
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海・九州西広域漁業調整委員会 

第６回日本海北部会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年３月１７日 

水産庁資源管理部管理課 



１ 開催日時 

平成１６年３月１７日（水）９：５５～１１：２１ 

 

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、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、宮本光矩、畔田正格、石川賢廣、三木奈都子 

（水産庁） 

 竹谷廣之 資源管理部長 

 髙柳充宏 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 

 川本登  資源管理部管理課総括課長補佐 

 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指定漁業第２班課長補佐 

 宮崎潤太 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班資源管理調査係長 

 堀勝美  北海道漁業調整事務所漁業監督指導官 

 松本孝幸 北海道漁業調整事務所資源管理係 

 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 

 栗田雅弘 境港漁業調整事務所長 

 渡邉崇也 境港漁業調整事務所資源管理係 

 森田正博 九州漁業調整事務所次長 

 吉永政信 九州漁業調整事務所資源管理計画官 

 

４ 議 題 

 （１） 平成１６年度資源回復計画関係予算について 

 （２） 資源回復計画の進捗状況について 

    ① 日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画について 

    ② 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について 

    ③ 次期候補魚種について 
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 （３） 資源回復計画に係る支援について 

 （４） その他 

 

５ 議事内容 

             開   会 

 

○ 渡部資源管理計画官  

おはようございます。ただいまから日本海・九州西広域漁業調整委員会第６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、過半数を超える 14 名の委員の御出席を賜っており

ますので、部会事務規程第５条の規定に基づき本委員会は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、議事進行をお願いいたします。 

○ 石川部会長  

皆さん、おはようございます。年度末の大変慌ただしい中、遠方からお集まりいた

だきまして、また、関係者の皆様方も御出席を賜っております。誠にありがとうござ

います。それから、きょうは水産庁から竹谷資源管理部長さんと高柳管理課長さんも

お見えでございます。それから佐藤資源管理推進室長も御出席でございます。よろし

くお願いします。 

 昨年 11 月 15 日、第５回の北部会が開催されまして「日本海北部マガレイ、ハタハ

タ資源回復計画見直し（案）」、それから「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画検

討素案」を承認したところでございます。「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計

画」につきましては、秋田県におきます漁獲努力量削減措置などの追加等を内容とし

た見直しを、去る 11 月 18 日に行ったところでございます。また、日韓暫定水域を除

く大臣許可漁業水域におきます「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画」の作成に

つきましては、漁業者協議会や関係各府県の行政・研究担当者会議が精力的に行われ

たと聞いております。 

 本日の部会で委員の皆さん方に御審議いただく事項といたしましては、一つは「日

本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画」の進捗状況や支援について、もう一点が

「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画」の検討状況と今後の進め方等となってお

ります。 

 本日、水産庁から竹谷資源管理部長さんがお見えでございますので、一言ごあいさ

つをお願いいたします。 

○ 竹谷資源管理部長  

ただいま御紹介にあずかりました、水産庁の資源管理部長に１月に任命されました

竹谷でございます。よろしくお願いいたします。きょうは大変お忙しい中お集まりい
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ただきましてありがとうございます。一言ごあいさつをさせていただければと存じま

す。 

 平成 13 年に水産基本法がスタートいたしまして、また、翌年に水産基本計画がスタ

ートいたしました。その中で一番重要な政策として日本の周辺水域における水産資源

をいかに適切に保存なり管理していくかということが課題であるわけでございます。

それを具体的に担っていくものとして広域漁業調整委員会の設置、あるいはそれを具

体的に進める大きな手段として資源回復計画制度がスタートしたわけでございます。 

 おかげさまをもちまして、２年半たったところで日本海北部のマガレイとハタハタ

の資源回復計画を初めとして六つの計画、12 の魚種が具体的に進められてきて、それ

ぞれ成果を上げつつあるということでございます。また、それに続く第２弾として四

つの計画、10 の魚種についても検討が着々と進んでいるという状況でございます。 

 他方、検討を進める中におきまして、あるいは推進する中におきましていろいろな

課題も見えてきているところでございます。一つの大きなうねりといたしまして地方

分権、国と地方との役割分担といったことを国政全体の中で明確化していこうという

動きがある中で、都道府県がこの問題にどう関与していただけるのかということが大

きな課題になってきておりまして、負担関係といったものがほかの部会等におきまし

て大きな問題になっているといったこともございます。 

 また、せっかく資源回復してまいりましても従来と比べ需要が落ち込んでしまって

いるというケースも見られますので、供給に見合った販路の確保をいかに図っていく

かが課題だといった御指摘を受けているところでございます。 

 そうしたいろいろな課題もございますけれども、16 年までが第１ステップというこ

とで、候補魚種として挙がっている 55 種につきまして着手するかしないか目鼻をつけ

る、17 年度以降、第２ステージに入っていくという状況にございます。そういう意味

で非常に重要な時期を迎えているわけでございます。 

 そういった中で、こちらの部会におかれましては最も先進的に取り組んでいただい

ていると承知しているわけでございます。私どもといたしましても、17 年度以降の第

２ステージに向け、先ほど申し上げましたようないろいろな課題が出てきております

ので、状況を踏まえ、より一層資源回復計画が円滑に進むにはどういった政策を打っ

ていったらいいのか、内部で検討を始めているといった状況でございます。この広域

漁業調整委員会、皆様方の活発な御議論をいただいておりますので、私どもの今後の

検討に当たりましても参考になる面が多々ございます。また、山場の 16 年度を迎えま

すので、委員の皆様方を初め関係者の方々の一層の御助力、御支援をお願いしたいと

思っている次第でございます。本日も活発な御議論を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。 

 それでは、議事に入ります前に資料確認をお願いいたします。 
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○ 渡部資源管理計画官  

本日は三つの議題を御審議いただくことになっております。資料の確認をさせてい

ただきます。 

 初めに議事次第。席次表。出席者名簿。部会の委員名簿。次に資料として資料１、

次に資料２になりますが、２－１として開催実績。２－２としてマガレイ、ハタハタ

資源回復計画に基づく削減措置等の実施状況等について。２－３として新旧対照表。

２－４として日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の作成に係る検討状況及び今後

のスケジュールについて。２－５として対象魚種候補の検討状況。資料３として資源

回復計画に基づく漁業者支援関連予算の執行状況という資料を用意させていただいて

おります。不足があれば事務局に言っていただければ手配いたします。 

 

