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平成１４年９月１１日 

水産庁資源管理部管理課 



１ 開催日時 
平成１４年９月１１日（火）１０：００～ 

 
２ 開催場所 

霞が関東京會舘 シルバースタールーム 
 
３ 出席者 
（委 員） 
 中村東伍、西崎義三、谷村政明、齋藤辰男、當摩栄一、大黒信吉、和田耕治、 
本川廣義、風無成一、冨田重基、三門良一、畔田正格、石川賢廣、三木奈都子 
（独立行政法人水産総合研究センター） 
 南卓志  日本海区水産研究所日本海漁業資源部長 
 時村宗春 本部研究推進部研究開発官 
（北海道） 
 松永靖  北海道水産林務部資源管理課資源計画係長 
（水産庁） 
 中尾昭弘 資源管理部管理課長 
 佐藤力生 資源管理部管理課資源管理推進室長 
 齋藤晃  資源管理部管理課資源管理推進室資源管理企画班課長補佐 
 寺谷志保 資源管理部管理課資源管理推進室資源管理企画班企画調整係長 
 阿部智  資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班課長補佐 
 笠原光仁 資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班計画係長 
 福田安男 資源管理部沿岸沖合課底びき班課長補佐 
 楠富寿夫 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班調査企画係長 
 久田弘一 北海道漁業調整事務所長 
 在本英教 仙台漁業調整事務所資源管理係長 
 渡部勝弘 新潟漁業調整事務所資源管理計画官 
 永井周  新潟漁業調整事務所資源管理係長 
 貝塚裕五 境港漁業調整事務所長 
 石山靖幸 九州漁業調整事務所資源管理計画官 
 西部博秀 九州漁業調整事務所資源管理係長 
 
４ 議 題 
 （１） 水産資源の状況について 
 （２） 日本海北部海域における資源回復計画対象魚種候補・優先順位について 
 （３） その他 
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５ 議事内容 

 

開    会 

 

○齋藤管理課課長補佐 

 ただいまから日本海・九州西広域漁業調整委員会第３回日本海北部会を開催させて

いただきます。 

 本日は委員数 15 名のところ、15 名全員の出席を承っておりますので、部会事務規

程第５条の規定に基づき、本委員会が成立していることを御報告いたします。 

 それでは石川部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○石川部会長 

 どうも皆さん、おはようございます。 

 大変お忙しい中、昨日に引き続いてまた御臨席を賜りまして、まことにありがとう

ございます。 

 当日本海北部会におきましては、本年４月 24 日に開催されました第２回の日本海北

部会におきまして、当該海域におきます「回復計画対象魚種候補・優先順位について」

等につきまして審議を行っていただきました。そして、資源回復計画の策定に向けた

優先度の高い魚種の選定につき、検討を進める旨の承認をいただいたところでござい

ます。 

 本日の部会におきましては、まず、本部会の管轄水域の資源状況につきまして、水

産研究所から御説明をいただきます。その後、北部海域におきます資源回復計画の対

象魚種・優先順位について御審議を賜りたいと思っております。 

 議事に入ります前に、水産庁から資源管理課長がお越しでございますので、ごあい

さつをいただきます。よろしくお願いします。 

○中尾管理課長 

 おはようございます。水産庁管理課長の中尾でございます。 

 本日、日本海・九州西広域漁業調整委員会の第３回日本海北部会を開催されるに当

たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙中にもかかわらず御出席をいただきまして、

ありがとうございます。 

 昨日の委員会でもお話しありましたように、水産庁ではこれまでに３つの資源回復

計画を作成、公表しておりまして、あと１つの資源回復計画が間もなく公表できると

いう段取りになっております。 

 当部会におきましては、昨年中、候補魚種の検討を進めていただいたわけでござい

ますが、本日はこの場で当該海域にふさわしい対象魚種を決定していただき、日本海

北部海域として、速やかに次のステージである具体的な漁獲努力量削減措置の検討に
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進めていければと考えております。 

 本日は回復計画対象魚種の話のほかに、日本海北部海域に関係する主要水産資源の

状況の報告などを行うこととなっております。 

 限られた時間ではございますが、忌憚のない議論が交わされ、有意義な会議となる

ことを祈念いたしまして、簡単でございますがあいさつとさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○石川部会長 

 どうもありがとうございました。 

 引き続き議事に入るわけでございますが、まずは資料の確認をさせていただきたい

と思います。事務局よりお願いいたします。 

○齋藤管理課課長補佐 

 それではお配りしております資料の確認とともに、資料の一部訂正がございますの

で、それについてもあわせて説明させていただきます。 

 まず資料といたしましては、１枚目に議事次第があります。次に座席表をおつけし

ておりますけれども、この中に本日出席されている委員の中で、秋田県の谷村委員の

名前が抜けております。資料の右側の委員の２番目の西崎委員と３番目の齋藤委員の

間に谷村委員を追加願います。 

 続きまして出席者名簿の確認ですが、これにつきましても谷村委員の部分が抜けて

おりますので、谷村委員が追加願います。大変申し訳ございませんでした。 

続きまして、北部会の委員名簿です。 

 続きまして、資料番号がついているものですけれども、１枚資料で資料１、ホッチ

キスどめしている資料２－１、１枚紙の資料２－２、ホッチキスどめをしております

横長表の資料２－３、横長表の資料２－４、縦長表で資料２－５、最後に１枚紙で資

料３。以上が、本日の部会の資料でございます。 

 以上、委員の皆様で足りない資料等ありますでしょうか。 

 

               議事録署名人の指名 

 

○石川部会長 

 続きまして、議事録署名人の選任をさせていただきたいと思います。 

 部会事務規程第 11 条にありますように、本部会の議事録の署名人を選出しておく必

要があるわけでございますが、これにつきましては部会長から２名以上を指名すると

いう規定になっております。したがいまして僣越ではございますけれども、私の方か

ら御指名をさせていただきたいと思います。 

 これまでも名簿順に署名をいただいておりましたので、今回の部会の議事録署名人

といたしましては、海区漁業調整委員会の互選委員の方からは山形県の齋藤委員、大
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臣選任の委員の方からは畔田委員のお２人にお願いをいたしたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

議題１ 水産資源の状況について 

 

○石川部会長 

 それでは議題に入ります。議題１が「水産資源の状況について」でございます。 

 当北部海域の資源の動向につきまして、独立行政法人水産総合研究センター日本海

区水産研究所の南資源部長さんに御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○南日本海漁業資源部長 

 日本海区水産研究所の南でございます。よろしくお願いします。 

 お手元に配っていただいた資料１をごらんください。これは平成 14 年度の資源評価

対象種の資源状況を表にしていただいております。資源評価対象種はこのようにたく

さんありますが、その中で日本海における重要種について、今年の資源評価の概要を

御紹介したいと思います。 

 この評価結果は資源評価報告書のダイジェスト版として、ホームページ上で一昨日

公表をされたものです。詳しくはそちらの方を見ていただくと非常に詳しく、わかり

やすく、カラフルに概要がおわかりになると思いますので、お帰りになってからでも

そちらの方を見ていただきたいと思います。 

 ここでは概要について簡単に御説明したいと思います。順番に上の方からＴＡＣ種、

ＴＡＥ種、それからその他の種と並んでおります。ＴＡＣ種から御説明します。 

 まず、一番上にマアジがございます。私たちの評価対象群としては、日本海北部と

いうことではなくて、対馬暖流系一まとまりとして評価を行っています。 

 マアジにつきましては、かつて 1960 年代に 33 万から 47～48 万トンという非常に大

きな漁獲量があったわけですが、2001 年段階では 13 万トンと非常に低い水準にまで

落ちています。若干最低のところから少しは戻っているんですが、現在中水準という

ことで、資源としては余りいい状態ではありません。 

 私たちはマアジの資源評価をコホート解析といいまして、漁獲物の体長組成を用い

まして漁獲量から資源量を推定したり、トロールネットの表層曳きで幼稚魚を採取し

て発生の状況を調べたり、最近では魚探による資源量調査を行います。 

 それらを総合して今年の資源状況を把握したわけですが、2001 年の夏に非常に大き

な加入が見られました。しかしその後、それらが漁獲対象となって大きなウエートを

占めている傾向は見られなくなっておりまして、水準は中位のままで若干減りぎみと

なっています。 

 次にマイワシです。マイワシはかつては 100 万トン以上の漁獲量を獲ったこともあ
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りますが、2001 年では 1,400 トンと非常に低い段階になっています。ほとんどが１歳

魚の小さいもので占めていまして、産卵親魚はほとんど見られません。 

 マイワシについても、先ほど言いましたようにコホート解析、漁獲物の体長組成を

年齢組成に分解して資源量を推定しています。同時に卵の調査を行いまして、産卵が

行われているかどうかの確認をしていますが、日本海北ではほとんど産卵が見られて

いません。西でも日本海の場合はほとんど産卵していないのが現状です。 

 したがって、資源の水準は非常に低く、さらに減少傾向があります。ほとんど主要

漁獲対象種にはなっていなくて混獲程度で、我々も資源評価をするのが非常に厳しい

魚種であります。ほとんどデータが得られません。 

 次にマサバに移ります。マサバも 1970 年代には非常に漁獲が多く、大体 30 万トン

ぐらいまで獲れていましたが、現在 2001 年には７万 4,000 トンと非常に低い水準に

なっています。マサバの資源評価についても先ほどのイワシ類と同じように、漁獲物

のコホート解析から資源量を推定していますが、低位で減少傾向にあるということが

言えます。 

 このように浮き魚類は非常に低水準で、しかも減少傾向が続いている魚種がほとん

どです。 

 次にスケトウダラに移ります。これは日本海北部の非常に主要な漁獲対象種、重要

魚種でもありますが、1990 年代前半までには大体７万トンから 15 万トンあり、これ

は変動が非常に大きい魚種でしたが、非常に高い水準を保っていました。 

 ところが 1993 年以降、非常に減少傾向が著しくなりまして、2000 年段階では４万

トンまで落ち込んでいます。もともと資源量が非常に大きい魚種ですので、減り方も

かなり急激であります。非常に今、低い水準にあります。しかも、分布域がかなり北

の方に偏っていきまして、従来漁獲が多く行われていた新潟沿岸や山形沿岸といった

海域では、主要な分布域の外に外れてしまいました。ほとんど北の方に偏っています。

また、日本海の中央部に大和堆がありますけれども、そのあたりにもたくさん資源が

あったんですが、現在はほとんどないといった状態です。 

 スケトウダラに関しましても、コホート解析によって資源量を推定いたしましたが、

水準は低位で、動向は低い段階で横ばいになっています。 

 ただ、スケトウダラは 1998 年に非常に大きな発生群、大きいと言いましても低位の

中での大きいというところですが発生いたしましたが、その後、主要な漁獲対象サイ

ズになって加入してきたという形跡が見られません。何らかの要因で加入がうまくい

っていないのではないかと判断されますので、この資源も非常に状況はよくありませ

ん。 

 次にズワイガニにいきます。ズワイガニは日本海全体で考えますと、1960 年代に非

常に大きな漁獲があり、その後 80 年代から急激に減少して、1992 年は最低で大体 10

分の１ぐらいになってしまったわけですが、1990 年代後半にやや持ち直して増加傾向
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にあるということです。 

