので、

今日は付けてきませんでしたけれども、漁業の横で、輸入に対してどうしているんだとい
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うことがあります。 

 先ほど、韓国とメキシコに対する対応をとっているというふうにお話をしましたけれど

も、韓国からの漁獲、韓国の漁獲のほとんどは日本に輸出されております。そのほとんど

は福岡の地方卸売市場に輸出されるということで、そこで競られたものは、調べてみると、

姫路、それから京都、大阪、名古屋、東京、横浜というような、地方卸売市場のほうに行

くものもあります。すべてこれらの情報を収集しようということで、韓国の対策というこ

とで、韓国に資源管理に対してしっかり取り組んでもらうために、我々としても漁獲デー

タ、輸入情報の中から、どれぐらいの組成のものをとっているのか、あるいは漁場がどこ

なのかということを、輸入業者、それから卸売御者に対して、これは大臣の命令をかける

形で、輸入のあった日ごとに、すべて国のほうに報告ということで、最終的には仲買さん

が、どの仲買さんが幾ら買ったのかということまで含めて、すべて国のほうに今、卸売業

者、それから輸入業者から、情報を上げていただいているというような中で、韓国漁船、

韓国のクロマグロの漁獲、まき網が専らですけれども、それらの情報もすべてモニターを

しているというような現状となっております。 

 メキシコにつきましては、日本で生まれたクロマグロが回遊をして、メキシコでまき網

でとられて蓄養されて、日本に輸出されるというようなことになっておりますので、これ

らについても輸入業者のほうに、大臣の報告徴収の命令をかけさせてもらって、メキシコ

の蓄養情報をすべてというか、極力把握できるように、今、対応をとらせていただいてい

るということで。 

 国内対策の横で抜け道をとって、韓国、メキシコの対策が不充分であった場合には、資

源管理の―先ほど清野先生からも言われたように―対策が減殺してしまいますので、

抜け道にならないように、外国の対策も報告徴収という形の中で、できるだけ日本として

の牽制とプレッシャーをかけていくというような対応をとっております。 

 最後に２枚、ちょっと科学めいた話で、私の説明は不釣り合いなんですが、２枚説明を

いたします。 

 先ほど、５月に発表した方針の中で、調査の研究のほうも充実をしていくということを

国として発表したということをお話ししました。１枚目のお話は、産卵期と産卵場をしっ

かり押さえていこうということなんです。 

 産卵場につきましては、従来からバシー海峡から南西諸島周辺と山陰、そしてまた日本

周辺では伊豆あたりでも産卵を見たという方々もいますので、ある意味、日本周辺が産卵



－44－ 

場なんですけれども、産卵期ですとか産卵場の広がりといったものに対して、十分な知見

をまだ集積できていなかったというのが今までの状況です。これらについて本格的にやっ

ていこうということで、昨年から始めましたが、今年は山口県さんも、あるいは山口県に

あります水産大学校のほうも、この調査のほうに加わっていただいて、石川、島根、鳥取、

鹿児島、沖縄ということで、多くの県のご協力を得ながら産卵場の調査をさせていただい

ております。 

 約20年ぶりの広域分布調査ということで、クロマグロの仔魚、体長１センチ未満の、孵

化後20日程度の仔魚ということで101尾を今年は採集をしております。これ、夏場ですけ

れども、日本海では隠岐から能登でとられた、サンプリングできたということですし、南

西諸島では宮古島あたりで非常に出現が多くて、重要な海域であるということがさらにわ

かってきたということになっています。したがいまして、この仔魚のサンプルを分析する

ことによって、産卵時期、海域の広がり、こういったものを今後さらに、25年を達成目標

としながら、充実させていこうというふうに考えております。ちょうど赤のところがこの

仔魚がとられた、採集できたところということになっています。 

 最後のページです。 

 クロマグロの資源ということで、データを分析して数年後に仔魚がどうであったという

ことで、後から評価するわけですけれども、なるべくクロマグロの資源の動向をリアルタ

イムで把握していこうと。そのためには、クロマグロは特に漁場にあらわれてくる稚魚の

分布が一番この動向を見極めるのに適切だろうということで、産卵場の広がりとあわせて

稚魚の分布の調査もやっております。 

 今年は、この中でどういうことがわかったかというと、黒潮に乗って、黒潮流軸で稚魚

をたくさん採集することができたということで、ちょうど赤のポイントになっております

けれども、屋久島の西沖で黒潮を横切って日本海側に向かうということも推測されており

ますし、黒潮でこのまま、高知の沖でよく獲れるというようなお話がありますけれども、

この黒潮に乗って北へ上がるというようなことも、これらの調査結果から徐々にわかりつ

つあります。 

