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平成１６年１０月１４日 

水産庁新潟漁業調整事務所 



 

 

 

 

１ 開催日時 

平成１６年１０月１４日（木）１０：００～１３：００ 

 

２ 開催場所 

虎ノ門パストラル ミモザ 

 

３ 出席者 

（委 員） 

畔田正格、中村東伍、西崎義三、小坂榮一、齋藤辰男、小田政市、大黒信吉、 

和田耕治、本川廣義、風無成一、冨田重基、宮本光矩、森本稔、三木奈都子 

（独立行政法人水産総合研究センター） 

本多 仁   本部研究調査部研究開発官 

白井 滋   日本海区水産研究所日本海漁業資源部資源生態研究室長 

（水産庁） 

 竹谷廣之   水産庁資源管理部長 

 武田真甲子  資源管理部管理課長 

 長谷成人   資源管理部管理課資源管理推進室長 

 大橋貴則    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 

  中本裕之    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 

 松本昌士    資源管理部管理課資源管理推進室管理型漁業推進班指導係長 

  阿部 智    資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班課長補佐 

  加藤健司    資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班計画係長 

 古賀 剛    資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班計画係員 

 青木保男    増殖推進部漁場資源課沿岸資源班課長補佐 

  宮﨑 孝弘   増殖推進部漁場資源課沿岸資源班調査企画係長 

 笠原 光仁   増殖推進部漁場資源課沿岸資源班漁海況係長 
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  古俣明伸    北海道漁業調整事務所資源管理係長 

  栗田雅弘    新潟漁業調整事務所長 

 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 

  佐藤友介    境港漁業調整事務所資源管理係長 

  森田安雄    瀬戸内海漁業調整事務所資源課長 

  吉永政信    九州漁業調整事務所資源管理計画官 

  

 

 

４ 議 題 

 （1）水産資源の状況について  

（2）資源回復計画の進捗状況について 

（3）マガレイに係るＴＡＥ設定の考え方について 

（4）その他  
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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。 

 定刻より少し早目ですが、委員の先生方が全員おそろいになりましたので、ただいまか

ら日本海・九州西広域漁業調整委員会の第７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ます 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。 

 なお、昨日の本委員会でも御説明がありましたが、大臣選任委員については石川委員が

委員を辞任され、その後任としまして森本委員が、また海区漁業調整委員会の互選委員に

おかれましては、秋田県が谷村委員から小坂委員へ、新潟県が當摩委員から小田委員に交

代しております。 

 また、大臣選任委員の三門委員が８月 24 日に急逝なされましたが、後任については委員

委嘱手続の関係で欠員とさせていただいておりますことを申し上げます。 

 これまで部会長をしていただいた石川委員が辞任されておりますので、石川委員の後任

の部会長互選を、この後行うこととしておりますが、それまでの間につきましては、部会

事務規程第３条第３項の規定により、部会長代理の職にあります畔田委員に本部会の進行

をお願いいたします。 

○畔田部会長代理 本日は、委員の皆様、それから来賓の方々、お忙しい中を御出席いた

だきまして、どうもありがとうございました。 

 ただいま説明がありましたように、次期の部会長選出までの間、私が進行係を務めさせ

ていただきます。 

 

水産庁あいさつ 

 

○畔田部会長代理 きょうは水産庁から竹谷資源管理部長が御出席いただいておりますの
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で、ごあいさつをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○竹谷資源管理部長 皆様、おはようございます。 