 北部でも大体同じような傾向で、西に比べて非常に漁獲量は少ないわけですが、現

在は一番底を少し脱して中位で、漁獲量は横ばい傾向にあります。 

 申しおくれましたが、ズワイガニの資源評価はいわゆるコホート解析ではありませ

ん。魚と違いまして年齢に分解できないことや高齢のカニになってきますと成長がス

トップしてしまうということで年齢に分解できませんので、現在、ズワイガニに関し

ては水産試験場及び水産研究所による試験操業を行って、現存量調査を行っています。 

 ちなみに、日本海西ではトロールによる現存量調査、北部ではカニかごを用いまし

て試験操業を行っています。試験場と水研が同時に調査をして、北部のカニの資源量

を出しています。それによりましても、大体水準は横ばいであろうと評価しています。 

 ただこれは資源量推定は非常に難しくして、まだまだ精度を上げる必要があるとい

うところです。 

 次にスルメイカです。今まで非常に資源状況が悪いものばかり続きましたが、唯一

といっていいほど非常にいい状況にあるものがこのスルメイカです。スルメイカは日

本海全体ですと 1970 年代に 30 万トンぐらい獲っていたんですが、一時６万トンぐら

いまでに減少しました。1990 年以降、大体 10 万トンから 15 万トンぐらいの水準で推

移をしています。水準としては非常にいい状況にありますし、近年増加傾向にありま

す。 

 これもまた方法は後になりましたが、スルメイカの場合は一斉調査を行います。こ

れは水産研究所及び試験場、一部は水産高校の船を用船して行っていますが、この漁

期前の一斉調査によって資源水準を把握しています。また、発生量の調査は幼イカ調

査なんですが、これはプランクトンネットで幼イカの発生状況を調べて、それを総合

して資源動向を把握していますが、これもかなりいい状況にあり、それが続いていま

す。 

 その次にアカガレイです。アカガレイも北部の一部の県では重要種になっています

が、これも一時非常に悪い状況もあったんですが、現在では中位で横ばいとなってい

ます。 

 アカガレイはＴＡＥ魚種ですが、日本海西の回復計画対象種で、北の方ではＴＡＥ

魚種ではありません。一応評価対象として、現在トロール調査等で資源の動向を把握

していますが、現在評価の方は漁獲量をベースに資源動向を把握しています。中位横

ばいということです。 

 その次にその他の魚種としてベニズワイガニですが、ベニズワイも一時非常に高水

準にあった魚種ですが、現在はだんだん減少して非常に低い状況にあります。特にこ

こ数年、２～３年の間に非常に漁獲量が減りました。 

 ベニズワイについては非常に深いところにすんでいる魚種であり、しかも広域に分

布しているということから、資源量調査がまだ実際できていません。私たちは今、試
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験操業のテストケースですが、トロール調査を一部の海域、大和堆の主漁場で試験操

業を去年から始めて、資源量推定の方法を今検討中です。できるだけ早い段階に漁獲

量を使わないで資源量を把握し、動向を把握したいと考えています。 

 次にマダラです。これも北部の日本海の主要な魚種であります。マダラに関しても

余りいい情報がありません。こちらも現在現存量調査ができていないんですが、漁獲

量の動向及びその漁獲物の体長組成や、特に若齢魚、若い、小さい魚の動向を把握し

ながら、これも寿命がかなり長いものですので、若いうちに発生量等を押さえていこ

うという方法で資源の動向を把握していますが、現在低いレベルで減少が続いていま

す。 

 時々、この魚は卓越年級が出てきます。2001 年級、今年やっと１歳ちょっとになっ

た魚が混獲ですが非常に多いという情報がありますので、これが資源として加入して

くると一息つけるかもしれないので大事に扱いたい資源です。 

 次からはいろいろな海域によって重要種ではありますが、全域にとって重要種とい

うわけでもありませんので、簡単にいきたいと思います。表をごらんになっていただ

けると概要がわかりますが、マダイに関しては大体中水準で、若干増加傾向が見られ

ますが、それほど大きな変動ではありません。 

 カタクチイワシも中水準でかなり減少が見られます。 

 ヒラメについても水準が非常に低い状況にありますが、下げどまりというんですか、

減少傾向はやっと落ちついてきているのではないか。一部、地域的にかなり違いが大

きい魚種です。余りいい状況ではありませんし、これも卓越年級が時々出るんですが、

今のところそういった傾向が見られないというふうに評価されています。 

 あと、ホッケは日本海北、かなり北の北海道部分を主要な分布域にしていまして、

日本海では分布の南限という魚種だと思いますが、これはかなり高水準です。ただ、

資源がたくさんあっても小型魚が多いとか、魚価が余り高くないので、高い水準であ

るにもかかわらず、余り利用度が高くないという傾向があります。 

 そのほか、次の魚種としてブリです。これは中水準横ばいとなっていますが、ブリ

の場合かなり分布回遊が大きな魚種で、シナ海の方からやってくるわけですが、かな

り北の方にまでブリの来遊が続いているという情報が把握されています。特に北の方

では漁獲量がふえています。 

 そのほか、この表でいきますと右の方にいきまして、ハタハタの日本海北区、これ

は秋田で非常に多くの漁獲がされている魚種ですが、一時の非常に高い水準から低く

なりましたけれども、やっと少し上向きかげんということで、依然として低水準です

が若干の増加が見られます。 

 それからホッコクアカエビです。日本海ではかつてはかなり高い水準にあったんで

すが、現在中程度の水準で横ばい傾向となっています。余り大きな変化は見られませ

ん。 
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 非常に急いで概要を御説明いたしました。初めに申し上げましたように、ホームペ

ージ上のダイジェスト版をごらんになって、もし何か御質問ありましたら、水産研究

所の方にでも御連絡いただければ詳しく御説明いたします。また、今この席上で御質

問ありましたらお答えしたいと思います。 

 以上です。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま部長の方から資源の状況についての御説明がございましたが、何か御質問

ございませんでしょうか。 

 それでは、私の方から１つ。先ほどのスケトウダラの説明の中で、分布が北の方に

偏ってきているという話があったと思います。一般的に日本海側も表面水温は従来と

比べて大分上がってきているという情報があるわけですが、スケトウが生息している

ような中層あるいは低層の水温も変化が見られるんでしょうか。 

○南日本海漁業資源部長 

 非常に大きなポイントだと思います。特にスケトウダラのように遊泳性の大きい底

魚でありましても、中層付近に分布していることが多い魚は、かなり水温環境の影響

を受けると思うんですが、私たちが分析した段階では、いわゆる生息域、底の方の水

温が急に上昇したという傾向はつかんでいないんです。スケトウダラが北の方に少し

偏ってしまった原因が何であるかというのは今のところわかりませんが、分布範囲が

かなり狭まったことは確かだと思うんです。 

 かつては日本海のど真ん中、先ほどちょっと言いましたけど、大和堆付近でも若齢

魚、１歳魚、２歳魚、３歳魚あたりまでが非常に多く分布していたんですが、それす

らもずっと北の方しか見られなくなったということで、資源のポピュレーションとい

いますか、全体の密度が減ったことによって、南の方からだんだん減っていったとい

う感じがあります。 

 ですから南の方にいたものが、そっくりそのまま北の方に移ってしまったというよ

りは、生息域が狭まっています。 

 ただそのころ、昔でも北の方の分布域と南の方の分布域、南の方では少し深いとこ

ろに分布していますので、生息水温が違うということではなかったように思います。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。そのほかございませんでしょうか。 

○畔田委員 

 ズワイガニがいつの間にか 10 分の１ぐらいに減って、1990 年代後半に少し持ち直

してきた。これは持ち直してきた要因というか、いろいろな規制などが行われた成果

なんでしょうか。その辺はどうですか。 

○南日本海漁業資源部長 
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 ズワイガニに関しましては、特に西の海域で大きな漁獲量の変動が見られました。

どん底からはい上がってきたところを、最近なんですが、資源管理の効果が一番大き

いんじゃないかと判断できます。漁業の規制ですね。漁期を短縮したり、綱幅の制限

を厳守したり、それから一部では保護礁、底を曳かないような保護区域を設定したり、

漁業者の方々が行政と一体になってかなり努力した結果、少し持ち直してきたようで

す。 

 その中で資源も、卓越した発生群も出てきているようで、それが複合されて少し持

ち直したようです。 

 ただ、まだまだ回復したとはとても言えません。これからもうちょっと、ちょうど

上がってきたところで全部獲ってしまうとそれでおしまいですので、はい上がってき

た資源を何とか大事に、うまく保護していきたいと考えているところです。 

○石川部会長 

 そのほかございませんでしょうか。 

○齋藤委員 

 幸いの機会ですからちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、去年の後半から

今年の初めごろにかけまして、日本海、特に北部の方で私の方の関係なんですが、サ

ワラが全然獲れない状況にあったわけですが、去年あたりからサワラが随分見えるよ

うになったんです。南の方であればわかりますけれども、相当獲れている。これは山

形県だけでなくて、新潟も秋田も青森も関係あると思うんです。 

 日本海の潮流でしょうか。何か条件が変わっているのかどうか。 

 サワラが獲れたから、海の条件が変わっているとすれば、何かもっと別の魚も来て

もいいはずなんですが、収益の上がるような魚は見えていない状況の中で、サワラだ

けふえているというのはどういう関係なのか、もしわかっているとすれば、御説明を

お願いしたいと思うんですけれども。 

○南日本海漁業資源部長 

 わかりました。その漁獲サイズはどのくらいですか。 

○齋藤委員 

 余り大きくないんですよね。 

○南日本海漁業資源部長 

 大きくないですね。今おっしゃられたように、サワラが日本海の、特に対馬暖流系

に結構小さいものばかりですがふえてきているというのは、この２～３年前からの傾

向だと言われています。今、去年の冬ぐらいからと言われましたけども、もう少し南

の方ではサワラの小さいのが結構定置網とかに入るという情報が、大体２年前ぐらい

から言われています。 

 これが環境の変化等があったのかどうかというのは、先ほどのスケトウダラもそう

ですけども、非常に長期的には少しずつ温暖化の傾向が見られるようですが、ここ１
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～２年で海洋構造が、がらっと変わってしまったという気配はありません。 