 したがって、資源の動向をいち早く見極めるためには、今年生まれたものの漁場への加

入がどうであったかということを見極めるのが極めて有効な手段ということになっており

ますので、こういった調査を充実することによって、今年の漁模様を早期に予報できるよ

うな、そういうふうな体制を国としてとっていこうというような取り組みを開始している
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ということを皆さんにご紹介をして、私の説明を終わりたいと思います。 

 どうもありがとうございます。 

○橋本会長 

 ありがとうございました。 

 太平洋のクロマグロの資源管理について漁業調整課の梶脇補佐から、経緯からのおさら

いも含めて、大変詳しく現状の状況―もう皆さん、クロマグロのプロになったような感

じになると思いますが―と広域の漁業調整委員会で始めた沿岸漁業への指示等も含めま

して詳しく、そのほか、養殖あるいは輸入の関係への規制、調査まで含めて、かなり詳し

く報告をいただきました。 

 この報告につきまして、何か質問とか。もうこれだけ詳しく説明をいただくと質問する

こともないかもしれませんけれども、何かございますでしょうか。 

 すっかりいいペースで時間が進んでいたと思ったら、ぴったりとした時間に。 

 それでは、よろしいですか。皆さん大変よくわかったと、こういうことだと思いますが。 

 すみません、あと一つだけ報告事項が残ってございます。議題（５）の③に、今度は栽

培漁業の話ですが、第６次の栽培漁業の基本方針の概要について説明を受けたいと思いま

す。事務局より、よろしくお願いします。栽培養殖課の。 

○荒井企画係長 

 栽培養殖課の荒井です。よろしくお願いします。 

 第６次栽培漁業基本方針の概要について、ご報告申し上げます。お手元の資料９をご覧

ください。 

 栽培漁業の基本方針は、我が国の種苗放流等の基本的な方向性を定めるものでありまし

て、正式名称、これを「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基

本方針」と申しまして、沿岸漁場整備開発法に基づきまして、５年を１期として農林水産

大臣が策定しており、第６次の栽培漁業基本方針におきましては、昨年の12月に策定、公

表したところでございます。 

 第６次栽培漁業基本方針のポイントは４点ございます。 

 第１は、放流種苗を成長後にすべて漁獲することを前提とするような従来の一代回収型

の栽培漁業に加えまして、親魚をとり残して再生産を確保する資源造成型の栽培漁業を推

進するというものであります。これを、漁獲管理及び漁場整備事業と一体的に実施するよ

う努めることとしております。 



－46－ 

 第２としまして、多種・少量・分散放流とならないように、効果的な放流及び対象種の

重点化に努めることとしております。 

 第３は、都道府県の区域を越えて回遊するマダイ、ヒラメなどの広域種につきましては、

関係する都道府県間の連携・共同組織の構築を推進するとともに、必要に応じ、国等も含

めた推進体制づくりを図ることとしております。 

 最後に、第４のポイントといたしましては、関係都道府県の種苗生産施設間での連携・

分業等による共同種苗生産体制の構築、これを推進することとしております。 

 以上の４点が第６次栽培漁業基本方針のポイントでございますが、このうち、第３の広

域種の推進体制につきましては、広域漁業調整委員会との関係が深い事項でありますので、

より詳しくご説明させていただきたいと思います。 

 １ページ目の右側をご覧ください。広域種の推進体制につきましては、基本方針第１の

（４）に、大別して４つの事項を記載されております。 

 第１は、都道府県の区域を越えて回遊する広域種については、当該広域種が分布する海

域において、栽培漁業に取り組む関係者が一体となって、種苗放流と放流種苗の育成のた

めの漁獲管理との連携により、資源の回復及び維持に取り組むことが重要であるとしてお

ります。 

 第２は、関係する都道府県間の連携及び共同組織の構築を推進するとともに、必要に応

じ、種苗放流に関して知識と経験を有する団体及び国も含めた推進体制づくりを図る今年

ております。 

 第３は、広域種に係る種苗放流の費用負担について検討し、適切な費用負担調整体制を

整備することとしております。 

 最後に、第４としましては、必要に応じまして、広域漁業調整委員会等の意見を求めつ

つ、漁獲努力量管理と種苗放流の連携に関して関係者間の調整及び合意形成に努めること

としております。 

 このように、第６次の栽培漁業基本方針、これを推進するに当たりまして、漁獲努力量

管理と種苗放流の連携などについて、必要に応じ広域漁業調整委員会等の意見を求めるこ

とも今後考えられますので、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、２ページ目をご覧ください。２ページ目には、我が国の栽培漁業をめぐる状況に