             議事録署名人の選任 

 

○ 石川部会長  

それでは次に進ませていただきますが、次は議事録署名人の選任でございます。部

会の事務規程第１条によりますと、本委員会の議事録署名人を二人以上指名すること

になっております。規定によりますと部会長が指名することになっておりますので、

大変僣越ではございますが私から指名させていただきたいと思います。 

 恒例により名簿順に担当していただくことにしたいと思います。今回は海区漁業調

整委員会の互選委員から北海道の中村委員、大臣選任委員から畦田委員のお二人にお

願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

       議題１ 平成１６年度資源回復計画関係予算について 

 

○ 石川部会長  

それでは早速議事に入らせていただきます。 

 議題の第１は平成 16 年度の資源回復計画関係予算についてでございます。これにつ

きましては、昨年の 10 月に開催されました本委員会で水産庁の要求内容の説明を受け

たところでございますが、その後、財務省との折衝の結果がどうなったか等につきま

して、事務局よりできるだけ簡単に御説明をお願いしたいと思います。 

 それではよろしくお願いします。 

○ 阿部管理課課長補佐  

水産庁管理課の阿部と申します。資料１の説明をさせていただきます。 

 資料１は資源回復に関連する予算として、１枚目に総括表、関係する資料をまとめ

た表、２枚目以降が各事業の内容を簡単に書いてある概要版、我々はＰＲ版と呼んで

いますが、それをつけております。 
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 資料１の１枚目をもって説明します。上からいきますと、資源調査の充実というこ

とで、我が国周辺の水産資源の資源評価のための水産総合研究所がやっております調

査の内容について載っております。我が国周辺水域等の資源調査ということで、16 年

度 20 億円、対前年 112 ％となっております。 

 １枚めくってください。この内容で増額した部分について簡単に説明いたしますと、

資源評価調査について、ＴＡＣ魚種、資源回復計画対象魚種等を対象とした調査を充

実することになっています。資源回復計画対象魚種について調査を行う中で、資源回

復計画で行う削減措置に係る効果の把握にも当たることとなっております。 

 また、(2) でございますが、資源動向要因分析調査として、資源の中には海洋環境

の変化、大きな流れによって資源変動があるというメカニズムがわかってきておりま

すので、そういうものの分析を新規にやりますということです。 

  また、(4) でございますが、漁海況長期予報・広報指導費ということで、資源評価

結果の公表とか資源管理措置への指導を行うことになっております。 

 １枚目に戻ってください。そのほかに増額されているものといたしましては、資源

回復計画の普及・促進等の○の三つ目、資源回復計画に基づく漁獲努力量の削減に対

する支援措置というところで、減船・休漁ということで、資源回復等推進支援事業と

いう事業名で１9億 9,600 万、約 20 億の予算を計上しております。 

 これについては 15 年度予算がゼロとなっておりますので新規という扱いになるん

ですが、実態といたしましては、平成 15 年度まで資源回復計画に基づく休漁に対する

支援の事業として資源回復計画推進支援事業というのがありました。これは国と都道

府県と漁業者が休漁とか漁具の改良をするのをそれぞれ３分の１ずつ負担し合って支

援するという事業だったんですが、その事業と資源回復計画に基づいて減船する場合

に補助するという事業の２本立てだったんですが、それを１本に合わせた内容になっ

ておりまして、事業の中身自身は全く 15 年度までと変わっておりません。 

 詳しい内容は４ページ目に資源回復等推進支援事業ということで載っております。

事業内容の(1) 再編整備事業というのが減船に当たるものでございまして、その①の

資源回復型というのが資源回復計画に基づいて行うものです。また(2) の推進支援事

業が休漁とか漁具の改良とかを支援していたものです。見ていただくと、補助率のと

ころも今までと同様となっております。 

 この事業を一本化したことにつきましては、今までは２本立てだったので、休漁の

方が予算の枠がいっぱいになるとそれ以上使いたくても使えない。減船の方も減船の

事業費を使い切ると使えない。片方が余っていて、それを流用したいと思っても今ま

では使えなかったのが、一本化すると、流用という形じゃなくて、事業の中でどちら

かに傾斜配分して使うことができるということでございます。 

 また１ページに戻ってください。増額されている部分といたしましては、施設整備、

栽培漁業対策における資源回復のための重点化というものがあります。これは事業と
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しては三つありまして、漁業経営構造改善事業のうち資源回復計画推進支援施設整備

事業と、水産資源増強施設整備事業のうち資源回復支援施設整備事業と、水産資源増

殖ブランド・ニッポン推進対策事業のうち資源回復計画促進型というのがあります。

これも先ほどの推進支援事業と同じく 15 年度がゼロで、新規という扱いになるんです

が、三つある事業のうち一番上の事業が、いわゆる沿構事業ですね。漁協等の施設の

整備にかかる補助金です。これに対して、今までのメニューの中で特に資源回復計画

を実施するところに対して重点化を図ったという内容になっております。 

 真ん中の事業は県営栽培センターの施設整備に対する補助です。これにつきまして

も今までもできていたわけですが、資源回復計画に基づく対象魚種を種苗生産する施

設に重点化するという内容になっています。３番目の事業は栽培事業で、県で行って

いる技術開発とか種苗放流事業に係る事業につきましても資源回復計画対象魚種につ

いては重点化して別予算として組んでいるということでございます。 

 これに係ります各事業の説明につきましては６ページ以降についておりますので、

後で見ていただければと思います。 

 資料１の 16 年度予算についての説明は以上でございます。 

○ 石川部会長  

ありがとうございました。 

 本件につきまして御意見、御質問がございましたら出していただきたいと思います。 

 御意見、御質問ございませんでしょうか。 

 それではよろしいですか、ありがとうございました。 

 

      議題２  資源回復計画の進捗状況について 

         ①日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画について 

 