 ところがサワラだけでなくて、先ほどちょっと言いましたようにブリなんかも、北

でも獲れていたんですが、非常に北の方まで回遊経路が移っているというんですか、

北海道で獲れたり。これは対馬暖流が対馬海峡をかわして太平洋側にも行っているん

ですが、そういったところに非常に大きな漁獲が出てきたり、ちょっとここ２～３年、

南の方からの魚、特に浮魚が非常に北の方まで来るといった状況が見られていますの

で、サワラもその一つではないかと思います。 

 ただ、これは小さいものが来て、そこで大きくなっていい漁獲サイズになるという

情報は私も得ていないんです。みんな小さいうちに混獲されて、非常に値段がつかな

いといった、余りおもしろくない状況が続いていると思います。いつまでこれが続く

のかというのは、ここではちょっとわかりません。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。そのほかございませんか。 

○西崎委員 

 ただいま説明ありましたように、ＴＡＣということで、これまでいろいろな魚種を

定めたわけでありますけれども、本来、資源がどんどんどんどん低下していっている

中で、何とか資源を回復させなければならない。したがって、それぞれの魚種におい

て制限を決めたわけですよね。 

 したがってこの資料を見る限りでは、資源状況は非常によくないわけですね。せっ

かくその資源を回復させるためにＴＡＣ制を設けたりしたんだけれども、その制限に

到達している魚種があるのかどうか。これを見ると、恐らくほとんどの魚種がないん

じゃないかな。とすれば、今後このＴＡＣ制度というものを水産庁としてはどのよう

に考えているのか、お聞きしたいと思います。 

○佐藤資源管理推進室長 

 我が国のＴＡＣ制度が始まったきっかけというのは、海洋法の批准、それに基づく

国内法の整備のとき、ＴＡＣの対象魚種を選ぶ際に、外国船が獲っているかどうかな

ど、いろいろなことを勘案して導入されております。 

 そういう面から見て、全体として見て今御指摘がありましたように、いわゆるＡＢ

Ｃ、資源的に評価したものを機械的にＴＡＣとして設定するということではなくて、

海洋法にもありますけれども、その資源の理想に持っていく、またそれを維持するた

めのＡＢＣというか、許容される漁獲量を基本とし、社会、経済的な背景も考慮して

決めることになっております。最も理想なのは、研究者の言われるようなレベルをそ

のまま設定することが望ましいんですが、これを漁業者におろしていくと、なかなか

そこが難しい、いろいろな事情がございます。 

 しかし、獲れたらＴＡＣをふやしてください、減っているときはぶかぶか、という

ことではいけないので、資源回復計画なりをつくって、削減措置が必要なときには経
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営的な問題も配慮して、何とか漁獲努力量を抑制していこうということで資源回復計

画を用意して、支援措置もすることとしたところであります。 

 ただ全体的に見ますと、浮魚については、例えばこの中にマイワシなどもＴＡＣに

なっておりますけれども、どうしても人為的な漁獲の影響というよりも、天然変動の

影響の方が強いようなものは、ＴＡＣで管理していても、それが必ずしも反映しない

状況にあります。 

 ただし、底魚的なズワイガニやスケトウなどについては、人為的な漁獲の影響も大

きく、ズワイガニは先ほど言いましたように資源管理の取り組みにより、ある程度復

活してきています。北部日本海のスケトウダラにしても、この管理を適切に今後、で

きるだけＡＢＣにＴＡＣを近づけていこうという形の中で、せっかくできた卓越年級

群をいかに長く生かし、次の世代に残すかというようなものを組み立てて、それで、

もし必要であるということなら資源回復計画に乗せていってはどうかと考えています。 

 いずれにしても、いろいろな方面からＡＢＣやＴＡＣの設定レベルについて、もう

少し改善を図るべきじゃないかという御指摘をいただいています。漁業者は、「それは

そうなんだけど」というところがございます。それを少しでも近づけていくという形

でいく措置として、今度は回復計画を利用していこうと考えているところであります。 

○石川部会長 

 よろしいでしょうか。それでは、資源の状況につきましてはこれぐらいにいたしま

す。 

 

議題２ 第２期資源回復計画対象魚種候補・優先順位について 

 

○石川部会長 

 次に、議題の２に入りたいと思います。 

 議題２は、「第２期資源回復計画対象魚種候補・優先順位について」でございます。

前回の部会における状況でございますが、前回の部会における結論といたしましては、

候補魚種、対象魚種につきましては、一部の県におきまして漁業者協議会での候補魚

種の決定がなされていなかったということもございまして、これまでの対象魚種の候

補といたしまして事務局より提案したもの、それから関係県からの要望が上がってい

るものについて、各県のコメントを整理してそれを事務局が紹介するということに、

前回はとどまったわけでございます。 

 また、私の方から申し上げたのは、今回の部会までに候補魚種の選定が済んでいな

い県においては、候補魚種の決定を進めていただきたいということと、既に候補魚種

の選定が済んでいる県におかれては、隣接県の設定状況等を踏まえて、候補魚種の再

確認をしていただきたいということ。それからさらに水産庁の方にお願いしましたの

は、各県ごとの候補魚種の選定状況を踏まえて、事務局として考える候補魚種の優先
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順位を付して今度の部会に上げるということで、作業を進めていただきたいというこ

とを申し上げたところでございます。 

 それでは、事務局の水産庁が前回の部会から今日までの候補魚種の選定にかかわる

状況と、事務局で考えている優先順位につきまして、御説明をまずいただきたいと思

います。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは事務局より、前回の部会から今回までにかけての、日本海北の海域におけ

る資源回復計画候補魚種の選定に係る状況等を説明させていただきます。用いる資料

といたしましては、資料２－１から２－５までです。 

 まず、先ほど部会長の方から話がありましたとおり、前回の部会のときに、まだ候

補魚種が決まってない県があるという点につきましては、早く候補魚種を決めてくれ

という話がありました。 

 それで、各関係県の方でそういう意向を受けて漁業者協議会を開催し、候補魚種の

決定をしていただいたところです。 

 この漁業者協議会等の開催状況をまとめたものが資料２－１であります。北海道か

ら富山県まで、県によって回数などにばらつきがありますけれども、かなりやってい

ただいたと思います。 

 その中でちょっと目を引くポイントといたしましては、２枚目の秋田県のところに

出てくるんですが、「マガレイ、ハタハタを候補魚種とすることで了承」、山形県のそ

の下の欄の「ハタハタ主体、マガレイ、ズワイガニの順で進めることで関係者了解」、

新潟県の方で「ハタハタ及びマガレイを候補魚種として了承」というのがあります。 

 言葉としてマガレイとハタハタということが出てきているんですが、この資料の後

の資料２－２を見ていただきたいんですが、水産庁といたしましては、今回の部会ま

でに各県からの候補魚種を集めて、それに対して水産庁で優先順位をつけて、この部

会に上げるということが前回の部会の確認事項でありましたので、それに向けて水産

庁として作業を進めてきたわけでございます。 

 そのためには、各県の候補魚種をまず上げてもらわなくてはいけないということで、

実際上がってきたものが資料２－２であります。これは６月段階で整理したものです。 

 これを見ていただきますと、北海道と富山については、候補が上がってきておりま

せん。あと青森県につきましても具体的な候補魚種は上がってきておりませんけれど

も、マダラについて漁業者の方から一部意向があるので調整中だという話がありまし

た。 

 その他、秋田県から新潟県までを見ていただきますと、いろいろ魚種を上げてきて

いただいているんですが、その中でハタハタとマガレイというのを、この３県すべて

が上げてきています。他の魚種としてはホッコクアカエビを山形県が、ズワイガニを

新潟県が、あとヒラメ、マダイを秋田県が上げてきています。 
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 これを見ていただくと、ハタハタ、マガレイというのが隣り合う秋田から新潟まで