ついてご説明を申し上げます。 

 この資料の左上の表の１にございますように、全国の主要な栽培漁業対象種の種苗放流
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の推移を示しております。上に地先種、アワビ、ウニなどの地先種につきましては、放流

の傾向としまして増加ないし横ばいで推移しております。しかしながら、マダイ、ヒラメ、

などの広域種につきましては、近年、減少傾向にあるということがわかっております。 

 その理由としましては、右上の円グラフにありますように、都道府県の種苗生産施設の

老朽化、それと左の下の棒グラフ、２のところにありますように、都道府県の財政状況悪

化による栽培漁業関係予算の減少や魚価低迷による漁業者負担能力の低下等により、種苗

放流の負担というものがなかなか難しいという状況にあることと、３番目にありますよう

に、都道府県の栽培漁業関連予算が年々減少しているということも影響しているというふ

うに考えられています。 

 また、右下の表の５にありますように、現在、都道府県の栽培漁業センターの職員の年

齢構成としましては、その約４割というのが50歳以上でありまして、20代の若手職員とい

うのが１割にも満たないというような状況にあります。このような年齢構成というのが続

けば、長年培われた栽培漁業技術の継承が難しくなってくるということが懸念されます。 

 このような我が国の栽培漁業をめぐる諸課題に対応するために、第６次栽培漁業基本方

針が作成されたわけでございます。 

 次の３ページ目をご覧ください。ここでは、海域におきまして、その海域栽培漁業推進

協議会について、ご説明をいたします。 

 海域の栽培漁業推進協議会は、昨年12月に策定されました第６次栽培漁業基本方針を踏

まえまして、広域種の資源造成型栽培漁業の推進、それと共同種苗生産体制、それと放流

体制の推進を図るため、本年の１月から２月にかけまして、全国の６海域に設置されたと

ころでございます。 

 海域の栽培漁業推進協議会の事業の内容としましては、栽培漁業の推進に係る情報提供、

それと情報の交換、広域種の資源造成型の栽培漁業の推進、県域を越えて連携・共同した

種苗生産・放流体制の構築、そのほか、海域における栽培漁業の推進に資する諸課題に関

する事項とされております。 

 協議会の構成メンバーとしましては、県の栽培漁業協会などの栽培漁業を推進する法人、

県漁連などの漁業関係団体、県の水産主務課や試験場、それと、社団法人全国豊かな海づ

くり推進協会となっております。 

 続きまして、４ページ目をご覧ください。４ページ目には、種苗放流による資源造成支

援事業というものでありまして、23年度より事業を実施させていただいております。 
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 水産庁では、第６次基本方針を踏まえまして、栽培漁業に取り組む関係者が、対象種の