 ただいま御紹介にあずかりました水産庁資源管理部長の竹谷でございます。よろしくお

願いいたします。 

 本日は日本海・九州西広域漁業調整委員会の第７回日本海北部会の開催に当たりまして、

一言ごあいさつをさせていただきたいと思います。 

 本日は、大変お忙しい中、昨日の本委員会に続きまして、きょうの部会ということで御

出席いただきまして、本当にありがとうございます。心より御礼申し上げる次第でござい

ます。 

 既に昨日も私どもの次長からごあいさつ申し上げましたように、こちらにお願いしてお

ります政策、とりわけ資源回復計画の仕事につきましては、非常に重要な政策という位置

づけになっております。御案内のように、平成 13 年末に水産基本計画を策定いたしまして、

その中で今後の中期的な政策の指針を定めたわけでございますが、その中におきまして資

源管理、とりわけ資源回復というものが非常に大きな位置づけになっているわけでござい

ます。 

 この資源回復につきましては、皆様方の大変な御尽力によりまして、現在までのところ、

全国で８計画 14 魚種が計画を作成され、それに続きまして、４計画 10 魚種の計画も着手

されているという状況にあるわけでございます。特に、こちらの北部会におかれましては、

マガレイとハタハタの資源回復計画に着手いただいておりまして、着実な推進をいただい

ているところであるわけでございます。 

 これらの計画は、皆様方、御案内のように、一朝一夕でできるわけではございませんで、

全国的に見ますと、漁業者の方々と 2000 回にもわたるような協議会を通じまして、こつこ

つと積み上げてきた結果のあらわれという形でございます。先ほど簡単に８計画なり４計

画が着手といったようなことを申し上げましたけれども、本当に大変な御努力の結果とい

うふうに私ども感謝申し上げている次第でございます。 

 こうした計画でございますけれども、具体的に進めるに当たりまして、まだ残された魚

種がたくさん課題として残っております。資源の悪化している魚種についての取り組みに

つきましては、今年度が一区切りということになっておりまして、私どもといたしまして

は、ぜひとも多くの魚種につきまして手をかけていただきたい、着手していただきたいと

思っておりますので、最後の追込みということで一段の御努力をお願いしたいと考えてい
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る次第でございます。 

 また、計画を立てるだけではなくて、実際に計画の推進という面におかれましても、こ

の会におかれましても着実に取り組んでいただいておるというふうに感謝いたしておりま

すが、既に行われておりますマガレイとハタハタの計画につきましては、本年も新潟県に

おかれまして、板びき網漁業者の方々の参加を得まして、休漁の計画、さらには海底耕運

の取り組みといったものをやっていただきまして、着実に進んでいるわけでございます。 

 資源回復までは一つ一つが長い道のりということはございますけれども、一歩一歩積み

重ねていくことが当然、資源回復に大きな手ごたえとなって返ってくることと期待してい

るところでございまして、一層の御尽力をお願いしたいと考えるわけでございます。 

 先ほども申しましたように、残された魚種もございますので、一層の御健闘、御尽力を

お願いいたしまして、簡単ではございますが、私からのお願いと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。 

○畔田部会長代理 竹谷資源管理部長、どうもありがとうございました。 

 

部会長の互選 

 

○畔田部会長代理 ここで部会長の互選を行いたいと思います。 

 部会事務規程第３条に基づき、きょう御参加の委員の皆様より部会長の互選をお願いし

たいと思います。 

 御意見がございましたら、お願いします。 

○齋藤委員 山形県の齋藤です。 

 昨日、第４回の日本海・九州西広域漁業調整委員会におきまして、森本委員が会長に選

任されました。引き続きということになりますと、森本委員には大変御苦労をおかけする

ようでありますけれども、この際でありますので、部会長には森本委員にお願いをいたし

たいと思います。 

 御推薦を申し上げ、よろしくお取り計らいのほどをお願い申し上げます。 

○畔田部会長代理 ただいま森本委員御推薦の御意見がありましたが、皆様、よろしいで

しょうか。 

〔「賛成」の声あり〕 

○畔田部会長代理 それでは、森本委員に部会事務規程第３条に基づき部会長をお願いし
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たいと思います。議事の進行をよろしくお願いします。 

 

部会長あいさつ 

 