の県で、候補として共通する魚種として上がってきているという状況です。 

 ここに※でつけているんですけれども、北海道はと言いますと、後で説明すること

を予定しているんですが、北海道は単独の資源が多いので、北海道としてまず魚種を

決めたいという話があり、魚種を決めているようであります。 

 次の資料２－３を見ていただきたいんですけれども、それに対して水産庁として、

今部会に上げるために優先順位をまず決めました。一応ここのリストに上げている魚

種は、先ほどの資料に出てきております候補魚種を載せてあります。それにあと加え

る魚種として、スケトウダラとヤナギムシガレイが入っているんですが、スケトウダ

ラは北海道さんの方が主体となって考えていただかなければいけないような魚種であ

りますが、ここは後で北海道さんの方の資料を見ていただければわかるんですが、候

補魚種になってますので、それとして水産庁の資料として載せております。 

 １つずつ説明してまいりますと、まずマガレイですが、これは水産庁としては◎を

つけております。特に重要なことといたしましては、先ほど話しましたとおり、秋田、

山形、新潟の隣接する３県が、そろってこの魚種をやりたいということで提案してき

ているということであります。そういう意味から、この魚種につきましてはかなり広

域的に取り組みやすい魚種であると考え、こちらを優先度◎としております。 

 続きましてハタハタです。ハタハタについては、資源については皆さん御承知のと

おり一時期の超低迷期を脱して、今着実に増加傾向にあるという状況です。これにつ

いても、秋田、山形、新潟について、やりたいということが上がってきてます。この

魚種については、青森から新潟までが資源管理協定を結んで、既に資源管理の広域的

な取り組みがなされているという状況でありますけれども、そういう関係する３県が、

これ以上に資源を回復させねばならないという漁業者の声が強いということで上がっ

てきています。これについても、広域的な資源回復計画の策定という意味では、非常

に取り組みやすい魚種ではないかということで、優先順位を◎にしております。 

 あと、マダラ以降の話ですけれども、これは一応○をつけておりますが、○と△は

それほど違いがありません。どちらかと言えば、水産庁としては◎のものをまずやっ

ていこうではないかと考えたわけでございます。 

 その他、前回の部会に上げられていた魚種で、アカガレイ、ベニズワイガニ、ニギ

ス、ムシガレイ、ミズダコ、ウスメバル、シロギスという魚種は上がってきておりま

したけれども、資源回復計画というのが漁業者自らが漁獲努力量を削減して資源の回

復を図るという意味合いのものであるということからすれば、現在までに関係県から

候補魚種として名前が上がってきていない状況では、まず取り組んでくれと事務局側

から提案したとしても、これはまず受け入れられないであろうということで、候補魚

種のリストの中から外しております。 

 ただし、当然今後もこの部会の中でこの魚種の検討をしていくわけですけれども、
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そのような中で資源状況が著しく悪化してきたりですとか、また漁業者の方からやっ

ぱりやった方がいいという話があれば、またこのリストの中に追加させていただきた

いということでありまして、優先度として◎、○、△をつけておりますが、水産庁と

いたしましては、まず◎のものを優先的に考えていけないということで、部会に提案

したいと整理したところであります。 

 そういうことで、７月 15 日に関係県の担当者に集まってもらいまして、水産庁の意

向を説明しました。その関係県といたしましては、水産研究所などと話をしましたと

ころ、マガレイ、ハタハタは資源として北海道とほかの青森から南の資源とどうもつ

ながりがないであろうという話を承りましたので、関係県としては青森県から富山県

までの担当者に集まってもらいまして、水産庁としての考え方を伝えたわけです。 

 その考え方といいますのは、先ほどもお話ししましたとおり、マガレイとハタハタ

について、実はこの部会で優先順位◎として上げたいということで説明し、それにつ

いて再度漁業者の方に、この内容でいいかどうかというのをもう一度確認してほしい

と。もしそれで調整がつかないような場合は、部会に上げるものについてもう一度再

検討する必要があるので、それについてもう一度確認してくれというお願いをしてあ

りました。 

 そういうことを水産庁の方から各県の担当者の方にお願いしておりましたので、資

料２－１において、「ハタハタとマガレイを候補魚種として了承」というふうなところ

が入ってきているのでございます。 

 ということで、水産庁といたしましては、日本海北の海域における資源回復計画の

第一に取りかかる候補魚種として、マガレイとハタハタを考えていきたいということ

で整理をさせていただきました。 

 以上です。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま説明があったわけですけれども、これは要約しますと１つは秋田、山形、

新潟から具体的な候補魚種の優先順位の提案があったので、事務局としてはまずこれ

らの魚種を当面の候補魚種として整理したということ。 

 ２点目は、秋田、山形、新潟の３県が候補種としてそろって提案されたマガレイ、

ハタハタの２魚種を最優先種としたいということについて、関係の青森から富山の各

県に対し、再度漁業者協議会等で確認してほしいという依頼をしたという説明だった

と思います。 

 したがいまして事務局の水産庁としては、マガレイ、ハタハタの２魚種を対象魚種

とするという考えのようでございますけれども、この両魚種を候補魚種にすることに

つきましては、当部会での了承事項となっております。 

 そこで、了承するかどうかを判断するに当たりまして、この両魚種を候補魚種する
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こととした場合の資源回復計画の作成の考え方といいますか、例えばどのような漁獲

努力の削減措置等を導入するかということについて、事務局の考え方を聞きたいと思

います。 

 それからもう１点、青森から富山の各県について、この２つの魚種を対象魚種候補

とすることについて、各県の漁業者協議会に確認してほしいと依頼したという説明が

ございました。その際に、返事がどうだったのかということも入れながら、事務局の

方からそういう具体的な削減措置等について導入するとすれば、どういう削減措置を

導入していくのかということについて説明をお願いしたいと思います。 

○阿部管理課課長補佐 

 部会長の方からお話のありました、２魚種についての資源回復計画の作成の考え方

について、事務局より説明させていただきます。 

 資料２－４を見てください。横長の表で２枚ついております。これが水産庁として

考える資源回復計画の検討素案、たたき台だと考えていただいて結構でございます。

この資料に沿って説明させていただきます。 

 まず１枚目についておりますマガレイでございますけれども、これは先ほどから説

明しましたとおり、青森から富山までが関係県として整理させていただきたいと思っ

ているところでございます。 

 ただし、青森県の欄にだけ括弧書きがついております。これは先ほど各県でのマガ

レイ、ハタハタで確認してもらったときの状況はどうですかということを、部会長の

方から説明してほしいということだったのですが、秋田から富山までにつきましては、

了承という話で県の担当者の方から聞いております。 

 青森県につきましては、水産庁からも日本海の青森県海域の漁業者協議会に出席さ

せていただいたのですが、開催時期が９月上旬という話で、会議の設定自体がかなり

おくれたというところもありまして、漁業者協議会の中ではマガレイについて、今の

段階でちょっと結論は出せないということで、この魚種については、各漁協でもう少

し検討する必要があるという結論になったということで、確実な参加ということでの

確認がとれておりませんので、青森県につきましては括弧書きという扱いをさせてい

ただきますが、一応関係県といたしましては青森県から富山県までを考えております。 

 対象となる漁業種類でありますけれども、基本的には底びき網漁業、一部刺し網で

獲られると考えておりまして、対象といたしましては沖合底びき網漁業、小型機船底

びき網漁業、刺し網漁業、小型定置網漁業が該当の漁業であると考えております。 

 あとマガレイについて、関連する魚種といたしまして、同じような漁場で同じよう

に獲れる魚種という、かなり関係の深い魚種ということでありますけれども、それに

つきましては青森県は主に刺し網や底建て網で獲られていると思うんですが、マコガ

レイなどが関係するということです。秋田県もほかのカレイ類やハタハタとも関係し

ます。山形県も同じく、その他のカレイ類などが関係します。新潟県については、ヤ
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ナギムシガレイが当然ながら関係してきますという話がありました。富山県からは、

特に関連魚種については話がありませんでした。 

 資源の状況をここでおさらいさせていただきますと、マガレイの資源状況について

は、こちらの把握している状況では低位減少傾向にあると考えておりまして、資源回

復計画の対象魚種としては非常に適当であると思っています。 

 それから、どうやってふやしていくかという方針ですけれども、これについては産

卵親魚・小型魚を保護していきたいと考えています。あと、全般的に漁獲圧が高いの

ではないかということで、全体の漁獲圧を低下させる方向で、この資源の回復を図れ

るのではないかと思っています。 

 次に漁獲努力量削減レベルでありますけれども、削減レベルにつきましては、産卵

期の休漁や保護区の設定、漁具の改良など、減船等もあるのかもしれませんが、これ

らによって、漁獲量をまず削減しましょう。ただ、そのレベルにつきましては、どん

な措置をとるのか。どれぐらいの措置がとれるのかということがまだ決まっておりま

せんので、そういうものを十分見きわめた段階で、各県による検討が済んだ上で、こ

のレベルについては決定していきたいと思っております。 

 削減手法でありますけれども、産卵期、主漁期を対象として、休漁や保護区の設定

などが良いのではないかと考えています。また、小型魚の保護のための漁具の改良や

減船、これは漁業者の意向がある場合ということでありますけれども、そういう手法

を講じて、漁獲努力量を削減していけば資源が回復するのではないかと考えておるわ

けでございます。 

 マガレイの産卵期は２～４月ごろだと思うんですけども、そのときに刺し網が獲っ

ている時期でありますので、そのときの刺し網や底びき網の休漁明けとなる９、10 月

か、６、９、10 月ぐらいの主漁期が検討対象の時期としてはなるのではないかと考え

ております。 

 実際、削減措置をとる場合に、かなり経済的に苦しくなるところがありますので、

それに対しては資源回復計画というのは、支援があってこそ漁業者が取り組めるもの

と考えておりますので、支援メニューとしては、もし休漁に取り組むのであれば、休

漁推進支援金の交付や休漁中の漁船の活用といたしまして、海底耕耘、漁場清掃への

支援があります。 

 また、漁具改良経費の支援や減船交付金の交付も手法としては考えられます。 

 この支援事業といたしましては、昨日の広域漁業調整委員会の中で予算の説明をし

ましたが、休漁や漁具改良等の支援といたしましては、国が３分の１、都道府県が３

分の１、漁業者負担分が３分の１の資源回復計画推進支援事業があります。 

 その他、昨日もかなり詳しく説明があったかと思いますが、公共事業の水産基盤整

備事業の中の漁場環境保全創造事業で、海底耕耘や漁場清掃を資源回復計画の休漁漁

船の活用として取り組むというメニューも新しく水産庁で設けておりますので、これ
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を活用すれば、これは事業主体が県もしくは市町村になりますので、漁業者の負担は