回遊範囲、それと技術開発水準の段階に応じまして、適切な役割分担のもと、効果的かつ

効率的な栽培漁業を推進するための取り組みに対して支援する、種苗放流による資源造成

支援事業を23年から27年度の５カ年計画で創設したところでございます。本事業は、全国

６海域に設置されました海域の栽培漁業推進協議会が事業実施主体となって、事業を実施

しているところでございます。 

 事業の内容につきましては、大きく２つに分かれておりまして、第１は、広域回遊種、

これを対象とする栽培漁業につきましては、集中的な種苗の放流によって親魚をとり残し

て再生産を確保すると、こういった資源造成を推進するための支援を行います。日本海北

部海域及び中西部海域につきましては、ヒラメを対象としております。九州海域につきま

しては、トラフグを対象として事業実施しております。 

 第２としまして、関係都道府県間が共同で種苗生産・放流体制を構築するための取り組

みに対して支援を行っております。 

 最後に、５ページ目をご覧ください。日本海北部、それと中西部及び九州海域の、主要

広域種の栽培漁業の動向としまして、参考までに、放流尾数、それと漁獲量のデータをお

示しいたしました。 

 特に右下の図にあります九州西海域のトラフグにつきましては、放流数量が増加してい

るにもかかわらず、その漁獲量がなかなか伸び悩んでいるという状況にありまして、その

中でも、関係県が適地の放流とか適サイズでの放流といったものを現在取り組んでおりま

して、放流したものが親魚として回帰しているということもわかってきており、非常に今

後、効果が期待されるものであります。 

 以上のような海域での主要な栽培漁業の広域種を対象に、日本海北部、日本海中西部、

そして九州西の海域栽培漁業推進協議会におきましては、５カ年計画で資源造成型の栽培

漁業を推進することとしております。 

 なお、本日お配りしましたカラー刷りの２冊のパンフレットにつきましては、栽培漁業

基本方針の概要と、海域の栽培漁業推進協議会につきまして、全国豊かな海づくり推進協

会がわかりやすく取りまとめたものがありますので、ご参考にしていただきたいと思って

おります。 

 今後、海域協議会の取り組みを広域漁業調整委員会にご報告させていただく中で、種苗

放流、これを漁獲管理の連携などにつきまして、ご意見、ご指導等を賜りたいと考えてお
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りますので、何とぞよろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

○橋本会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま、第６次の栽培漁業基本方針の詳細な説明をいただきましたが、この説明につ

きまして、何かご質問等ございませんか。ご意見等でも構いませんけれども。 

 よろしいですか。そうしたら、パンフレット等も配られたことですので、帰路の車中で

でもゆっくりと見ていただいて、また今後の参考にしていただければと思います。 

 それから、それでは、その次ですが、一応議題としては「その他」という議題が設けら

れてございます。この「その他」について、何かこの機会でございますので、委員の皆様

―野村さん、どうぞ。 

○野村（俊）委員 

 午前中、沖縄県の方からマチ漁場に対する台湾船の問題と、先ほど、２そうびきですか

ね、それに対して近隣諸国の資源管理に対する意見がございましたけれども、我々、東シ

ナ海を常時操業している業者にとっては、そういう外国との問題というのは常に抱えてい

るわけでございます。 

 もう前回、この席でも発言させていただいたんですが、今、急速に中国の虎網船がふえ

ております。その３月から今月に至るまで、本当、想像以上にふえております。それに伴

って操業妨害、それもいつものように、常にあるわけです。 

 そういった中で我々が将来にわたって東シナ海で撤退せずに操業ができるように、水産

庁のほうでも対策を講じていただきたいと思っております。皆さん一生懸命されていると

いうのはわかるんですが、どうも我々当事者と比べて温度差といいますか、その辺がある

んじゃないかと感じております。何とぞ、大変だと思いますけれども、この東シナ海が中

国の海にならないように、早目に手を打っていただきたいと、そういうふうに思います。 

 以上でございます。 

○橋本会長 

 ありがとうございました。 

 水産庁、何か特段。 

○長谷漁業調整課長 

 野村委員からは先日の資源管理分科会でも同様のご意見いただきましたので、そのとき
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もお話ししましたけれども、これからの季節、中国との協議、韓国との協議ございますの

で、そういった中で情報収集するとともに、操業トラブルに関しては相手の特定というこ

とがどうしても大事だと思いますから、そういうことを進めていきたいと考えております。

よろしくお願いします。 

○橋本会長 

 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○田中委員 

 まき網漁業の田中でございます。 

 先ほど、クロマグロの資源管理について説明がありましたけれども、若干意見を述べさ

せてもらいます。 

 皆さんもご承知のとおり、日本海・九州の大中型まき網は、ほかの漁業に先駆けて今年

から、クロマグロの未成魚の資源管理のため、これまでの実績より大幅に削減した漁獲上

限量により管理をスタートいたしました。また、産卵魚についても、日本海側で同様の管

理をスタートしております。 

 上限量管理については、業界が一丸となって適切な履行を実施していますが、経営面で

は大きな負担がかかっております。国は、今年から所得補償対策を処置されましたが、共

済制度は年単位での対策であるため、燃油価格の高騰など、日々苦しい状況がある漁業者

にとっては、短期的な経営対策も必要です。資源管理の推進のため、そのセットである所

得補償対策のさらなる拡充と、また、クロマグロ資源管理については、価格的な根拠に基

づき、国内外を問わず、全漁業種を対象とした平等的な管理となるよう、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。ご要望という形でよろしいかと思いますが。 