○森本部会長 ただいま委員の皆様より部会長の職に選任をされました森本でございます。 

 本日は、お忙しい中、委員の皆様におかれましては御出席をいただきまして、ありがと

うございます。 

 初めに、日本海北部会では、昨年には、広域として日本海北部マガレイ、ハタハタ資源

回復計画を、また本年４月に北海道が道単独の資源回復計画として宗谷海峡海域イカナゴ

資源回復計画を公表し、資源回復に取り組まれていると聞いているところでございます。 

 日本海の主要な魚種で思い当たりますのがズワイガニとかハタハタといった地域に根差

した特産品でございます。しかし、日本の主な海域では、その特産という魚種のほとんど

が、今資源の状況が著しく悪化しており、地域の産業に大きな影響を与えているというこ

とでございます。 

 その中で、当部会の回復計画魚種のハタハタは、一時大変厳しい状況にありましたけれ

ども、秋田県や関係各県の努力によって、現在は資源の回復に向かっているというふうに

承知しているところでございます。これは、資源回復をするにはどうすればよいのかとい

うことで、資源回復計画の方向性を与える指針として全国がお手本としているところだと

思っております。しかし、資源の管理と有効利用を行うという世界的趨勢の中で、まだま

だ資源を回復しなければならない魚種はたくさんあると思います。 

 先ほども資源管理部長からお話があったとおりでございます。当部会におきましても、

日本海北部の海域における漁業の発展と資源の有効利用の視点に立ちまして、委員の皆様

方には活発な御審議をいただきますようお願いを申し上げたいと思います。 

 

事 務 局 紹 介 

 

○森本部会長 まず、議事に入る前に、本部会の管轄事務所であります新潟漁業調整事務

所長が 10 月１日付けで交代となりましたので、皆様に御紹介をいたしたいと思います。 

○栗田新潟漁業調整事務所長 10 月１日付けで新潟漁業調整事務所長を拝命いたしまし

た栗田でございます。 
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 日本海西部会では、各委員の皆様方、大変お世話になり、ありがとうございます。引き

続き、北部会でお世話になりますが、今後ともよろしくお願いいたします。 

 私どもの事務局のスタッフを紹介させていただきます。 

 資源管理計画官の渡部でございます。 

 資源管理係長の永井でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○森本部会長 どうもありがとうございました。 

 

議事録署名人選出 

 

○森本部会長 続きまして、部会事務規程第 11 条にありますように、後日まとめられる本

委員会の議事録の署名人を選出しておく必要がございます。これについては、会長から２

人以上指名するということになっておりますので、僭越ではございますが、私の方から指

名させていただきたいと思います。 

 これまでも名簿順に担当していただいておりましたので、今回の部会議事録の署名人と

して、海区漁業調整委員会の互選委員の方から秋田県の小坂委員、大臣選任委員の方から

和田委員のお二方にお願いをしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

 

配付資料の確認 

 

○森本部会長 続きまして、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○渡部資源管理計画官 資料の確認をさせていただきます。お手元にお配りしております

資料を一件ずつ確認させていただきます。 

 まず、議事次第、配席図、次に出席者名簿、北部会におきます委員名簿を用意させてい

ただいております。 

 次に、資料としまして、資料１「資源評価対象魚種」という右肩をホッチキスでとめて

いるものが１点。資料２－１としまして、「漁業者協議会等の開催実績」。資料２－２とし

まして、「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の進捗状況」。資料３といたしまし

て、「日本海北部会における資源回復計画対象魚種候補の検討状況」。資料４いたしまして、

「まがれいに係る漁獲努力量管理（ＴＡＥ）の設定について」。資料５といたしまして、「日
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本海北部会事務規程新旧対照表」。参考資料といたしまして、「日本海・九州西広域漁業調

整委員会」の資料を用意させていただいております。 

 もしお手元にないようでありましたら、事務局の方ですぐにお届けいたしますので、お

申し出いただければと思います。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 

水産資源の状況について 

 

○森本部会長 早速、議事に移りたいと思います。 

 議題１としましては、日本海北部海域の水産資源の状況についてでございます。９月上

旬に全国資源評価会議が開催され、平成 16 年の資源評価結果が公表されました。つきまし

ては、当部会に関連した魚種でありますマガレイ、ハタハタ等についての資源評価結果に

ついて、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から、白井室長に説明を

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○白井室長 おはようございます。日本海区水産研究所の白井と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 資料１というホッチキスどめのものをごらんになってください。この１枚目は、昨日も