○ 石川部会長  

それでは、続きまして議題の(2) に進みたいと思います。議題の(2) は資源回復計

画の進捗状況についてでございます。(2) の①は日本海北部マガレイ、ハタハタ資源

回復計画についてでございます。「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画」につ

きましては既に実施されているところでございます。また、「日本海沖合ベニズワイガ

ニ資源回復計画」につきましては、既に資源回復計画に着手することが了承され、具

体的な削減措置等が現在検討されている段階でございます。 

  「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画」につきましては、昨年の７月に計

画の公表を行い、11 月に秋田県などの削減措置の追加を行い計画を進めているところ

でございます。削減措置の実施に向けまして、県内各地区及び漁業種類ごとに漁業者

協議会が開催され、具体的な手法、例えば保護区をつくるといったようなことについ

て漁業者の方々がそれぞれの立場から削減措置の検討をされてきたと伺っております。
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そこで、前回の部会以降の漁業者協議会の開催状況につきまして、「日本海北部マガレ

イ、ハタハタ資源回復計画」の削減措置等に係る進捗状況、さらなる削減措置の具体

化に伴う回復計画の見直し内容について事務局から御説明をお願いいたします。 

○ 渡部資源管理計画官  

議題の(2) の①について御説明させていただきます。資料２－１、資料２－２、資

料２－３に基づき御説明します。 

 まず漁業者協議会等の開催実績についてでございます。資料２－１に載せておりま

す。昨年の部会以降に行われた漁業者協議会等をまとめております。まず３ページで

ございますが、水産庁が関連した会議につきましては行政・研究担当者会議を１回行

いました。また、ベニズワイガニ漁業に係るものを４回実施しております。行政・研

究担当者会議では漁業者会議等で話し合われた漁獲努力量削減に係る手法や調査等に

ついての検討を行いました。 

 次に、１ページからになりますが、各道県の漁業者協議会ですが、北海道につきま

しては北海道単独で資源回復計画を進めております。その中で候補魚種の選定等につ

きまして、日本海におけるハタハタやえびかご等が候補として検討を進めていただい

ております。 

 次に２ページ目でございますが、青森県から富山県までは各県において漁業種類ご

と、また地区ごとに漁業者会議等を開催していただいております。具体的な漁獲努力

量削減の方法と、それに伴う支援措置の説明や、ＴＡＥの管理の説明などを行ってき

ました。 

 15 年度中に開催されました漁業者会議等は、北海道から富山県まで全体で 124 回実

施しております。その中で漁業者の方々から積極的な削減措置の御意見をいただき、

各地区で合意が図られてきているところです。特に青森県では、２ページにあります

が、マダラの資源回復計画の検討を進めていただいております。また、山形県では保

護期間中にも漁協が積極的に参画をし回復計画を進めていく体制を構築するというこ

とで話し合いが行われております。以上が協議会等の開催実績になります。 

 続きまして資料２－２、日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画に基づく削減

措置等の実施状況についてでございます。資源回復のために講じる措置と実施期間の

項目に沿って説明をさせていただきます。 

 まずマガレイ、ハタハタ双方に対応した措置として、青森県の沖底の減船を昨年の

12 月に実施し、手続等が終了したところです。次に秋田県の小底の減船ですが、これ

も昨年の 12 月に行いました。この減船につきましては自主減船のため、支援の措置は

講じておりません。 

 次にマガレイに対応した措置でございます。マガレイに対応した措置につきまして

は 16 年度以降に実施することになっております。まず青森県は小型定置網における小

型魚（全長 15cm 未満) の放流を行うことになります。 

 - 7 -  



 秋田県につきましては沖底と小底が操業区域の２カ所について保護区域の設定を進

めております。刺し網につきましては各地区ごとに、秋田県では４カ所の地区があり

ますが、それぞれが１カ所ずつ保護区を設定するということで話を進めております。 

 山形県では、次の見直しともかかわるのでございますが、沖底と小底の保護区の設

定を決定し、期間についても６月１日から９日の間とすることにしております。また、

刺し網漁業につきましても保護区の設定を進めているところでございます。 

 次に新潟県でございますが、板びき網漁業の休漁を９月１日から 15 日の間実施する

ことを決定し、この期間に沖底や板びき網以外の小底、刺し網漁業などがそこで操業

しないように、保護区とすることで話を進めております。また、漁具改良につきまし

ても 16 年度より板びき網漁業について実施することになっております。 

 次にハタハタでございます。ハタハタにつきましては、山形県が漁具の改良を 15

年度に行いました。 

 (2) の資源の積極的培養措置でございます。ハタハタにつきまして秋田県や青森県

で種苗放流を実施しております。16 年度も実施をする予定であります。また、秋田県

では産卵場の拡大のため藻場造成整備事業を行っております。 

 (3) の漁場環境の保全措置であります。日韓・日中新協定対策事業に基づき、秋田

県が男鹿半島沖合で沖底船により 15 年度に実施しました。 

  なお、資源の動向等につきましては、秋ごろに資源の評価を行いますので、それを

待って次回の部会で報告できると考えております。以上が削減措置等の実施状況につ

いてでございます。 

  次に資料２－３、日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の新旧対照表として

見直しの案を御説明させていただきます。前回の部会におきましても、秋田県の漁獲

努力量の削減措置が漁業者協議会等で決定されましたので見直し案を御審議していた

だき、了承いただきましたので 11 月に公表したところでございますが、今部会におい

ても新たに決定された事項が出てきましたので御提案させていただきます。なお、該

当項目がないところについては今回は省略しております。 

 まず①のマガレイ、ハタハタ双方に対応した削減措置についてでございますが、山

形県が前回までは休漁または保護区の設定と、実施時期につきましては６月から９月

にかけてとしておりましたが、保護区の設定が６月１日から９日間と決定されました

ので、「保護区の設定」をマガレイに対応した措置の方に移させていただき、休漁につ

いては今後も引き続き検討されるということでここに載せております。なお、休漁に

ついては山形県では当初、春先等を検討しておりましたので、マガレイ、ハタハタ双

方に係る削減措置として置いております。 

 次にマガレイに対応した削減措置でございますが、青森県の刺し網漁業の開始年度

が 16 年度となっておりますが、これを「検討中」としております。これは青森県内に

おけるマガレイの漁獲が小型定置網が主体であり、削減目標についても 15 年度に行い
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ました沖底の減船と小型定置網の再放流等で削減目標を設定しておりますので、当初