 ほかに、その他につきまして。 

 志幸委員、どうぞ。 

○志幸委員 

 その他でございますが、全体的に私、一番初めに、ケンサキイカについてちょっと。西

海区水産研究所の方、24ページのケンサキイカのことで、分布は東シナ海とのことですが、
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新潟までとれているんじゃないかなと思うんですよ、この一、二年。こういうことで、ど

こでどういうような調査しているのかなと。イカの名称は違って、うちのほうではシロイ

カと言っているんですよ、ブドウイカか。これ、同じ種類じゃないかなと思って。私もこ

れ、商売するんですけれども、２つの形があるんですよ。今年はケンサキイカに石川県も

助けられた。 

 それからもう一つ、一番最後に、あんたの管轄とは違うかもしらんけど、サワラという

ものも、うちのほうまでもずっと商売として、定置の重要な資源になっています。それか

ら今、あと、種苗放流の中でトラフグを放流すれば、石川県への回遊してずっと豊かにな

るなと。これについては、やはり私は今、時間もないもんですから、こっちのほうから先

にしゃべらせてもらいますけれども、温暖化になったからこういうようになったんじゃな

いかなと思うんですよ。これは完璧に、私たち漁師、40年たちますけれども、初めは全然

サワラという魚、どういう魚かなと、私はわからなかったんで。にもかかわらず、これに

石川県の漁業者が助けられとる。 

 今、九州の人たち、まき網の人たちは、全然皆さんわからなかったろうと思うんですけ

れども、私たちはもう、漁師を始めてから、ソ連と朝鮮とけんかしているんですよ。だか

ら、そうやって何となくここまで来たんですよ。正直言って、今こうやって、先ほど当時

を思い出しました。それで、ソ連のほうに行って、ソ連のあの大砲撃たれたり、鉄砲撃た

れたりして。私は現場主義ですから、現場へずっと出てきたので、そういうことをやられ

てきたんですよ。だから今、漁業調整課長が言われましたけれども、九州のほうの外国船

の対応というのも、もう少し真剣に水産庁もやっていくべきじゃないかなと思うんですよ。

本当に漁業者は大変だと思うんですよ。 

 それから、一番褒めるところは、やはり網目の、この資源管理というものについては網

目の大きさ。地元へ帰られたら、網の目を大きくすればもう資源管理が100％できると思

うんですよ。小さな魚をとらないという、稚魚をとらないというのは資源管理じゃないか

なと、私はこうやって会議を聞いとると、そう思うんですよ。 

 ほか、各論、それと小さいものの資源管理は全部皆さんがやっておられる。これ、すご

いことをやっておられるなと思って、休日とかやっておられる。全部、流通の問題もやっ

て。だから今、皆さん出てきて。私もここへ出てきたおかげで、石川県へ帰れば、もう浜

のほうに全部伝えるんですよ、この問題を、これはやっとるよと。おかげさまで、このよ

うな会議での議論が、私は石川県の漁業を育てとると思うんですよ。ここへただ出てとる
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んじゃなくして、向こうへ行って正直に伝えて、こうやってやっとると。我々も、石川も