ごらんになった方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、日本海関係の魚種につ

いて、今年度の評価結果がまとめてあるものです。 

 ものによっては、2004 年、2005 年というふうに分かれて書いてありますけれども、これ

は暦年の場合もありますし、漁期の場合もありますので、そこら辺は一律に……。例えば

ズワイガニなんかは暦年じゃなくて漁期のはずなので、ちょっと注意が必要です。 

 2005 年のＡＢＣリミットというのは、科学的に、これだけはとっていいでしょうという

数字でありまして、その右隣のＡＢＣターゲットと書いてある項のところは、安全率を見

込んで、この程度に抑えるのがよろしかろうというところで提案させていただいた数値に

なっています。 

 これからお話するハタハタとマガレイについては、その表の右側の真ん中辺にございま

すけれども、ハタハタ北部系群と書いてあります。2004 年の状態は中位で増加傾向にあり

ました。2005 年のリミットも 3500 トンということで提示させていただいています。マガ

レイが、その三つほど下にあります。これは高位になっているんですけれども、低位です
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ね。今、説明しますけれども、これは低位の間違いになっています。 

 １ページ開いていただいて、マガレイの方から説明をさせていただきます。マガレイの

資源評価は、私どものところでも始めて間もないものですから、まだまだ十分な評価がで

きにくいというか、できない状況にあります。だからというわけではないんですけれども、

そのダイジェスト版、１枚、２枚でできているんですが、図なんかも昨日のズワイガニあ

たりに比べると閑散としているような感じで、余り内容がないような感じがします。 

 まず、生物学的特性という２ページの上の方ですね、そのあたりをごらんいただくと、

皆さん、もう御存じのように、この種類は沿岸性ですので、本来ならば、一番手近にいる

ような種類なので、もっと評価は楽なんじゃないかなというふうにお考えになる方もいら

っしゃるかと思うんですけれども、これは後で説明しますが、実は国の方でまとめており

ます農林統計というものに、この魚種が上がっておりませんで、過去の状態はほとんどわ

かりません。そういうのが理由になってまして、資源の評価というものが、まだまだ十分

ではないという状況になっていると、最初から言いわけになってしまうんですけど。 

 分布域の絵がございます。これも白黒になっているので、ちょっとわかりづらくて申し

わけないんですけれども、ここでは若狭湾から青森にかけて分布域のピンク色の線が海岸

沿いに入っているんですけれども、もちろんマガレイというのは、それ以外にもたくさん

の地域におりまして、大体まとまっているのは日本海北部ではこのあたりということで、

これをかいているんですけれども、主漁場というか、北部系群としてまとめて漁業の対象

となっているというか、漁獲量のほとんどを占めているという意味で、新潟県、山形県、

秋田県、そして青森県、その４県の漁獲について見ております。 

 漁業はほとんどが底びき網と刺し網漁業です。2003 年の状態で見ると、そこの漁業の特

徴にもありますように、底びき網で 59％、刺し網で 34％と、全体の９割以上を占めている

ということになっています。 

 県別に見ますと、秋田県と新潟県の割合が多いんですけれども、それは次のページをく

っていただくとグラフがございまして、左上の棒グラフのところでわかるような仕組みに

なっております。棒の一番上の濃いところが新潟県になっておりまして、下の方に青森県

に向かって地理的に並んでいるという順番で、本来、逆にした方が何となくわかりやすい

んですけど、編集の段階でこれが逆転してしまいまして申しわけございません。そういう

並びになっております。 

 漁獲の状況を見ていきますと、そのグラフは４県の合計なんですけれども、これが 93
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年まで遡ることができました。各県の担当にお願いして、こういうものをまとめていただ