は青森県内のすべての漁業種類が 16 年度より開始することにしておりましたが、沖底

の減船と定置網について実施するということで、刺し網漁業については 16 年度の実施

はなく、今後の検討ということで入れております。 

 次に③のハタハタに対応した削減措置でございますが、これは平成 15 年度、この２

月に山形県で漁具の改良を行いました。その中で具体的に網目の大きさが決まりまし

たので、菱目網等の網目の拡大の検討というところを、具体的な数字を入れて提示し

ているところでございます。 

 なお、この見直し案が御了承いただければ、回復計画の見直しを今年度中にも公表

したいと考えております。以上が見直し案についての説明でございます。(2) の①に

ついては以上でございます。 

○ 石川部会長  

ただいま関係県の漁業者協議会の開催状況、計画の進捗状況、それから資源回復計

画について新しく追加されたもの等について説明がございました。多少後退したよう

な感じもいたしますけれども、これにつきまして御質問、御意見がございましたら出

していただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、御質問もないようでございますので、当部会といたしましてマガレイ、

ハタハタの資源回復計画につきまして了承するということでよろしゅうございますで

しょうか、ありがとうございました。 

 それでは了承ということにいたしたいと思います。 

 

        ②日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について 

 

○ 石川部会長  

続きまして議題の(2) の②日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画についてでござ

います。 

  それでは、前回の部会以降の検討状況とか今後のスケジュール等について事務局か

ら御説明をお願いいたします。 

○ 阿部管理課課長補佐  

資料２－４に基づきまして説明させていただきます。 

 日本海のベニズワイガニ漁業については、海域で大臣許可の操業水域と知事許可の

操業水域と完全に分かれておりまして、今回の沖合ベニズワイガニというのは大臣許

可の水域、特に大和堆の東側の日韓暫定水域の外側の日本ＥＥＺ内を念頭に置いて資

源回復計画をつくってきているところでございます。前回の部会以降、資料２－１に

ありましたとおり、漁業者協議会を３回、行政・研究担当者会議を１回開催し、その
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結果につきまして報告させていただきます。 

 まず・．漁業者協議会での検討結果です。３回の漁業者協議会において大体の方向

性については、ほぼ漁業者の間の合意はできているということでございます。 

 1.検討状況です。以下の措置については、資源回復等推進支援事業等による国、関

係県からの支援措置が実施されるという前提のもとに我々は資源回復計画でこういう

削減措置を実施するつもりですということです。 

 (1) の資源回復計画に盛り込む削減措置の方向ということですが、・として休漁期間

の追加です。大臣許可のベニズワイガニ漁業は、7 、8 月が省令に基づいて禁漁期間

と設定されているんですが、それの前後 15 日ずつを資源回復計画での追加の休漁期間

と設定する。計 30 日、休漁期間を追加することになります。休漁期間中には漁船があ

いているので、その漁船を使って漁場環境保全活動を実施したいということでござい

ます。 

  また、・減船につきましては、必要に応じて適宜実施するということです。減船対象

漁船の操業漁場、漁場が畑化しているという話ですので、減船により空いた漁場につ

いては保護区とすることについても、具体的に減船が出てきたときには検討しますと

いうことでございました。 

  ・その他の削減措置ですが、ベニズワイガニの資源調査によって対象海域内におい

て主産卵場など資源管理のために保護すべき海域が確認された場合には、当該海域を

保護区として規制することについても今後検討していきたいということでございまし

た。さらに、小型ガニの保護を目的とした操業方法の見直しや漁具の改良についても、

今後、いい試験結果が出れば導入することについて検討していきたいということでご

ざいました。 

  (2) 資源の積極的培養措置でございますが、ベニズワイガニの資源調査で主産卵場

など資源管理のために保護すべき海域が確認された場合には保護区とする。なおかつ、

これは漁業者の意見ですが、雌が集まる産卵場に対して、自分たちの漁業は雄をとる

漁業だから、とった雄を当該海域へ再放流することについても検討していきたいとい

うことでございました。ただし、これにつきましては、行政・研究担当者会議等で県

の研究者とか水研の担当者と話したところでは、水深 1,500 とか 2,000 ｍ近くから上

げたものを移動させて再放流することにどれぐらいの効果があるのかについては疑問

があるということで、行政・研究担当者会議ではこれに対しては否定的な見解があり

ましたが、意味がないという結果がデータ的にあるわけではございませんので、調査

結果を待って、漁業者の意向もありますので、前向きに検討していくということでご

ざいます。 

 (3) 漁場環境の保全措置でございますが、日韓財団による残置漁具の回収活動とい

うのは今までも実施しているんですが、引き続き実施する。また、休漁期間において

漁場清掃、海底耕耘を実施するということでございます。これが資源回復計画で取り
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組みたいという漁業者協議会でまとまった内容です。 

