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資 料 ２

日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の取組状況について

日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画に基づく①漁獲努力量の
削減措置、②資源の積極的培養措置、③漁場環境の保全措置は、関係者
の努力により、平成２３年度も以下の取組みを着実に実施している。

（１）平成２３年度において実施する措置

① 漁獲努力量の削減措置

措置内容 実施県 関係漁業種 平成23年度
参加隻数

小型魚再放流 青森県 底建網漁業 ２４８

保護区の設定 秋田県 沖底 １５

小底 １６

刺し網漁業 １８２

山形県 沖底 １

小底（手操第一種） ４５

刺し網漁業（酒田・遊佐地区） ３３

新潟県 沖底 ３

小底（板びき網漁業を除く。） １６

刺し網漁業 ２２

休漁 山形県 刺し網漁業（鶴岡・温海地区） １０１

新潟県 小底（うち板びき網漁業。） ７８

※ マガレイ・ハタハタを対象とした減船（青森県、秋田県）は実施
済み。マガレイを対象とした漁具改良（新潟県）、ハタハタを対象
とした漁具改良（山形県）は、いずれも改良漁具を活用中。

※ 上記措置の対象魚種は、マガレイ。
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② 資源の積極的培養措置

○ ハタハタの種苗生産・放流
単位：万尾

事業者 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

秋田県 387 346 244 174 81 26 27 47 20

※その他、青森県、秋田県、山形県においては、漁業者自らの取組とし
て、採捕した卵塊(ブリコ）の自然孵化放流が実施されている。

○ ハタハタの産卵場のための藻場造成

事業者 地区名 計画期間 全実績

秋田県 象潟 H18～H21 1.6ha
きさかた

③ 漁場環境の保全措置

○ 刺網、かご網等の外国漁船等による残置漁具の回収
単位：ｋｇ

事業者 平成14年度から22年度までの累計 平成23年度

青森県の漁協 37,365 4,500

秋田県の漁協 90,243 7,000

山形県の漁協 197,449 18,800

新潟県の漁協 63,500 1,700

○ 休漁する漁業者を活用した海底堆積物の除去

事業者 地区名 計画期間 計画規模 平成２３年度

新潟県 下越 H16～H23 59,200ha 6,440ha
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（２）資源回復の状況

魚種 資源回復の目標 資源回復の状況

マガレイ 資源管理措置後（２３年）に資 【資源水準・動向】（資源評価）
源水準を指数（尾数）で２３％、 Ｈ１５ 低位水準・減少
漁獲量で１３％増加させる。 Ｈ１６ 低位水準・横ばい

Ｈ１７ 低位水準・横ばい
Ｈ１８ 低位水準・横ばい

［参考］ Ｈ１９ 低位水準・増加
漁獲量 Ｈ２０ 低位水準・横ばい
302t(H14)×1.13＝341t(H23) Ｈ２１ 低位水準・横ばい

Ｈ２２ 低位水準・横ばい
Ｈ２３ 低位水準・減少

【漁獲量の推移】
Ｈ１４ ３０２トン
Ｈ１５ ３８１トン
Ｈ１６ ３３３トン
Ｈ１７ ２５１トン
Ｈ１８ ３６８トン
Ｈ１９ ３７８トン
Ｈ２０ ３３４トン
Ｈ２１ ２３２トン
Ｈ２２ ２４５トン

ハタハタ 資源の回復傾向を維持し漁獲量 【資源水準・動向】（資源評価）
を５，０００トン（２３年）まで Ｈ１４ 低位水準・増加
回復させる。 Ｈ１５ 低位水準・増加

Ｈ１６ 中位水準・増加
［参考］ Ｈ１７ 中位水準・増加
2,659t(H14)→5,000t(H23) Ｈ１８ 中位水準・横ばい

Ｈ１９ 中位水準・横ばい
※漁獲量は、青森県、秋田県、山形県、 Ｈ２０ 中位水準・横ばい
新潟県の他、富山県の漁獲量を含む。 Ｈ２１ 中位水準・横ばい

Ｈ２２ 中位水準・増加
Ｈ２３ 中位水準・横ばい

【漁獲量の推移】
Ｈ１４ ２，６５９トン
Ｈ１５ ４，４０１トン
Ｈ１６ ５，４０５トン
Ｈ１７ ４，１８７トン
Ｈ１８ ４，２８４トン
Ｈ１９ ２，６０１トン
Ｈ２０ ４，８７６トン
Ｈ２１ ４，７８６トン
Ｈ２２ ３，３９８トン
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参 考

日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画に関する行政・試験研究担当者会議
及び漁業者協議会等の開催実績（平成２３年３月２日以降）