いたんです。それを見ていきますと、93 年あたりから山があって、それを越してしまうと、

97 年以降ダラダラと下がってくるようで、昨年、ちょっとスッと上がっているように見え

る。そんなような漁獲の動向でありました。 

 もうちょっと前に遡ってないのかなということで探したところ、新潟県と秋田県につい

ては最大遡って 80 年まで遡ることができました。それが右側のグラフで、これは２県の合

計値になっているものです。先ほどの左側のグラフで 93 年から始まっていますけれども、

その 93 年というのが右側でいうと、真ん中からちょっと右側にあるぐらい。ですから、現

在の状況というのは、この 20 年以上、25 年ほどにわたって低い状態にあるということは、

これで見て一目瞭然なわけですね。 

 それで、漁業としては底びき網と刺し網というのがあるというふうに先ほどお話しまし

たけれども、刺し網の漁獲努力というのは、我々の方で勘案するのは難しくて、結局、新

潟県で実施されている板びき網の漁獲努力を、ここに絵は出てないんですけれども、参考

にいたしました。それで、どのような漁獲努力がかかっているかということを見たわけで

す。 

 もう一つ、新潟県にお願いして、０歳、１歳の個体がどんなふうに出ているのかという

ことを通年やっていただいて、調査をして……。通年じゃないですね。夏前に２回ほどな

んですけれども、調査をしていただいています。 

 その幼稚魚分布調査というものも見て、それから、割合としては非常に少ないんですけ

れども、沖合底びき網で獲られる……。漁場が違いますので、沖合底びき、主漁場にはな

っていませんが、それでとっている状況の漁獲努力というものも見まして、資源動向を見

たというようなことで評価を進めてまいりました。 

 その結果、最初に御説明しましたように、漁獲量の 25 年間のグラフで見たように、最近

の状態は明らかに低位の状態にあるだろうということは間違いない。今の状況をどういう

ふうに考えるかというところなんですけれども、昨年は、その前年から比べると、４県で

多少上回ったんです。ところが、漁獲量で見ると、先ほどから言っているように低レベル

にとどまってしまった。 

 それで、板びき網の漁業ですとか、沖合底びきの、１そうびきの方なんですが、そのＣ

ＰＵＥ、それから幼稚魚調査、その状態から見て、低水準なんだけれども、横ばいという

ふうに判断して構わないんじゃないかということで、このような結果で評価表として報告
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させていただいています。 

 昨年、ちょっと上がったものですから、適正な漁獲量としてどのくらいがいいのかとい

うことでは、昨年の上がった分を入れてしまいますと、ちょっとレベルが上がってしまう

ということもございまして、管理方策のところに管理基準と書いてありますけれども、過

去３カ年の漁獲量の状態から、平均の８掛けぐらいが適当ではないかということで、この

270 トンという数値を報告させていただいたということであります。 

 もちろん、この 0.8 というのは、あくまでも目安ということで考えておりますので、科

学的な根拠ということはまだまだ乏しいんですが、今後、もう少しこの種類の生物学的情

報等を集めて解析を加えていきたいと思っております。 

 ことし、2004 年になってからの話なんですけども、幼稚魚調査で、この５カ年ほどの間

では、はるかに多い０歳、１歳魚が上がってきました。ですので、もしかすると、来年か

再来年あたりの資源はちょっと上向きになってくる可能性が出てきたということを簡単に

つけ加えさせていただきたいと思います。 

 それから、肝心のハタハタをお話しいたします。次の４ページ、５ページにまとめてあ

るダイジェスト版をごらんになってください。 

 ハタハタは日本海に広くいるんですけれども、ここで扱っている北の系群は富山以北の

資源を対象にしたものです。生物学的特性のところに寿命５歳と書いてありますけども、

漁業で利用されるのは、ほとんど１歳、２歳ですね。ことしは、2004 年の春から夏にかけ

ては、恐らく３歳魚と思われる比較的大きなものがたくさん上がってきたようなんですけ

れども、年によっては３歳魚がほとんど消えてしまって、時たま大きなのがまじるという

ことで、寿命としては５歳程度なんですけれども、漁業的には、そこまでは利用ができて

いないというか、とられてしまうのか、実際に数が少なくなっていく何かの要因があるの

か、まだわからないんですけれども、そういった現象があります。 

 成熟開始年齢１歳とありますけれども、これは生まれて丸１年の……。卵から孵化する

という意味で、生まれるのが春２、３月です。卵を産むのは 12 月ぐらいで、２、３月に孵

化をする。そこから満年齢で数えるんですけれども、丸１歳で、冬に産んでしまうのでな

く、大体１歳から１歳の半というか、１歳７、８カ月後の 12 月に産卵に加わってくる群れ

があるということになっています。 

 漁業の特徴としては、日本海北部のハタハタ、秋田県で漁獲が多いんですけれども、こ

れは産卵と接岸時期を対象とした、いわゆる季節漁と呼んで……。沿岸漁業の部分なんで
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すけれども、その部分でとられている部分が非常に多くて、それから沖合の方の沖合底び