一切かからないということも考えられるのではないかと思っています。 

 減船につきましては、資源回復で行うときの減船の事業も国の方では準備しており

ますので、これを活用していただければ十分対応可能になるのではないかと考えてお

ります。 

 あと、マガレイの回復計画を検討するに当たって考慮すべき事項といたしまして、

その他の欄に書きましたが、実は第１期で計画をつくったところを見ていただくと、

太平洋北での沖合性カレイ類や伊勢湾の小底対象種では複数魚種が対象となっていま

す。 

 今回マガレイとハタハタという２つの魚種の提案をさせていただいていますが、か

なり漁業者が重複するところもあるので、実際この取り組みを検討するに当たっては、

単独で物を考えていくという方法もありますし、連携してマガレイにも効果があり、

ハタハタにも効果があるという措置も考えていけるのではないか。そういうふうな面

もあるので、これについては十分考えていく必要があるということで、その他の欄に

書かせていただきました。 

 続きましてハタハタでございます。ハタハタも青森県から富山県を関係県として考

えております。このハタハタにつきましては、各県の漁業者協議会で特に反対がなか

ったということで、括弧書きの県はありません。 

 ハタハタは産卵期に沿岸にごく短期間にやってくるということでありまして、産卵

期とその他の回遊期で対象漁業が違ってくるということで、産卵期は定置網や刺し網

漁業が対象になります。その他の時期、回遊期におきましては、沖底や小底といった

底びき漁業が対象となるということで考えております。 

 産卵期の場合は、関連漁業というのはハタハタを専門にとっているので、関係する

魚種はないわけですけれども、底びきで獲っているところにつきましては、秋田県か

ら富山県までいろいろ魚種が上がってきておりますが、一緒に混獲される魚種がかな

りあるということであります。 

 資源回復計画のための基本方針といたしまして、まず資源状況を確認しておきます

が、資源は堅調に回復してきているところでありますけれども、まだ水準としては低

位であるということです。 

 対処方針といたしましては、産卵親魚・新規加入群（15cm 未満の１歳魚）の保護並

びに全般的な漁獲圧の削減がとれるのではないかと考えています。 

 全長 15cm 未満の保護というのは、既に４県の資源管理協定事項の遵守事項というこ

とで上げられているということもつけ加えております。 

 漁獲努力量削減レベルといたしましては、産卵期の休漁、保護区域の設定、漁具改

良等の手法を用いて漁獲努力量を削減したいと考えていますが、削減率については、

まだこれも具体的な内容は検討が進んでない状況でありますので、関係県による検討
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が進んだ上で、これは決定していきたいと思っております。 

 次に削減手法でありますけれども、産卵期や主漁期を対象とした休漁、保護区域の

設定などが考えられます。全長 15cm 未満の１歳魚を保護するための漁具の改良や再放

流があります。あと、減船等の手法も考えられるのではないかということで上げさせ

ていただいています。 

 こういった削減手法を用いた場合の支援策ですが、休漁推進支援金の交付、休漁中

の漁船の活用、漁具改良経費の支援、減船交付金の交付ということでメニューがあり

ます。これはマガレイで書いたものと全く同じでございます。 

 その他、資源回復計画を策定するに当たっての留意点としていろいろ上げています

が、まずハタハタですが、水産庁では日本海北のハタハタというのは資源管理の優良

事例として、これまでもいろいろなところで説明させていただいておりまして、回復

基調にあるのではないかというのが一般的な人の考え方であります。そういう中で、

今以上に漁獲努力量を削減して、資源の回復を図る必要があるのかということについ

ては、実際今後具体的な削減措置を漁業者との間で検討していくときにおいては、か

なりその辺での漁業者とのギャップが出てくるのではないかということがあると思わ

れます。 

 あと秋田県においては、もう既に県で漁獲量の総量規制をしていることや、回遊魚

のために産卵期以外に地域での漁期に差があって、統一的な期間の設定は難しいので

はないかということや、マガレイと対象漁業者が重複するということがあります。 

 そういうことからマガレイとハタハタということで、連携した取り組み、共通事項

で考えられるものも考えていっていいのではないかと考えております。 

 以上がマガレイとハタハタの資料の簡単な説明ですけれども、とりあえず水産庁と

してハタハタとマガレイについて、資源を回復させるための措置、資源回復計画の内

容として考えられるものを整理したものがこの内容でございまして、具体的な漁獲努

力量の削減措置の内容というのは、今日、もしハタハタとマガレイで魚種が決定され

ましたら、今後漁業者協議会などを開いて、その中でとり得る措置を漁業者の中で決

めていっていただいて、調整して最終的に決定していくということで考えております。 

 水産庁の方でここで提示しているものについて、すべて対象としてやっていただか

なければいけないというものではありません。あくまでも例示として考えられ得る措

置をここに示させていただいたということでありますので、これはとりあえずの事例

として考えておいていただければと考思います。 

 実際、魚種は決まったとしても、資源回復計画の中身はかなり議論を詰めないと、

漁業者の方々が納得の上でやっていくものでなければいけないと思っております。特

に今回、事務局から提案させていただいているのは、一遍に２魚種についてやろうと

いうことですので、時間がかかることはある程度前提で、中身として本当に漁業者の

人たちが、この２魚種のために納得してやっていこうという措置を県の担当者等と十
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分議論していく中で決めていただければと思っておりますので、この回復計画の説明

は以上で終わらせていただきます。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま御説明がございました。この２つの魚種を対象魚種とするかどうかという

ことでございますが、ただいまの説明につきまして、御意見あるいは御質問等がござ

いますか。 

○大黒委員 

 私、富山県で、資料２－２は斜線を引っ張ってあるんですが、８回ばかり漁業者間、

地区等で協議いたしました。「マガレイというのはどういう魚なの」って。昔から年配

の方も若い人も、「私は見たこともないよ」という人がたくさんで、ほとんどの人がそ

うなんです。富山県にいないんですね。 

 このマガレイについては協力のしようがないなと。今、資源回復というのは広域で

取り組むべきものであると思いますので、この計画づくりについては参画もするし協

力もしていきたいと思いますが、これについては富山県としてはどうしようもないな

という感じでございます。 

 それからハタハタについても、ほんのわずかの底びき船が獲ってくる程度でござい

まして、生活にハタハタをかけて一生懸命やるという魚種ではありません。そういう

面からいきますと、減船であるとか休漁であるというのは、取り組みようがないなと

いう感じでございます。 

 富山県としては、昔は大変たくさんいた魚でヤリイカですね。相当の水揚げをした

んですが、今はまるで激減している。ほとんど何分の１という状態になっております。 

 昨日私が言ったように、これも産卵する場所がなくなっているんでないかなと。海

岸がコンクリートで固められて、海藻がなくなってしまったというのが一番大きな原

因でないかなと考えられます。 

 それで富山県としては、ヤリイカを入れていただければありがたいなと思います。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 それについて何か、水産庁の方からありますか。 

○佐藤資源管理推進室長 

 今、個々に提案した素案というので、今言われましたように、獲れない魚を保護し

ろと言われてもどうにもならんのだということは、当然具体化する中で出てくると思

います。 

 私どもが今考えているのは、この全体の枠組みの中で漁獲されている実態があれば、

共通の取り組みを一度テーブルに乗って議論をしていただけないでしょうかというこ

とですが、当然今のように議論がより具体的になり、そういうものが出てくれば、そ
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の段階でどういうふうにするかというのをまた話し合ってやっていくことになると思

います。 

 ただ、先ほどもちょっとあったんですけれども、ほかの海域でもそうですが、実は

昔は結構獲れていた、この資源を復活させようとしますと、獲れている県が今圧縮し

ているわけです。そこで保護しますと、どんどん魚がふえてきます。そういう場合は、

すぐ参加するか、具体的に何かするかは別にしても、この資源はふえてきたら絶対分

布範囲が広がってきます。そのときに、そういった県の規制措置が全く真空地帯にな

るというのはまずいということから、最初にそういう枠組みをつくるときに、ある程

度幅広く見ているというのもあります。 

 ただ、富山県のように定置がメインで、もともとそういう将来の漁獲圧も、見通し

から見てそんなに高くないということがあれば、結果としてできる範囲のことという

ことで、この体系の中に直接入るか、それとも連携するという程度になるか、そこは

最終的に詰めていく段階で個別に御相談していくことになると思います。 

 ただできれば、その魚を獲っている人は、みんなでできるだけのことをやりましょ

うという枠組みを議論の中で、最初に形成しておきたいということでございます。 

○大黒委員 

 その計画には反対はしておりません。それは仲間に入って一緒に参画していきたい

と思っております。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

○齋藤委員 

 ただいま私たちの方で、秋田、山形、新潟３県が資源回復計画の対象魚種としまし

て、ハタハタとマガレイを御提示申し上げております。これは水産庁の方から、優先

度ということで、この２つの魚種が二つ丸でこれから進めていかれるということのよ

うでありました。私たちとしましても、この件につきましては高く評価をいたしたい

と思います。 

 それで内容に入りますけれども、ただいま漁獲努力量の削減のレベルなり、削減の

手法、あるいは対象漁業経営への支援策ということで、細部にわたってマガレイなり

あるいはハタハタにつきまして、水産庁の考え方としまして御説明を受けたわけであ

ります。 

 昨日もこの支援メニューとしまして休漁推進支援の関係は、休漁船に対しての関係

や、あるいはその場合の漁船の活用としては、海底の耕耘なりあるいは漁場の清掃。

その他、公共事業といろいろな関係のお話もありました。 

 しかしこれは、これから私たち各々の各県がこれを内容検討していかなければなら

ない問題であろうかと思いますけれども、問題は海底の耕耘にしろあるいは漁場の清

掃にしても、その他いろいろな公共事業の関連のものにしましても、これは水産庁と
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の絡みの中でこの事業が連動していくという条件がぜひ必要なわけでありまして、私

たちがあるいは各関係の県が検討してみたところで、国とのつながりがなければ、私

は不可能ではないかなと思うわけであります。 

 これから水産庁の調整の中で、この種のものはどういうふうな状況の中で進められ

るのか。私たちが、これから各々の県で検討する、あるいはいろいろな協議をする段

階で、これが大きな問題点として議論しなけりゃならん課題であろうと思いますので、

もう少し具体的に御説明を願えればありがたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○佐藤資源管理推進室長 