 漁業者協議会で今後の進め方についても合意されております。１の措置の実施に当

たっては、資源回復等推進支援事業等による国、関係県からの助成が不可欠である。

また、削減措置の実施によって、ベニズワイガニは加工業者に回るということで、加

工業者等への影響も考慮する必要があるので、１の措置の内容はこれらの要件にかか

る動向を見極めて最終的に決定する。簡単に言うとすれば、加工業者との話もつき、

なおかつ国、県から確実に予算がつくことが確認されたらこの内容でおれたちはやり

たいと言っているということでございます。 

 また、兵庫県かにかご漁業者協議会、兵庫県においては大臣許可船１隻と知事許可

船９隻があって、たまたま兵庫県の沖合に大臣と知事の境界線がありまして、そこを

またいで大臣許可船と知事許可船が操業しているわけですけれども、兵庫県の漁業者

協議会では知事管理漁業者も本資源回復計画に参画する意向があるということでござ

いますので、今回の大臣許可漁業者の協議会においても、兵庫県の知事許可のかにか

ご漁業者とも連携して資源回復計画の作成を進めるということでまとまっております。 

 以上が漁業者協議会でまとまった内容でございまして、それを受けまして今後のス

ケジュールということで本部会に説明申し上げるものでございますが、１の漁業者協

議会での合意内容を踏まえて、資源回復計画の作成については、漁業者協議会での削

減措置等の最終決定を踏まえて水産庁としては作成することを考えております。とい

うことは、なお書き以降ですが、日本海・九州西広域漁業調整委員会日本海北、日本

海西の両部会への回復計画案の提出は、関係県における予算状況などを踏まえること

となる。漁業者がそれを踏まえて最終的な内容を固めたいと言っているので、という

ことからすると、次回もしくは次々回、ことしの秋に開催される部会か、来年の春ご

ろ開催される部会、県の予算とか国の予算の状況が確定した段階で、漁業者の最終決

定を待って提案させていただくということで考えております。以上です。 

○ 石川部会長  

ありがとうございました。 

 ただいまの説明によりますと、大臣許可漁業者の漁業者協議会におきまして資源回

復計画で取り組む削減措置が検討されたようでございまして、現在の７、８月の２カ

月の休漁に加え、その前後に 15 日ずつ、合計 30 日間休漁することが決まったという

ことでございます。ただし、最終的に削減措置をやるかどうかの決定につきましては、

国や県の予算の状況等を踏まえなければならないということのようでございます。さ

らに、兵庫県におきましては知事許可のベニズワイガニ漁業者も本計画に参画される

ことも検討されることが決まったようでございます。 

 また、漁業者協議会の検討状況を踏まえ、当部会への計画案の提出は、ことしの秋

に行う予定の次回の会合、あるいは年度末の３月ごろに開かれます会合で提案すると

いうことでございます。 
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 ただいまの事務局からの御説明に対しまして質問、御意見等がございましたらお願

いします。 

○ 齋藤委員  

山形の齋藤ですけれども、常日ごろお世話になっておりまして、厚く御礼を申し上

げたいと思います。 

 今、事務局から資源回復計画の進捗状況、あるいは今後の日本海沖合ベニズワイガ

ニの資源回復等々につきましていろいろ御説明がありました。その中で、正直に言っ

て山形県の資源回復計画は進んでいるなと思っているわけでありますが、これから資

源回復計画の実施に向けてどのような影響が出てくるのか、いろいろ不安な面もある

わけでありますけれども、実施をすると決まった以上はそれに向かって努力をするこ

とが大前提ではないのかなと思っているわけであります。その点は今後の課題等もあ

りますので、水産庁も御支援をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 同時に、この日本海沖合ベニズワイガニの資源回復計画の検討状況あるいは今後の

スケジュールの中で、これは勝手が違うので、それはどうなのかなということも考え

あわせながら要望として申し上げたいんですが、漁場環境の保全措置。日韓財団によ

る残置漁具の回収活動の実施、こういうものがあるわけでありますが、御案内のとお

り、山形県のタラ場、あるいはホッコクアカエビ等の好漁場が韓国のコンテナ船の沈

下によって汚染され、そこの漁場には全然行けないというような状況で、小底あるい

は沖底の連中が水揚げも大変ダウンしているし、困っている状況にある。そこを何と

か解消してもらいたい。その好漁場が子々孫々まで使えるような条件にしてほしいと

いうことで、全漁協連のお力もちょうだいしながら、各関係省庁、特に水産庁にお願

い申し上げているのが現実であるわけであります。 

 大なり小なり資源回復計画を実施をすることによって、沿岸の漁業者そのものも影

響が出てくるわけでありますけれども、問題は沖底あるいは小底、こういう魚種・漁

種の方々が大きな試練、努力目標といいましょうか、そういうことになるわけであり

ますから、一方でこういう状況もあるということを水産庁も御認識をしていただきま

して、何とか漁場環境の保全措置の中で支援策がないか。我々としましては、漁業者

全員がそうでありますけれども、コンテナを撤去してくださいとお願いをしているわ

けでありますから、今の状況と少し意味が違うかもしらんけれども、山形県が今置か

れている悩み等もありますので、これに対する御回答がいただければありがたい。支

援策も含めてお願いしたいと思います。 

○ 佐藤資源管理推進室長  

恐らくこれは漁場資源課が所管する話で、きょうは直接の関係者が来ていないので、

結論としてはそういう話があったことについては伝えますということですが、全国的

に、海岸に打ち上げられた座礁船などがいろいろ問題になって、その撤去云々という

ことについてはある程度改善の方向が出たんじゃないかと思います。齋藤委員が言わ
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れましたコンテナ船のコンテナというのは海底 100ｍとか 200ｍ 、底びき漁場にある