き……、ごめんなさい、小型底びき網とか、部分的には沖合底びき網でもとれますけれど

も、主に底びき網、一部刺し網等でとられるという漁業形態になっております。 

 ページをくっていただきますと、最近の漁獲量の動向が掲げてあります。こういったグ

ラフって、日本海のいろんな魚種で多いんですけれども、特に左側をごらんになっていた

だくと、1965 年から以降のがグラフになっているんですけれども、皆さんよく御存じのよ

うに、この時期から 1975 年ぐらいにかけて、１カ年で２万トンを越すような漁獲が続きま

した。 

 昭和 50 年ですから、石油危機を通過したころから漁獲の方が悪くなりまして、実際にと

れなくなってしまって、90 年ごろには、ほとんど秋田県のあたりもとれなくなってしまっ

たということで、３カ年、秋田県が自主的に漁獲をやめたということもありました。 

 その後、左のグラフを見ますと、徐々に上がっている様子がわかると思うんですけれど

も、その部分を 80 年以降のグラフであらわしたのが右の図であります。80 年ごろ多少大

きな山があるんですけれども、その後、１回へこんで、86 年のところがちょっと出るんで

すけれども、また下がっていくということで、91 から 94 ですか、そのあたりで禁漁があ

るんですけれども、それからまたふえていく様子がわかります。 

 この棒グラフは、沖合底びき網漁業の中で取りまとめている漁業統計がございまして、

それの中から資源密度指数という指標を使って資源の動向を見るための折れ線グラフにな

っています。資源密度指数というのは、下の資源評価方法というところに簡単に説明がさ

れていますけれども、要するに、ＣＰＵＥを細かく区切った地域ごとに出して、それを一

定期間、これは年で出しているんですけれども、それを足し合わせて出したものでござい

ます。 

 この値が上がってくると、少ない漁獲努力でたくさんとれるということになってくるわ

けで、基本的に、この値が上がれば資源の状態もよくなっていくというふうに見て取れる

わけです。確かに、95 年以降、いろんな漁獲の制限があるにもかかわらず、漁獲量がふえ、

さらに折れ線グラフの方もふえているということで、今は回復傾向にあることは間違いな

いだろうということでございます。 

 特に資源状態のところに書いてあるんですが、2000 年にたくさん親が戻ってまいりまし

て、秋田のあたりで産卵がありました。それで生まれた 2001 年生まれですね、それの資源

の豊度というものが非常に高いということはわかっておりまして、これが 2003 年に初めて
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……。2001 年だから、2002 年にまた帰ってきたんですね。卵を産みに帰ってきました。 