県名等 開催年月日 会議名等 参加者 内 容

青森県 H23.3.30 底建網漁業に係る資源管理計画（小泊から大間越間の５漁協）について承認された。

H23.5.12 底建網漁業に係る資源管理計画（小泊から大間越間の７漁協）について承認された。

H23.8.9 日本海側関係漁協協議会 漁業者、漁協、県行政・研究 マガレイ、ハタハタ評価・総括案要旨を説明
し、２４年度以降もマガレイ、ハタハタ資源
回復計画の取り組みを継続することについて
説明、８月２５日までに書面にて了解された。

H23.10.21 日本海地区資源管理計画 漁業者、県行政・研究 マガレイ、ハタハタ資源回復計画について、
検討協議会 計画終了後の取り組み継続と、県資源管理指

針への継続明記について了承された。

秋田県 H23.3.29 ハタハタ資源対策協議会 漁業者、漁協、県行政・研究、 ハタハタの今漁期の漁況及び管理状況につい
学識経験者 て報告。

H23.8.24 関係漁協協議会 漁業者、漁協、県行政・研究、 小型機船底びき網漁業（手繰り第一種漁業）
の資源管理計画が策定された。

H23.9.13 秋田県栽培漁業協会放流 全漁協幹部役職員、漁業士会 マガレイ、ハタハタ評価・総括案要旨を説明
式 構成員、県行政・研究、学識 し、２４年度以降もマガレイ、ハタハタ資源

経験者 回復計画の取り組みを継続することについて
了解された。

H23.10.22 ハタハタ資源対策協議会 漁業者、漁協、県行政・研究 ハタハタの今漁期の資源予測から漁獲計画を
検討。

山形県 H23.4.1 山形県漁協 漁協、県行政・研究、 さし網漁業の資源管理計画が策定され承認さ
れた。

H23.5.25 山形県漁協青壮年部連絡 漁協、県行政・研究 ６月１日から５日までの間、底びき網漁業の
協議会役員会 マガレイ操業自粛及び荷受禁止を確認。

H23.8.25 山形県漁協 漁協、県行政・研究 ９月６日から９日までの間、底びき網漁業の
マガレイ操業自粛及び荷受禁止を確認。

H23.8.30 山形県漁協 漁協、県行政・研究 小型底びき網漁業の資源管理計画を承認。

※２４年度以降の取り組みの継続については、通常の資源管理計画策定の場で説明し、了解済み。
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県名等 開催年月日 会議名等 参加者 内 容

新潟県 H23.3.31 刺し網漁業者協議会 漁業者、共済組合、漁協、県 刺し網の資源管理計画を１件策定。
行政・研究

H23.4.12 下越地区板びき網漁業者 漁業者、共済組合、漁協、県 資源管理指針と新所得補償制度の説明と資源
協議会 行政・研究 回復計画の今後の状況について検討。

H23.4.27 刺し網漁業者協議会 漁業者、共済組合、漁協、県 刺し網の資源管理計画を１件策定。
行政・研究

H23.6.28 刺し網漁業者協議会 漁業者、共済組合、漁協、県 刺し網の資源管理計画を１件策定。
行政・研究

H23.6.28 関係漁業者協議会 漁業者、共済組合、漁協、県 底びき網漁業資源管理計画を１件策定。
行政・研究

H23.7.9 下越地区板びき網漁業者
協議会 漁業者、漁連、漁協、県行政 マガレイ、ハタハタ評価・総括案要旨を説明

・研究 し、２４年度以降はこれまでの休漁の代替案
H23.8.20 下越地区漁業者協議会 を実施することで了承。

H23.8.23 新潟地区漁業者協議会

H23.8.31 刺し網漁業者協議会 漁業者、共済組合、漁協、県 刺し網漁業の資源管理計画を６件策定。

H23.8.31 関係漁業者協議会 漁業者、共済組合、漁協、県 底びき網漁業の資源管理計画を１件策定。

H23.9.8 底びき網漁業者協議会 漁業者、共済組合、漁協、県 底びき網漁業の資源管理計画を３件策定。

H23.9.30 刺し網漁業者協議会 漁業者、共済組合、漁協、県 刺し網漁業の資源管理計画を３件策定。

H23.9.30 底びき網漁業者協議会 漁業者、共済組合、漁協、県 底びき網漁業の資源管理計画を２件策定。

H23.10.28 刺し網漁業者協議会 漁業者、共済組合、漁協、県 刺し網漁業の資源管理計画を１件策定。

水産庁 H23.5.23 マガレイ、ハタハタワー 青森県～新潟県の行政・研究 マガレイ、ハタハタ資源回復計画の評価・総
キンググループ 担当者、日本海区水産研究所、 括（案）の検討と２４年度以降の資源管理体

水産庁、新潟漁調 制について検討。

H23.10.25 第１回日本海北部海域に 北海道～新潟県の行政研究担 管轄水域の資源回復計画等の進捗状況の確認
おける資源回復計画行政 当者、日水研、仙台漁調、新 と評価・総括中間報告（案）の検討及び地先
・研究担当者会議 潟漁調 資源回復計画の進捗状況の報告等。
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