ということですね。我々がイメージしている資源回復計画、船がものすごく大きけれ

ば、どうぞ拾ってきてくださいと言うけど、全く別の事業として何か考えないといけ

ないのかなと思うんで、ここに来ている者が具体的対策について、こういう事業があ

りますとか、ないですとかいうことも言えないので、申しわけないんですが、これに

ついては関係課に伝えて、またお返事したいと思います。 

○ 齋藤委員  

私は、漁船そのものを使ってということであれば、今おっしゃるように無理だろう。

船型も小さいしね。しかしながら漁場環境の保全、対応、対策ということになってく

れば、全く方向性が違うのはわかりながら、何ともならなくて、せっぱ詰まっている

状況なのでお願いを申し上げているので、この気持ちだけはひとつ察してください。

よろしくお願いします。 

○ 石川部会長  

そのほか、ございませんでしょうか。 

 私から一つ聞きたいんですが、大臣許可のベニズワイの回復計画ですが、県の予算

措置がないと実現しないということになるんですか。私の感じとしては、どういう県

にどう分布しているのかわからないんですが、県においても１経営体とか２経営体の

ために県費を出すわけにいかんという問題があるのかなという感じがするんですね。

たくさんの船が所属している県については県費も組みやすいんでしょうけれども、県

によってばらつきがあって出せる県と出せない県があるといった場合は、一体どうい

うふうにされるんでしょうか。 

○ 佐藤資源管理推進室長  

大変難しい質問で、資源としても、ある程度一体性があると言いながら、実はマガ

レイ、ハタハタも県によってやり方が違ったり、少し遅れたりする。隣の県も一緒に

やるけど、ちょっと遅れているから絶対だめだということでなく、遅れてもみんなで

取り組みましょう。自分がやったことは自分に帰ってくるという形で、ある程度ので

こぼこがあったとしても何とか行けると思うんですが、ベニズワイはいろいろな県か

ら来て、鳥取県さんとか島根県さんが主要県でしょうけれども、新潟県さんからも来

ている。沖で全体としてセットで動いているというものから見ますと、何々県さんは

金が出なかったので休漁はなしです。これはまとまらない可能性が強いかもしれませ

ん。 

 では金がなければ何もしないのか。最初から全部そろわなければ何もやらないのか。

ことしは無理だけど来年はとか、こういうやり方があるとか、この予算を使おうとか、

いろいろな工夫をする中で見通しがあれば、水産庁としては来年までとにかく予算を

関係県にお願いします、いろいろ工夫をしますということしか今は言えませんが、そ

の段階になったときに、部会長が心配したようなことが起こらないこともないと思い
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ます。ただ、それは内容を見ながら、何とか進めていきたいという中で漁業者とよく

話をしていきたいと思います。 

○ 石川部会長  

ありがとうございました。 

 それでは県の皆さんがお見えになっていますので私からもお願いしておきたいと思

いますけれども、ぜひ県の予算を確保していただいて、各県、足並みがそろって資源

回復ができるように御尽力をお願いいたしておきます。 

 それでは、ベニズワイの資源回復計画、今後のスケジュールにつきまして承認とい

うことでよろしゅうございますでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは承認ということにいたしたいと思います。 

 

              ③次期候補魚種について 

 

○ 石川部会長  

次の議題(2) の③次期候補魚種についてお諮りいたします。 

  それでは事務局から御説明をお願いいたします。 

○ 渡部資源管理計画官  

資料２－５について御説明させていただきます。 

 これまでマガレイ、ハタハタを当部会で回復計画として進めておりますが、それ以

外に７魚種が次期候補魚種として検討が進められてきたところでございます。まずマ

ダラについてでございますが、先ほど協議会の開催状況でも御報告しましたように、

陸奥湾津軽海峡繁殖群については、青森県の関係地区漁業者協議会で資源回復計画と

して取り組むことが決定されております。今後、関係漁業を整理の上、特に北海道と

調整しながら協議を進めていきたいと考えております。 

 ズワイガニについてでございますが、新潟県では生産額が多い重要魚種であります。

候補魚種として適当であると漁業者協議会等でも考えられておりますので、今後、当

部会としても検討を進めていくことになっております。 

 スケトウダラにつきましては、資源が低位増加傾向にありますが、今まで減船等を

行っておりますので、漁業者協議会の中では今後とも状況を見守っていきたいという

声が出ております。 

 ヤナギムシガレイでございますが、マガレイとの同一漁業種類として漁獲されてい

る部分がありますので、マガレイ、ハタハタ資源回復計画の削減措置の実施による当

該資源に対する資源管理効果が期待されているところでございます。新潟県ではマガ

レイと同じようにヤナギムシもとられておりますので、ヤナギムシをマガレイ、ハタ

ハタ資源回復計画と関連づけたものとして今後検討を進めていくこととしております。 

 ホッコクアカエビにつきましては、資源に対する漁獲努力量は減少しておりますが、
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回復計画で取り組むという声は今のところ出ておりません。 