 それで、2003 年にたくさんの子供が生まれて豊度が高くなるという２年ごとの繰り返し

で、今ちょっといい状態になるというふうに思われるんですけども、2004 年、先ほど話し

たように、満３歳と思われる比較的大き目の個体が、2003 年生まれの満１歳のちょっと小

さ目の個体と一緒になって出てくるということで、高い数字の資源が存在したと考えられ

ておるわけです。 

 済みません、１ページ前に戻っていただいて、体長組成のグラフが段違いに出てしまっ

ているんですけれども、右上が 2003 年３月で、左下にあるのが 2004 年３月ということで、

１年後の状況を見ているんですけれども、2003 年３月の黒の雌であらわした体長の山を見

ていくと、体長で言うと、150 ミリから 175 ミリの間に一つ大きな山がありますね。翌年

の同じ時期になりますと、175 ミリあたりから 200 ミリちょっと欠けるあたりのところに

一つ大きな山があるということで、これが問題の大きな豊度を持った資源だと思われるも

のなんです。 

 これが恐らく、ことし３歳になっているものなんですけれども、たくさんとれたという

ことで、もしこれがまだたくさんいれば、この先も資源状態はいいと思うんですけれども、

さすがに少なくなっているだろうと。 

 それから、2004 年３月の段階では、まだ１歳魚が入ってきてない状況で、１歳魚の状況

がまだわかっていませんでした。それから、大きなものがとれるので、次の左側の小さな

山があるんですけれども、125 から 175 ミリぐらいにかけてたどっていくと黒いものが見

えますね、そのあたりの山が、果たして実際をあらわしているのかどうかというのは、ま

だわからないんです。 

 というのは、これはあくまでも市場に揚がってきた漁獲物で、大きいのがとれる分だけ、

小さいのが水揚げされなかったということも当然のようにあるわけで、そこら辺を関係の

県の方にも協力していただいて、実際に調査曳網なんかをやって見ているところなんです

けども、先ほど、まだわからないと言った１歳魚というのが多少大きく、期待どおりとれ

ているように思います。 

 ただ、今はわからないんですけれども、漁期が始まってから、まだ９月以降、そんなに

新潟、山形あたりでハタハタが揚がっていないということで、あんなに多かったのにどこ

へ行ってしまったんだろうかということで、ちょっと疑問は持っているところなんですけ

れども、とにかく、ことしの産卵時期には、恐らくたくさんのものが戻ってくるんじゃな
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かろうかと思っておりまして、2005 年に、またそれが新しい資源をつくっていくんですが、

全体としては増加傾向にあるだろうということはわかるんですけれども、先ほども言いま

したように、何かの理由で漁模様が余り思わしくないということもございます。 

 それで、2005 年以降、果たしてどんなふうに漁獲ができるかということはまだわからな

いんですけれども、資源の状態として考える上では、この北部系群は、状態は増加傾向に

あると考えております。 

 それで、資源の水準なんですけれども、５ページの左上の……、図のグラフがあります

ね。最初に見ていただいたグラフなんですけれども、これの２万トン時代を取り戻そうと

すれば、まだまだ低位だというふうになります。ただ、ここ二、三年の間に資源が戻って

きたときに、出荷調整というのか、とり控えというものも現実に起きていたということも

わかっておりまして、どこが高位として適当なのかということは、それぞれ御意見があろ

うかと思います。 

 私どもは、65 年以前、どこまで信用できるかわからないんですけれども、ハタハタとい

うのは注目されていた魚種だけあって、1900 年代の初めのころからの漁獲の動きというの

はある程度わかるんですけれども、それを見ると、かなり上下動の激しい動きをしており

ます。そういうものを見ると、65 から 75 年ぐらいにかけてのその状態というのが望まし

いかどうかというのは疑問なんですね。 

 というのは、そこを目標にして高位に戻そうとすると、今の段階、低位ですし、この先、

高位に戻ることなんてあり得ないんじゃないかということもございますので、とり控えも

起きるというような現象も考えて、私どもは、既にこれは中位でいいのではないかという

ふうに判断して、ことしの資源評価表の中では中位水準にあるというふうに判断したとい

うところでございます。 

 適正な漁獲量はどのぐらいがいいかということなんですけれども、これについては秋田

県の方で独自に県ＴＡＣを決めてやられていることもございますので、決して、ここに提

示した 3500 トンというのがそれと連動したものではないんですけれども、3500 トンより

も多少多目にとっても、今の資源状態ならいいというふうに考えまして、あとは私どもの

ルールというのがございまして、その範囲内で管理基準を決めていくんですけれども、最

大限というか、ルールで考える一番多い漁獲として、過去２カ年の漁獲量の平均値という

ものを 2005 年のＡＢＣとして挙げてあります。 

 そこの下に 2800 トンとあるのは漁獲的に、先ほどくどくどと言いましたけれども、もし
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かすると、資源はいるらしいんだけども、何だかとれないというような状況もあるような

ので、0.8 掛けぐらいの 2800 トンが適当だろうというふうに思っております。 

 この資源評価表、比較的いい状態だというふうに、書きすぎだというふうにおしかりも

受けているんですけれども、そういう御意見もあるということをひとつつけ加えて報告を

終わらせていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○森本部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいま白井室長よりマガレイ、ハタハタの資源状況につきまして御説明いただきまし