 齋藤委員の御質問で、特に公共事業をもう少し具体的にということで、結論から申

しますと、これは新規要求という形でまだ要求段階であります。それも継続ではなく

て初めて要求するものですので、今の段階では明確なことをなかなか申し上げられま

せん。 

 前に一度、１期目の計画の中で底びき網漁業を対象とする県に集まっていただきま

して、これを主管しております計画課の方と私どもの方で打ち合わせをしたことはご

ざいます。今、かなり細かい点、幾つかの関係県の御心配の件を含めて、問題点の整

理を大分やってきております。 

 まだ日程は決まっておりませんが、来週の太平洋委員会が終わった後に、早いうち

にもう一度関係県の日本海の方にも御案内して、具体的にこの事業をどういう内容で

進めていくのか、そのときの条件はどういうものが予想されるのかということを、担

当者と私ども水産庁の関係課も含めて、具体的な詰めをやっていきたいと思います。 

 いずれにしましても、この新しい資源回復計画と一体となった事業は、水産庁の予

算要求の中でも特に力を入れて、長官も大臣に説明し、また与党の予算の審査をする

ときにでも関係議員から発言があったように、この事業は非常に関心を持たれており

ます。 

 ただ、昨日からありましたように、そう簡単にいかない問題があるのではないかと

いうことも承知しておりますので、今の御心配がないように、より関係県と連絡をと

って、できるだけ問題を解決できるような内容にするような形で、かつ予算措置も今、

来年度用に出していきます。そのためには県の方も、この事業を行うかどうかを財政

課の方に出していただかざるを得ないという問題もあります。それと同時に、計画そ

のものがどういうふうに決まっていくのかということで、これは連動して決めなけれ

ばいけないという問題があります。 

 ただ、来年直ちには無理でも、ある程度内容が確定すれば、２年目からこの事業を

本格的に利用する、初年度はほんの一部利用するなど、そういうやり方はございます。 

 いずれにしても、山形県さんも県庁の方は少しこれに関心を持たれているというこ

とを聞いておりますので、そこは十分議論を詰めて調整していきたいと思います。 

○齋藤委員 

 - 21 -



 はい、わかりました。これから検討するには、そこの部分が一番大事な部分なもの

だから、漁業者に対して説得しなければならん場合もあるので、なるべく早く連動し

てやられるような見通しが、少なからず早い時期に出てくるような状況で進めてもら

いたいということを要望しておきたいと思います。 

○谷村委員 

 今の計画につきまして、幸いにして４県が足並みをそろったような形の中でやって

もらいたいという話が出ており、ペーパーも出ています。私どもも、特にハタハタに

ついては秋田県人は神がかり的な信仰があるものでございますから、非常にこれは大

事な資源なんだと、そしてまた資源を確保しなきゃいけない、再生させなきゃいけな

いということで、十分皆様御承知のような形をとりながら、今、少ないけれども上向

きの傾向を見ることができたという形であるわけでございます。 

 ただ、一つハタハタだけではなく、他の魚種でございますけれども、私ども漁業者

といろいろな面で資源管理の話をするわけでございますが、こういうようなハタハタ

の経緯を踏まえて、みんなが苦労して資源管理をすれば魚は増えるんだという意識が

定着しておるんじゃないかと、これが非常に大事なものであって、これから資源管理

をし、それからまたでき得れば漁獲努力量を削減するようなところまでのレベルアッ

プを図るためには、多少無理でもこういった計画についてはさせなきゃいけないだろ

うなと、しなければいけないだろうと思っているわけでございます。 

 そこで、実はここに来る前日の９日でございますけれども、この問題について漁業

者代表とも話をしてまいりました。その際いろいろ話は出ましたが、ハタハタ、マガ

レイについてはやっていきたい。ただ、今までもハタハタについては隣県の協力を得

ながら隣県協議会をつくって進めてまいりましたけれども、回遊魚でもありますし、

それから確かに魚につきましては魚の県民の文化史があるわけでございますから、一

様には言えないと思いますが、やはり文化史、生活史を踏まえながらの資源管理に、

お互い目いっぱいの協力をするような形をとってもらいたい。 

 そのためには単県では無理な話であって、きのうサワラのお話もありましたけれど

も、やはり広域性をもったところの資源管理にしていただいて、それを水産庁がリー

ダーシップをとって計画をつくりながら、予算案を進めていきたい。 

 今、齋藤さんの方からもお話がありましたが、予算措置もしていただきたいという

話もありましたし、それから予算につきまして、今の段階もそうなんですが、全然細

かいところまではたたき合いをしておらないという現状にあるんで、これはやむを得

ないと思います。 

 ただ、漁業者と話をした段階で、かなり細かいところまで気にしながら質問するわ

けです。例えば、減船した場合はどういうふうな形で、こういうふうな減船に、例え

ばかなり高齢化している水産でございますから、おらもそろそろやめたいなというと

ころに渡りに船じゃないかという減船方法も方法だろうと。それから古い網を持って
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いるけれども、こういったものもいい機会だから離しちゃおうかというところまで出

かねない場面もあり得るわけでございますから、その点のけじめと方向性はきちっと、

できるだけ早目に出していただきたい。 

 そうでなければ、今の予算の県要求なり市町村要求があるわけでございますが、国

の予算も今これから始まって、恐らくまだ財務とのたたき合いもしておらないと思い

ますけれども、国の方向が出ない限りは、地方自治体の方も非常に遅れるという形は

当然でありますので、その辺はよく担当者会議等で詰めて教えていただきたいと考え

ているわけでございます。 

 それから前にもちょっとお話ししたんですが、補助方式の問題がいろいろ出るんで

すが、３分の１方式についていうと、やはり漁業者負担が実質的に少し多くなるんじ

ゃないかといったことが議論されておりますし、この辺は実質的な計画の牽引を図る

ような措置も必要だと思うので、これはぜひ考えてもらいたいなという意見がかなり

強く出ておりました。 

 こういうことで、私どもは今やるべきことはやらなきゃいけないし、今まで流した

血と汗はそれなりにまた消化して、新しいものに蘇生させたいと考えておりますので、

隣県の皆様方の御協力もお願いしたいし、特に水産庁でそういった統一的な物の考え

方をきちっとした枠をつくっていただいて、地方をリードしてもらいたいと考えてい

る次第でございます。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

○西崎委員 

 ただいま隣の秋田県の方からもお話がありましたように、資源回復計画検討素案の

中で、青森県から富山県まで共通の認識で取り組んでほしいという強い要望でありま

した。 

 青森県だけが先ほど事務局の方からはっきりした返事をまだもらっていないという

ことで、確かにそのとおりであります。 

 実はこのマガレイ資源回復計画について、９月３日に佐藤室長さん、そして笠原係

長さんに出席をしていただいて、この日本海地区漁業者協議会を開催し、検討いたし

たところであります。 

 その結果、本県日本海側では、既に私ども青森県として単独にヒラメ、マコガレイ、

ムシガレイの資源管理を実施をいたしておるわけであります。各種漁業種類において、

厳しい規制措置を実施しておるところであります。 

 このため支援措置があるというものの、これ以上どのような管理手法ができるのか

見通しがつかないわけでありますし、さらにまた、漁家経営を圧迫していくのではな

いかなという大勢の意見であったわけであります。 

 当然のことながら、私たちは資源回復計画の必要性は十分認識いたしております。
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青森県として、マガレイについては資料２－５に棒グラフであらわしておりますよう

に、非常に漁獲量が低いわけです。この低いというのは、もちろんマガレイ専獲の漁

法は全くないわけであります。日本海側には沖底が今５隻操業しておりますけれども、

他県のように小型底びき船は１隻もありません。したがって、例えばヤリイカを主に

した底建網とか、あるいはヒラメを主にした漁業での混獲ということで、このマガレ

イが若干漁獲されているわけであります。 

 ヒラメについても、私ども青森県は 35cm 未満の魚体は漁獲しないように、定置網に、

あるいは底建網に入っていても再放流をしておる状況であります。 

 そういうことで、ヒラメの 35cm 以下とすれば、恐らくこのマガレイはまだ小さいん

じゃないかなと思われます。もともと刺し網についても三枚網を使っておりましたけ

れども、これも資源を枯渇させる漁法じゃないかなということで、一枚網に全部統一

をしております。そのようにしてやっておるわけであります。 

 しかしながらマガレイ資源回復計画については、参加するかどうかということを含

めて、今しばらく時間をいただきたいなと、委員さんの御理解をいただきたいと思っ

ております。 

 よろしくお願いいたします。 

○風無委員 

 北海道では、８月 26 日に連合海区漁業調整委員会の専門部会をやりまして、沿岸沖

合の代表、それから学識経験者が集まって協議をいたしました。 

 資料３にあるとおり、対象候補魚種をこのように上げたわけでございますけども、

最終的には対象魚種の絞り込みにはなりませんでした。15 種というそのままでござい

ます。 

 資源回復の必要性を否定したり、それからまた予算措置に遅くれてもよいというわ

けではございませんけども、魚種の決定については時間をかけ、慎重にやりたいとい

うことでございます。 

 例えばスケトウダラなどにつきましても、既にこれはＴＡＣで管理されております

し、それからまた沖合漁業は夏場３カ月休漁しております。それからまた、底びき船

の減船も進捗しております。 

 また学識経験者といいますか、研究者の方からもスケトウダラについては漁獲努力

との関連もありますけども、むしろ卓越年級群の発生とそれの生き残りにかかってい

る部分もあるので、慎重にやらなければならないという意見がございました。 

 そのようなことでございまして、ちょっと細かいことなんですが、きょう提示され

ました資料２－２の※１の２行目、「北海道単独の資源回復計画対象魚種 15 種」とな

っておりますけども、「対象候補魚種」ということで御理解願いたいと思います。 

 それから２－３のスケトウダラにつきましても、スケトウダラの欄の２行目につい

ては「対象魚種として」ということになってますけども、「対象候補魚種」とつけ加え
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て御理解願いたいと思います。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。そのほか御意見ございませんでしょうか。 