 ヒラメでございますが、資源管理が定着しておりますし、また、種苗放流も盛んで、

全県が取り組んでいるところでございます。これについても積極的に回復計画の候補

魚種とするという声は今のところ挙がっておりません。 

 マダイでございますが、これも種苗生産や放流も盛んで、複数県が取り組んできて

いるところでございます。資源回復計画と資源管理を同時に行っていくことで資源の

増大が期待されるということでありますので、今のところ回復計画の候補魚種として

取り組むということにはなっておりません。 

 次に今後の次期候補魚種に係る検討方向でございます。ベニズワイにつきましては、

先ほど今後のスケジュール等で御承認いただいたところでございます。 

 それ以外の候補魚種につきましては、16 年度が回復計画対象魚種決定の最終年度と

なりますので、今後、漁業者協議会等においてどのように取り組んでいくか検討して

いただいて、候補魚種をどうするか決定していくことを進めていきたいと思います。

次回の部会において候補魚種についての取り組みの方向性を整理したいと考えており

ます。 

 (3) その他としましては、上記の７魚種以外でも県単独で候補魚種がありましたら

回復計画の候補魚種として進めていくなど、幅広くいろいろな漁業種類について検討

していきたいと考えております。なお、16 年度取りまとめという期限がありますので、

各県におきましては今後とも漁業者協議会を開く中でそれぞれの魚種、また県単独の

魚種についても検討を進めていくということで次期候補魚種については考えておりま

す。 

○ 石川部会長   

事務局から、引き続き次回部会までに検討を進めて、その中で、次回部会までに各

漁業者協議会で魚種ごとの取り組みの方向について検討していく。次回部会において

検討結果を提示し、方向性を整理するという説明がございました。 

 ただいまの事務局からの説明に対して御意見、御質問等がありましたら出していた

だきたいと思います。 

○ 西崎委員  

ただいま候補魚種の説明があったわけでありますけれども、青森県として特に陸奥

湾の関係でありますけれども、青森県の陸奥湾で産卵し、陸奥湾周辺で漁獲されてい

るマダラは、10年あるいは20年前にはかなりの量があったわけでありますけれども、

近年は目を覆わんばかりの低迷が続いているわけであります。したがって関係漁業者

が数回協議を重ねて、今回候補魚種に挙げさせてもらったわけであります。 

 しかしながら、陸奥湾のマダラは恐らく北海道の恵山沖、あるいは噴火湾から道東

沖に回遊するものと聞いておりますし、また、私ども漁業者としてそのような推定を

しているわけであります。したがってこの資源回復を見るには北海道の方々と一体と

 - 15 -  



なって取り組んでいかなければ成果が上がらないのではないかなと考えておりますの

で、できれば北海道とも話し合いを重ねながら進めていただきたいものだと思ってお

ります。 

 もう一つは、睦奥湾というのは皆さん御承知のとおり、太平洋北部会に入るのか、

日本海北部会に入るのか、どっちで主に話し合いを進めたらいいのか、その点も含め

て水産庁のお考えを聞きたいと思います。 

○ 阿部管理課課長補佐  

西崎委員の御説明のとおり、陸奥湾産卵系群につきましては、今までの研究では北

海道の方の漁獲されている資源と一体性があるという話であります。ここら辺につき

ましては、この３月に漁業者の間で意見がまとまったということですので、早急に水

研とか水試の関係者と集まりまして、どこまでを参集範囲と考えたらいいのかも含め

まして、関係県の方に集まってもらって行政・研究担当者会議をやりたいと思ってい

ます。 

 あと、陸奥湾の扱いですけれども、広域漁業調整委員会毎の所掌海域を政令で定め

ているんですが、その線引き上は陸奥湾については、湾内については日本海委員会の

取り扱いということになっておりますので、産卵場所が日本海の部会の扱いで、採餌

して、成長してくる部分については太平洋の委員会の扱いということになり、両委員

会にまたがりますので、今後の進め方については合同で会議を開く必要も出てくるか

もしれませんので、事務局で取り扱い方法を検討していきます。 

○ 西崎委員  

次の委員会にはぜひのせていただきたいと思いますので、よろしく御配慮をお願い

いたします。 

○ 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。 

 御質問、御意見もないようでございますので、検討事項が残されましたけれども、

水産庁の方でよろしく御検討を願いたいと思います。もちろん、関係道県と話し合わ

なければならない事項だと思いますが、次回部会で何らかの成果が得られることを期

待したいと思います。 

 

         議題３ 資源回復計画に係る支援について 

 

○ 石川部会長  

それでは、次に議題(3) でございます。資源回復計画に係る支援措置についてでご

ざいますが、資源回復計画の支援措置についてはほかの部会におきましてかなり活発

な議論がなされたと聞いております。当部会におきましても、前回、齋藤委員から全
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国の状況がどうなっているかという御質問もございました。そういったものを踏まえ

まして事務局から執行状況等につきまして御説明をお願いいたします。 

○ 阿部管理課課長補佐  

それでは資料３に基づきまして説明いたします。 

 これは資源回復計画に基づく漁業者支援関連予算と書いてありますが、削減措置、

休漁とか減船を行う、特にその内容に係る支援のための事業予算の執行状況の資料で

す。 

 １枚目に総括表をつけております。２枚目以降が各資源回復計画ごと、各県ごとに

どれぐらいの支出がなされているのか示しているものでございます。都道府県名は、

あの県が幾ら出しているとかいうことを明らかにするためのものではございませんの

で、県名は伏せさせていただいております。 

 １枚目を見てください。1.資源回復計画推進支援事業。これは休漁とか漁具の改良

に対して国、都道府県、漁業者が３分の１ずつを負担し合うという資源回復計画の支

援の根幹をなす事業でございます。金額は国費です。国費ベースで、平成 14 年度は４

億円の予算がありましたが、使用実績としては 3,800 万円。約１割の執行となってい

ます。内訳を見ますと、さわら瀬戸内海系群のみに支出がなされたということでござ

います。このときは資源回復計画の中身が流動的だということもありまして、県の予

算が対応できなかったということが予算の執行に反映されているんだろうと考えてお

ります。 

 続きまして平成 15 年度でございますが、国としては、資源回復計画ができ上がって

くる、都道府県の予算も十分確保されるだろうということで、前年度よりも多い６億

円の予算を確保したところです。現在、実績と見込みを含んだものですが、２億 6,600 

万予定しております。これにつきましては、今六つの計画ができ上がっているわけで

ございますが、このうち①のさわら瀬戸内海系群、③の日本海西部アカガレイにつき

ましては 2,000 万以上支出がなされる。②と、当部会に関係します⑤日本海北部マガ

レイハタハタにつきましては、1,000 万は超えませんが、県の予算が出されておりま

す。⑥ですが、15 年度の支出の大部分をマサバ太平洋系群が占めるという状況になっ

ておりまして、全体としては半分を切るような支出の予定になっております。 

 2.資源回復推進等再編整備事業です。これは資源回復計画に基づく減船に対して補

助するものでございますが、14 年度につきましては資源回復計画の中において減船を

実施するというメニューがございませんでしたので、実績としてはゼロでございます。

15 年度でございますが、予算額として 15 億円ありましたが、使用実績としては 5,500

万 ＋αということで、これにつきましては当部会に関係しますマガレイ、ハタハタで

沖底船の減船１隻が既に実施されましたので、それに係る支援と、マサバ太平洋系群

で、船団操業している大中型まき網の中で運搬船１隻の減船、ミニ減船、これも効率

が悪くなるので漁獲努力量の削減につながるということで取り組んでいるわけでござ
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いますが、運搬船１隻の減船と、本減船、１ケ統の減船を計画中でございまして、こ