できんかよということで、おかげさまでやっていますわ。 

 それから今、きょう朝から晩まで、清野委員が手を挙げてやられておった。その点につ

いて私は、漁業者はやはり、魚とるばかりじゃなくして考えないといけないと。清野委員

は、結局、何か自然を変えたらだめだよということで言っておられるんじゃないかなと思

うんですよ。自然を変えると魚の生態が変わるんですよ。清野委員の言うとおり、だから、

それをやっぱり、その当事者の方々は考えないといけない。私たちも、ゴルフ場をつくこ

とには一斉に漁民の方々は反対運動しました。そういう格好で、やはり本当に漁師をやっ

ていくつもりならば、漁業で飯を食っていくならば、環境を守りながら胸を張って子ども

にも漁師をさせたい。いろんな意見の中で水産庁も、こうやって次長も出てきておられる。

外国船の問題については、せっかくですから、次長から、ちょっと気まずいやろうけれど

も、一言いただきたいなと思うんです。 

 以上、私の意見でございます。以上です。 

○宮原次長 

 今、虎網の話が出ていましたけれども、中国との関係というのは、よほどやっぱり真剣

に取り組まなきゃいけないとは思っているんです。船つくらせたくないんですよね、いろ

んなものでですね。その船が増えているということに対しては我々、私ども、懸念を共有

していますので、何ができるか、ちょっと本当に考えなきゃいけないし。まき網はとめた

んですけれども、ほかで造っている、虎網を造っているということであれば、それはまた

ちょっと考えなきゃいけないなと思っています。 

○志幸委員 

 もう一回だけいいですか。いいですか、皆さん。 

○橋本会長 

 じゃ、志幸委員、一言だけ、よろしくお願いします。 

○志幸委員 

 やはり、まき網の人、これ来年か、まき網のいろんな問題が出てくると思うので、大臣

の許可の問題も。 

 私も石川県のほうで２隻を、大型おりますけれども、余り正直言ってトラブルないんで

すよ、うちは。考え方、船主、船頭、すごいなと思っているんですよ。だから、漁業はや

っぱりトラブルあるところには魚は豊かになりません。 
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 以上でございます。トラブルないところに大漁します。 

○橋本会長 

 資源管理の核心をつくようなご意見をありがとうございました。 

 それでは、時間も押してございますが、ここまでで予定した議事が終了いたしました。 

 このほかに、事務局から連絡事項があるようでございますので、事務局からお願いいた

します。鏑木さん、お願いします。 

○事務局（鏑木） 

 それでは、手短でございますが、本委員会では部会が３つございますので、その審議内

容を簡単にご報告いたします。 

 昨日、19回の北部会がございました。そこでは、日本海北部のマガレイ、ハタハタの資

源回復、それからスケトウダラ日本海系群の資源回復、それからマダラ陸奥湾の産卵群の

資源回復の、各計画につきましての、本日と同様に、取組状況の報告と評価・総括案につ

いてのご報告がありました。 

 同じく日本海西部会でも、日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）の資源回復計画の取組

状況についての評価・総括案についての報告がございました。 

 それから、きょうの午前中でございますが、九州西部会といたしまして、九州・山口北

西海域のトラフグの資源回復計画、それから南西諸島海域のマチ類の資源回復計画、それ

から有明海のガザミ資源の回復計画の取組状況の報告と評価・総括について、それぞれご

報告がございました。 

 九調の場合は、いろいろと細かい、また後の、次の説明があったわけですけれども、ほ

かの地区につきましても、まだ鋭意検討中ということのようでございます。 

 以上、簡単でございますが、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、それぞれの設定の海域について関係する事項について、それぞれ報告がな

されているということでございます。 

 それでは、次回のこの広域の委員会の開催予定について、事務局から簡潔に説明をお願

いいたします。 

○事務局（鏑木） 

 それでは、最後におつき合いください。 
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 本年と同様、来年の２月から３月にかけまして、次の委員会の開催を考えております。

日時及び場所につきましては、各部会との関連もございますので、会長及び委員の皆様の

ご都合をまたお聞きしながら、追ってご連絡いたしたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○橋本会長 

 ありがとうございます。 

 大変長時間、委員各位、ご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

大変貴重なご意見をありがとうございました。 

 各部会及びこの委員会で、本年度までの資源回復計画に係る現時点の総括・評価という

ものを中心に議論されたわけでございますが、ご案内のとおり、計画は順調に推移した魚

種もあれば、自然要因等により、なかなか残念ながら資源回復までは至っていないという

ような魚種もございます。今後は、資源管理、漁業所得補償対策に伴う資源管理指針、あ

るいは計画の体制の下で、広域漁調委も、この広域資源、その管理について、応分の役割

を今後とも果たしていくことでございますので、水産庁を初め関係道府県の行政、あるい

は研究機関、あるいは関係漁業者の方々の連携・協力というものを、今後とも引き続きよ

ろしくお願いしたいということで、大変長時間、委員会ご出席、ご審議、ありがとうござ

いました。今後とも、この広域資源の枠組みと新しい枠組みにも期待しながら、また次回

の委員会ではよろしくお願いしたいと思います。本日はどうも長い時間、大変ありがとう

ございました。 

 なお、議事録署名人に指名させていただきました富山県の上野八太郎委員、それから農

林水産大臣選任委員の川越一男委員のお二方には、後日、事務局から議事録が送付されま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして、第18回日本海・九州西広域漁業調整委員会を終了させて

いただきます。大変長時間ありがとうございました。 

 

閉    会 
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以上は、審議内容と相違ないことを認め、署名押印する。 
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