○冨田委員 

 青森の沖底の漁業者なんですけれども、今、風無委員の前の西崎委員の発言のとお

りで、私も西崎委員と同様の海域で操業いたしております。 

 本県のヒラメの資源管理が平成２年から始まりまして、底びきは９月及び６月の全

面禁漁となっております。９月はヒラメが全面禁漁であるために、マガレイに対する

依存度が非常に我々大きいわけなんです。また、沿岸に対しましても青森県の日本海

では非常にポピュラーな魚であるということで、マガレイについて資源管理を今まで

してないというのは、そういう面も県の方で考慮してくれたと思っております。 

 また、今年の１月からマコガレイ、２～３年前からはムシガレイの体長制限と、非

常に青森県の日本海ではカレイ類の資源管理が進んでおります。 

 また、底びきの減船に伴いまして、底びきそのものとして 10cm 未満のカレイの採捕

が 10％ぐらいあった場合は、漁場移動とか自主操業規制とか、水産庁の方ともさまざ

まな減船に伴った時点で協定を結んでいる経緯もあります。これ以上カレイに対する

依存を低くするようなことをこの中で決めていただくということについては、非常に

懸念しておる次第なんですけども。 

 またうちの方の海域、青森、秋田、一部入会している海域もあるんですよ。そこの

海域の入会協議会の中で、秋田の入会船とも総会でも話し合ったんですけども、現状

ではなじまないんじゃないかという発言が大勢を占めておりました。 

 さまざま、まだまだ言いたいことはあるんですけれども、概略はうちの西崎委員の

方から出たということで、青森県の沖底としてはぜひ再考も踏まえて、何とかお願い

いたしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。そのほかございませんか。 

○中村委員 

 北海道のハタハタの場合はローカル種だということで、昨年からはっきりこれを別

個にしたらいいんじゃないかという中で検討されて、この間も業者、また底びきもあ

わせて協議して、その協議がまだまとまっておりません。 

 ただ、以前はうちの方は主体として小型の小定置で獲っていましたが、今現在は主

として沿岸側では刺し網で獲っております。目合いの規制についても、自分のところ、

浜益が一番最初ですが、それに取り組んでから 14～15 年になります。その中で大体７

～８年ぐらい前から、ほとんど網目がそろった状態であります。 

 なぜかといいますと、この前にもちょっとお話ししたかと思うんですけども、その
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ときは今の制度に対するお話でなかったので改めてお話ししますが、昔から刺し網と

小定置で獲っておりまして、目合いを大きくしたというきっかけは、当時樺太系のニ

シンが揚がったときに、その刺し網がナイロン網に変わって間もなくニシンが獲れな

くなって、その網を持っていた人が、２寸目の網を刺した。そのころは資源はたくさ

んあったんで、かなり年齢の高いハタハタもおったものだからそういう結果になった

と思うんですけども、かなりな量を、自分たちが見たことのないような物すごい大き

いサイズのハタハタが獲れたわけです。 

 そのときは恐らく市場へ出して売るというんじゃなくて、組合で集まったものを組

合独自が近隣の市町村にトラックで運んで注文を受けて売るという体制だったもので

すから、差が見えなかったんですけども、それを自分が思い出して、20 年ぐらい前に

１寸８分の目合いで操業しましたら、かかりはまるっきり少なかったんです、資源的

になくなりまして。でも、その中からかかったものを出しましたら、十何年前で１尾

当たり約 700 円というハタハタになったわけです。 

 その結果、小さいものをたくさん獲っておりました人方は、うちの 10 分の１の値段

もつかなかったです。それから急激に大きい目合いのもので獲るということが出まし

て、そのころからだんだん組合独自で売るという方法じゃなくて、札幌市場へ出すと

いうものに定着してきておりましたので、そういう関係から、うちのハタハタの刺し

網は目合いが大きくなったという経緯です。 

 今現在、１寸５分５厘というのが一番小さくて、１寸６分が主体です。そういう形

でやっております。お隣の厚田さんは、逆に昔から飯ずしを漬けて各方面に製品を販

売するという方法をとっておったもんですから、飯ずしではあまり大きいものが好ま

れないわけなので小さいものを獲った。その結果、うちのものと同じようなサイズを

獲ると値段が物すごく違うわけですね。 

 それで現在は大体うちに、全部ではないですけども、近寄っております。それで飯

ずしにするものは、自分たちの獲ったハタハタではなくて、同じ時期に釧路なり日高

なり噴火湾なりでほかの地域でも獲れますので、それを買って飯ずし用にする。自分

たちの獲ったものを逆に鮮魚で売る。そうすると自分たちの売ったもので、数量的に

かなりの者が商売になるという結果が出てきたわけです。 

 隣の厚田さんもほとんどここ４～５年の間にそういう変わり方をして、まだ全面的

には変わっていませんけども、変わりつつあるところであります。 

 ハタハタでもマガレイにしても、刺し網で獲ると魚を傷つけるという面はあるんで

すけども、目合いで規制できる。自分の獲りたい魚といいますか、資源が残っていく

ような体制で獲れるというところに、刺し網のメリットがあるんじゃないかと思って

います。 

 先ほども出ましたけども、資源管理協定ができたときには、うちはそれ以前にマガ

レイのサイズの網目もちゃんとそういうふうになっていました。それからヒラメも自
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主的にそういう小さいものは獲らないという体制で、その当時は 30cm 以下のものは獲

らないということで、資源管理協定になってから 35cm にはなりましたけども、そうい

う経過でありまして、漁民もハタハタを一つのきっかけとして、手間のかからないも

ので収益を上げると。 

 刺し網は外す手間がたくさんあって、陸へ来てからの作業が物すごくかかるわけな

んで、そういう手間がかなり省けるという中で、自分のことを言ってあれなんですけ

ども、うちの状態は非常にいい状態ではないかなと、北海道各方面を見ても、そう思

っているところであります。以上です。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。そのほか何かありますか。 

 それでは、この辺で少し要約をさせていただきます。 

 いろいろ御意見がございました。そこで、マガレイ、ハタハタを候補魚種にするか

どうかということで、当部会の結論を出さなければならないわけでございます。青森、

北海道から、まだ時間がかかるという現段階の考え方も示されたわけでございます。 

 ただ、資源回復計画を実施するに当たっては、関係県ができる範囲で協力をしてい

ただいてやっていく。県といいますか沿岸と沖合も含めてですが、やっていただく必

要があろうかと思うんです。 

 多分、県ごとにどういう削減措置をとれるかということについては差があると思い

ますけれども、自分たちのところでできる範囲での資源回復措置への協力が、ぜひ必

要ではないかと思うわけでございます。 

 ただ、漁業者の了承が得られないままやっていくというのは、実際問題として、今

度は実行する場合に十分機能を発揮し得ないという点もございますので、そこは余り

強行していくということも問題があろうかと思います。 

 県によっていつから参加するかとか、どの程度参加できるかということは、特に青

森の場合持ち帰っていただいて、また十分検討していただくといたしましても、北海

道もそうかもしれませんけれども、この部会の結論といたしましては、この２つの魚

種について対象魚種としてさらに詳細に今後削減措置等について詰めていくというこ

とで了承をいただきたいと思うんですけれども、それでよろしゅうございますでしょ

うか。 

○西崎委員 

 確かに、今、部会長さんおっしゃったとおりだと私も思っております。 

 先ほども言いましたように、主はマガレイではないけれども、でも混獲ということ

で多少なりとも漁獲されておることからして、例えば主になる漁期を外した規制がな

いのかということも含めて、近いうちにまた漁業者協議会を開催して、できるだけの

協力をしなければならない。協力というよりも、みずから資源回復計画に参加してい

かなければならないと思っております。 
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 以上です。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 それから水産庁に対する質問なんですけれども、もし漁業者協議会等で資源回復計

画に参加したくないという県といいますか、沖合も含めてですけれども、そういった

ことになった場合には、その後の取り扱いはどういうふうになりますか。 

○佐藤資源管理推進室長 

 今の段階では西崎委員に頑張ってくださいと、御期待申し上げますとしか言えませ

んし、冨田委員にもそう言わないでもうちょっと考えてくださいと。引き続き私も現

場に出て説明させていただきます。 

 ただ、これは仮定の話なんですが、みんなで一緒にやろうという理由は何かといい

ますと、誰かの努力が、何もしない人に黙って利益がいくというのがあれば、頑張る

漁業者が納得しない。漁業者間でおかしいということがないためにやるのが目的なわ

けです。 

 例えば何かの事情で私は参加しませんけど、規制の中身を見たら、実は参加すると

ころよりもはるかに資源管理が進んでいるというのであれば、これは文句の言いよう

がないわけです。逆に言いますと、うちの方は資源回復計画は要りません、なぜかと

いうと、そんなもの要らないほど徹底した資源管理をやっていたんだという理屈で入

らないと言われたときに、これは入らないのがけしからんという理屈はまたないわけ

で、むしろ遅れているところが問題なわけです。 

 そういう面からしますと、今回のマガレイの問題も、仮にそうなったとしても、青

森県さんがどういう厳しい措置を具体的にどういう形で講じているのか。それが今後

検討する、ほかの県とのバランスから見て進んでいるのか、遅れているのかを考慮し

ていかなければなりません。 

 あと、ウエートが少ないながらでも、混獲といっても 70 トン代から青森県さんの漁

獲は 40 トンぐらいにまで落ちてますから、この辺の事態を考えると、やはり最終的に

は青森県の漁業者もやらければいけないと思うのが基本だと思います。 

 それが仮に参加できないということになったとしても、資源回復の取組に対してマ

イナスにならないというものは、最低限担保しておかなければいけないということに

なろうと思いますので、いずれにしてもいかなる結果が出ようとも、再度この場所で

具体化を進めるときに、その問題も含めてもう一度関係県でどういう組み立てをやっ

ていくかという段階で、より具体的に議論をして、計画に入る、入らないということ

じゃなく、中身がどうなのかというところで議論を進めていくべきではないかと思い

ますので、そういうことで当面頑張っていきます。 

○石川部会長 

 それから北海道の問題について、ちょっと説明してもらえますか。 
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○佐藤資源管理推進室長 

 北海道の委員さんも来られていますけれども、魚種の議論していく中で北海道と青

森県以南の本州と共通魚種があれば一緒に参加してもらいます。先ほど言ったように

資源が膨らんでくれば、お互いに共有になるという場合があれば入ってきます。 

 ただ、今まで議論してなかったのは、今検討している中では、ほぼ北海道の地先に

完結する資源で整理ができるということですので、北海道としては何もないというこ

とではありません。この後、その辺の説明をさせていただきます。 

○中村委員 

 マガレイの関係でおっしゃいますと、ほとんど檜山地区あたりではさっきの富山県

さんのお話のように、まるっきり漁業になるような資源ではないように聞かされてい

るんです。そういう関係がありまして、ほとんど積丹半島周辺から北側がマガレイの

獲れる場所になっているという現実の問題がありますので、今後、今申されましたよ

うに、それが連結して何かのはずみでそうなっているんだということで、その連結性

が出てまいりますれば、拒むんじゃなくて率先してそれに参加することに努力を惜し

みませんので、御理解を願いたいと思います。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、水産庁から候補魚種として説明のあったマガレイ、ハタハタにつきまし