れが合わさると実績になってくるということで考えております。 

 ３番目でございますが、資源回復支援基盤整備事業ということで本年度から取り組

むことになった事業でございますが、公共事業で漁場造成とか漁場整備、沿整事業と

呼ばれている事業があるわけですが、その中で海底耕耘とかを行うメニューがあるん

ですね。それを資源回復計画で休漁する漁船を活用してできないかということで、そ

ういう事業内容を盛り込んだものを 15 年度から実施しております。予算額として 94

億円あるわけでございますが、執行としてはゼロということになっております。 

 我々として言いたいのは、国費の執行としては芳しい状況ではない。これはどうし

てかというと、県の財政が非常に厳しいという話があって、県の予算が幾ら取れたか

によって、同じ額の国費を払うことになっているので、県費が取れないので国費の支

出がこれぐらいにとどまっているという状況であることを御承知いただきたいと思い

ます。 

 続きまして個別の計画の内容に移りますが、さわら瀬戸内海系群が最初に載ってお

ります。Ａ県からＫ県まで 11 県が関係するんですが、このうち休漁期間の設定と網目

の拡大というさわら流し網漁業者が取り組むものに対して支援事業の対象となります。

これにつきましては漁業者側からの要望が、休漁に対して支援してくれというのと漁

具の改良に対して支援してくれという二つあるんですが、各県の努力のかいもあり、

ほぼ要望どおりの予算支出がなされ、資源回復計画が順調に進んでいるという状況で

ございます。 

 続きまして伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画です。これは

Ｌ県、Ｍ県、Ｎ県という３県が対象となるんですが、そのうち支援事業の対象となる

漁獲努力量の削減を行うのはＬ県とＭ県です。その内容は休漁期間の設定と漁具の改

良で、漁具の改良の中ではシャワー装置の導入というのを考えております。状況から

言いますと、平成 14 年度については県の予算が間に合いませんでした。15 年度につ

いては両方要求していたんですが、Ｌ県のシャワー装置の導入だけ認められたという

ことで、それが実施されました。16 年度については県の頑張りもあってＬ県、Ｍ県と

もに休漁に対する県費が確保されました。事業費ベースで、両県合わせると 9,000 万

近い事業が実施されることになったということでございます。 

 続きまして日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画でございますが、こ

れにつきましても削減措置の内容で改良網の導入と休漁に対して支援ができるわけで

ございますが、このうちＯ県、Ｐ県、Ｑ県におきましては改良網の導入ということで

予定しておりましたが、平成 15 年度、Ｏ県、Ｐ県では 1,000 万円以上の県費が確保

できたということで、事業費ベースで３県合わせて 7,000 万近い事業が実施されるこ

とになっています。また、Ｑ県におきましては休漁期間中に休漁漁船を活用した海底

耕耘を漁業者側が実施したいという要望にこたえて県が予算を確保したという状況で
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あります。これが 16 年度も引き続き実施される予定でございます。 

 続きまして太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画でございます。これにつきまし

ては、削減措置の内容としては保護区域の設定。これに対しては支援の適用ができな

いということで県の支出がなされていないわけでございますが、それ以外にも漁業者

の中には、一定期間休漁してもいいよとか、漁具の改良をやりたいという声もあった

わけでございますが、そちらにつきましては、最終的に漁業者の中でまとまらなかっ

たということもあるんですが、県の予算も確保できなかったということで、この資源

回復計画に対する予算の支出はありません。 

 続きまして当部会に関係します日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画でござ

います。これにつきましては、先ほど議題の(2) のところで説明がありましたとおり、

削減措置の大半は 16 年度からの実施ということで、我々は 16 年度の県の予算につい

てかなり期待していたところでございます。関係県はａ県からｄ県まであるわけでご

ざいますが、我々の把握しているところでは、ｃ県とｄ県について小底船の休漁をや

るという話を聞いておりました。このうちｃ県につきましては、県の財政が厳しい、

また、ほかに対応すべき事項もありこちらに回らないという話がありまして、休漁が

見送られたと聞いております。ｄ県におきましては公共事業、資源回復支援基盤整備

事業とか推進支援事業を活用して、事業費ベースで 6,000 万近い事業が実施されるこ

とになったということでございます。 

 続きましてマサバ太平洋系群資源回復計画でございます。これにつきましては平成

15 年度については国費ベースの支出が一番多いという話をしましたが、実は県費の充

当をしておりません。これは、平成 16 年度に卓越年級群という稚魚の大発生があると

いうことを前提にマサバ太平洋系群資源回復計画を策定しているわけですが、2002 年

級群、平成 14 年生まれの魚群が資源が思ったよりも良好であったということで、これ

を保護して 16 年の卓越年級群の発生に備えたいという漁業者からの要望もありまし

て 15 年度から急遽実施することになったわけです。急遽実施することになったので県

の予算措置が間に合わないということで、漁業者が県の分を負担して、漁業者が３分

の２を負担するという形で実施することになりました。 

 16 年度につきましても県費がゼロとなっているんですが、16 年度については各県が

予算要求して確保できるように、水産庁も努力するし、業界団体も県に働きかけてき

たわけでございますが、結果的には予算を手当てされた県はなく、こういう状況にな

っている。これにつきましては、15 年度に引き続き漁業者が県の負担分を見る形で３

分の２を負担する方法で実施できないかということで業界団体と調整中でございます。

以上です。 

○ 石川部会長  

ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして御質問あるいは御意見がございましたら出していただ
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きたいと思います。 

○ 大黒委員  

今の説明とは違うんですが、昨今の資源の減少というのはいろいろな面があると思

いますが、昔のことを言うと変なんですが、浜の状況ががらりと変わってしまったの

ではないか。埋め立てとか、離岸堤のようなコンクリートで固めてしまった。たくさ

んあった松林もなくなるし、その影響か知らんが、藻場はほとんど消滅したと言って

もいいぐらいになってきているのではないかと思います。私らが子供のころ、海へ行

って遊ぶと藻でいっぱいだったのが、今はほとんどなくなってしまったという現状で

ございまして、稚魚が非常に育ちにくくなっているんじゃないかと思います。 

 ホンダワラというのが稚魚の隠れ場所になる。枯れて、流れ藻になると、稚魚は藻

と一緒に回遊していくということが繰り返されていたんですが、それがなくなってい

るもんですから、資源が減少する原因の一つになっているんじゃないかと思います。

先ほど秋田県の方で藻場造成というのがございましたが、これも国が中心になってや

っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

○ 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。 

 

            議題４ そ の 他                 

○石川部会長  

それでは次に入らせていただきまして、その他でございます。事務局で予定されて

いるものは特にないようでございますが、次回の日程等について事務局から説明をお

願いします。 

○ 阿部管理課課長補佐  

次回の日程でございますが、例年、２回部会を開催するんですが、秋の開催を予定

しております。秋の開催につきましては、本委員会と日程を同じくして開催するよう

に調整させていただきたい。開催時期としては９月から 10 月ごろということで予定し

ております。以上です。 

○ 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お話がございましたけれども、９月から 10 月ごろということで、

時期は私と事務局で調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、本日の委員会はこれですべての議事を終了いたしました。皆さんの御協

力を得て議事がスムーズに進んだことを感謝申し上げまして閉会したいと思います。 

 なお、議事録署名人の中村委員、畦田委員におかれましては、後日、事務局から議
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事録が送付されるという運びになろうかと思いますので、署名の方をよろしくお願い

いたします。 

 それでは、これをもちまして第６回日本海北部会を閉会させていただきます。本日

はどうもありがとうございました。 
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