ては、北海道を除いて青森から富山までの各県において、資源回復の対象魚種にする

と。 

 それから青森についても、今後これに参加できるような努力を引き続きやっていた

だくということで、この部会といたしましてはこの２魚種、つまりマガレイ、ハタハ

タを資源回復計画の対象魚種とすることについて、部会としての了承ということで、

皆さんよろしいですか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○石川部会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、資源回復計画の対象魚種としてマガレイ、ハタハタということで、引き

続き努力していただく部分は努力していただくとして、漁獲努力量の削減措置の検討

に、次の段階として着手していただくということで、当部会ではこの２魚種を了承す

ることにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議題３ そ の 他 

 

○石川部会長 

 それでは次に進ませていただきまして、議事３「その他」でございますが、先ほど
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から話題に上がっておりました北海道の問題につきまして、事務局から説明を承りた

いと思います。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、説明させていただきます。 

 北海道につきましては、広域漁業調整委員会の場に北海道の委員さんも御出席され

て、日本海のブロックとして北海道さんも参画されているわけでございますけれども、

実際の資源というものを見ますと、かなり北海道だけで収斂されるものが多いという

ところもありまして、北海道は北海道の中でまず物事を考えていってもらいたいとい

うこちら側の意向もありまして、北海道連合海区漁業調整委員会などを使って、北海

道の資源回復計画をつくってもらえないかという話をしていたところでございます。 

 そういう流れがあるわけでございますけれども、先ほど風無委員の方から若干説明

がありましたが、北海道で資源回復計画の対象候補魚種についてある程度決めました

ということで、北海道庁の担当者から水産庁の方に説明がありました。 

 北海道単独の魚種だと考えていただければいいんですけれども、ただ北海道で取り

組む場合というのは、都道府県単独の資源回復計画になります。その場合の取り扱い

として幾つか整理してみますと、１つは当然資源が各県にまたがるようなものであれ

ば広域魚種でありますので、広域漁業調整委員会で物事を決めていきます。国が資源

回復計画を作成することになりますけれども、もし対象資源が、単一の都道府県の海

域内にとどまるということであれば、都道府県が資源回復計画を作成することになり

ます。 

 もし、北海道なり各県独自で資源回復計画を作成する場合があった場合に、そのと

きにその魚種を獲る漁業種類に、大臣管理漁業が含まれる場合と含まれない場合が出

てくるかと思います。北海道で考えられている魚種は多分大臣管理漁業を含むものも

中に入っているかと思うんですけれども、その場合については、基本的には資源回復

計画を北海道でつくっていただきます。ただ、それに基づく法的な担保措置でありま

すＴＡＣ制度なりＴＡＥ制度につきましては、国の方の海洋生物資源の保存及び管理

に関する法律の基本計画の中に盛り込んで対応していきます。 

 都道府県で作成する資源回復計画の対象漁業に、もし大臣管理漁業が含まれない場

合につきましては、それは国の基本計画の対象とはしません。都道府県の方で指定海

洋生物資源として取り扱っていただければということで整理をしております。 

 先ほども佐藤室長の方から話がありましたけれども、北海道の候補魚種を説明させ

ていただきますが、北海道は基本的には北海道の地先で回遊がとどまるという位置づ

けで整理しておるわけでございますが、今後いろいろ状況がわかってきた段階で、日

本海北の青森から南の県ともどうも連動しているというものがあれば、今後は当然こ

の部会の中でも話していかなければいけないことも考えられますので、北海道の今の

状況を、一応この部会として押さえておく必要があるだろうということで、今日はわ

 - 30 -



ざわざ北海道の担当の方に、資料３について説明してもらうことをお願いしておりま

す。 

 資料３の詳しい部分については、北海道庁の担当者の方にこれ以降説明を行ってい

ただきたいと思っております。 

 以上です。 

○石川部会長 

 それでは、道庁の資源管理課の松永さんがお見えになっているということでござい

ます。資料に基づきまして御説明をいただきたいんですが、大分時間も過ぎましたの

で、できるだけ手短にお願いをいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

○松永北海道水産林務部資源管理課資源計画係長 

 北海道庁の資源管理課の松永といいます。資料３について説明させていただきます。 

 北海道では資源管理の重要性が高まっていることや、回復計画の制度が新たに創設

されたということから、平成 13 年からいろいろと資源管理体制の見直しをやっており

まして、その中で地域性の魚種に対する資源回復計画を検討するために、北海道連合

海区漁業調整委員会に、各海区を代表する沖合漁業者５名、沿岸漁業者の代表５名、

学識経験者３名の計 13 名からなる専門部会を設置しております。 

 その連合海区の専門部会は、今年の８月 26 日に開催しております。先ほど風無委員

さんから説明ありました。その専門部会で資源評価による資源の悪化状況や、事前に

各漁協なり機船組合の方に出したアンケート調査の結果、資源回復のための人為的な

関与の見通しなどを総合的に勘案して、北海道が一応検討候補魚種案を連合海区の専

門部会に提示して御審議していただきました。 

 今日配っております資料３にあります、15 海域 15 魚種を北海道における地域性魚

種の資源回復検討候補魚種として了承をいただいております。 

 資料３の右下の方に各魚種（系群別）、それと関係する地域別と、横の方に沖底と書

いてありますけれども、大臣管理が関係する魚種を●で書いております。この 15 海域

15 魚種を候補魚種としております。 

 この候補魚種の位置づけですけれども、この魚種を中心に連合海区の専門部会、ま

たは各地に設置してあります沿岸漁業者や沖合漁業者の代表で構成する漁業者協議会

などで、道として資源管理に向けた提案をしていくという位置づけであります。 

 今後、漁業者協議会の協議によっては、ここに提示している 15 海域 15 魚種以外の

魚種についても新たに検討される可能性もありますし、またここに提示している魚種

についても、協議結果によっては回復計画を作成せずに、別の方法で資源管理に取り

組んでいくという場合もあります。ですから、この資料３にありますこの魚種につい

ては、すべて回復計画を作成するんだという位置づけではございません。 

 それと今後のスケジュールですけれども、今回この専門部会で了承を受けた魚種を

中心に９月以降、実際には来週からなんですが、いろいろと漁業者協議会を開催して
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いく予定でおります。 

 その中で、この魚種を中心に関係漁業者と話し合いをしていって、資源管理の方策

や回復計画について検討をしていく考えでおります。 

 回復計画について関係者の合意が得られたものについては、平成 16 年度までに回復

計画をつくっていこうと考えておりますし、合意が得られなくても資源状況が悪いも

のですから、違う方法で関係者でどうやって資源管理をしていくかという話し合いは

続けていこうと考えております。 

 以上でございます。 

○石川部会長 

 松永さん、どうもありがとうございました。 

 北海道としては、15 の魚種をこれから検討していくんだという御説明がございまし

た。これにつきましては北海道単独の計画でございますので、原則としましては広域

漁業調整委員会で検討を要する必要はないものだと思います。 

 しかしながら今後の検討状況いかんによっては、広域漁業調整委員会としても検討

に加わるといいますか、この委員会でも検討しなけでばいけない場合も生じてこよう

かと思います。 

 したがいまして、今後道の方でつくられる計画の作成状況についても、道庁の方か

ら水産庁へよく話をしていただきまして、随時この委員会でもそれを事務局から報告

していただくということをぜひお願いをしておきたいと思います。 

 以上で資源回復計画についての審議を終了させていただきたいと思いますが、その

ほかに何か、この際御発言がございましたらお願いいたします。 

○當摩委員 

 新潟県ですけども、私も立場上いつも漁業者と話し合ったりしているんですが、資

源回復というものは漁業者が自主的にやるべき問題であるんですね。 

 新潟県としては、沿岸の漁業と話し合ってシロギスとメバルを自主的に資源管理を

やろうじゃないかということを６月の漁業者協議会で承認してもらっております。 

 このようにして各県の条件は違ったとしても、広域的なもの、海区的なものは管理

をやるべきであって、自分の県は県として、余り横に移動のしない魚にあっては、県

として自主的な資源管理をやるべきだろうと考えております。 

 今後この部会でやりますが、一応広域的な資源回復となる回遊性の魚種ですね。ま

だまだ資源回復をすべきじゃないかと、これは沿岸も沖合も一緒になって今後、検討

すべき問題じゃないかと思っておりますので、そのようなことで、私らも漁業者が自

主的にやることを考えていこうと、１つ１つ毎年ふやしていかなければ、もう資源の

減少が大変厳しいものになりますので、いろんなことでこれからも新潟県海区の委員

さんにはいろいろと協議の場をつくっていただきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

 - 32 -



○石川部会長 

 どうも、適切な御意見をいただきましてありがとうございます。 

 まだ議論をしたいんですけれども、午後からも次の会合の計画がございます。この

辺で終わらせていただきたいと思いますが、最後に次回の部会の開催日程等について

御説明をいただきたいと思います。 

○阿部管理課課長補佐 

 次回の会議の日程でございますが、昨年の例で申し上げますと、10 月に１回目を開

催して２月に２回目を開催したということでありますので、今回も前年のパターンか

らいきますと、また２月とか３月ぐらいになるかと思います。 

 今ほど話が各委員から出てましたけれども、今後のマガレイなりハタハタの漁獲努

力量の削減の内容の審議の状況を見ながら、適切な時期に開催することで、部会長に

状況を報告しながら日程は決めていきたいと思っております。一応、２～３月とは考

えています。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 次回の日程についてはこれから決めるということでございますが、大体２～３月ご

ろを予定されているという御発言でございます。 

 時期の調整につきましては、私の方と事務局と調整を図らせていただいて、日程に

つきましては、委員の皆さん方の御意見も聞きながら決定することにさせていただき

たいと思います。 

 本日の委員会はこれで終わらせていただきますが、大変活発な御意見、御質問等が

出ました。大変有意義な会合だったと思います。 

 なお、議事録署名人に先ほど指名させていただきました齋藤委員と畔田委員におか

れましては、後日事務局から議事録が送付されますので、署名の方をよろしくお願い

申し上げます。 

 それではこれをもちまして部会を終わらせていただきます。どうもありがとうござ

いました。御苦労さまでした。 

 

                閉          会 
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