たけども、何か御意見、御質問等ございましたら、どうぞ。 

○小田委員 新潟県ですが、マガレイの休漁、それから 目合い制限ということで、今年度

から実施しましたが、成果は確かにあった。私もその一人でありまして、代替漁業とか休

漁、その点もありましたので、非常に効果はよく、15 日以降の解禁には順調にマガレイは

揚がっております。 

 それから、ハタハタでございます。春がとれたのに、秋はさっぱりとれないということ

で、今後の見通しはどういうものかと私たち漁業者は話し合っているわけですが、今、言

われるように、２歳から３歳魚が、春は、もったいないんだけども、捨ててくるような、

漁獲を持ってきてもだめだというので、生きていれば成果あるんだろうども、底びきで上

まで揚げると死んでしまうという。それだけ豊富にとれたものが、秋になったらとれない。 

 たまに 50 箱から 100 箱ぐらい持ってくる船もありますけれども、余り漁がない。新潟の

方は底びき、新潟は、岩船、山北、この辺の船は、そういうような状況で、確かにふえて

いることは間違いありませんが、水温の関係なものか、水の水色が濁って、ことしは非常

に台風来て、雨も降って、沖合いまでも水色が悪い。水色の悪いときは底びきも入らない

という状況でありますから、そういうことが関係しているのではないかというように私た

ち漁業者の中では話し合っています。二つの魚種に関しては、横ばいから上昇傾向にある

ということは、私もそのように思っています。 

 以上です。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 新潟県の両魚種についての操業、漁獲の状況について御報告をいただきまして、ありが

とうございました。 

 何かコメントございますか。 
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○白井室長 ハタハタについては、漁場で温度がちょっと高いという話もあるようです。

もう少し沖合いにいるんじゃないかと言っている漁業者の話は聞いたことがあります。た

だ、沖合いでとれているかというと、やはりとれてないという話もありまして、まだつか

み切れておりません。 

 恐らく秋深くなってくると秋田県の沖合いに集まってくるんじゃないかと思うんです。

それがないとすると、また根本から考え直さなければいけない。 

○小田委員 このときに、値段もいいし、みんな魚屋も期待しているんですが、大秋にな

ると、魚も産卵で陸に入って魚の質が悪くなってくる。産卵のときは、何魚も身が落ちる

からね。油が乗り悪いし。今が最盛期だと言っても、最盛期には、今のところはとれない

と、そういう状況ですね。 

○齋藤委員 新潟の小田会長から話がいろいろありますが、これは新潟だけではなくて、

ここに小坂会長もいますけれども、ここは全体的な傾向だろうと思うんですよ。 

 だから、おっしゃられるように、今の時期がハタハタが大漁であれば、これは何をいわ

んやだけども、それが今、ほとんどとれない。山形もそうなんです。去年もおととしも皆

同じなんですよ。 

 それで、ハタハタはだめなのかなというふうに思っておるんですが、それが水温の関係

なのか、どういう条件なのか、最盛期になって、12 月ころになってくると、ポツポツ見え

出して、それでハタハタの卵の成熟した時期になってくると、結構とれるという状況が続

くわけですよ。 

 だから、今おっしゃられるように、あわよくば、今ごろからハタハタがとれれば、どこ

の浜でも活気づくわけですけれども、いかんせん、そういう状況ではなかった。これは今

始まったものではなくて、新潟さんのおっしゃられたことのとおり、山形県でもそういう

傾向なんですよ。ということを申し上げたいと思います。 

 秋田もそうでしょう。だと思いますよ。 

○小坂委員 秋田の小坂でございます。 

 私のところでも小型の底びきやっておるわけで、ここに来る二、三日前ですか、船頭さ

んにいろいろお話をしながら、ハタハタの状況を聞きながら来たんですけど、山形の齋藤

さんが言ったようにして、今の時期は接岸する時期にもないし、そう心配するんではない。

しかしながら、何らかの方向なのか、気温、水温……。ハタハタは、トロールなんかでも

100 メートルから 200 メートル以深のあたりが一番多くとれるんです。 
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 300 メートルぐらいから 280 ぐらいまでの間で網がけをしておって、森本会長が言った

ようにして、大型で３歳魚、このあたりがボツボツ、１日 10 回ぐらい網のかき回しをしま

すから、いい船で大体 60 キロぐらい、20 箱ぐらいですね、３キロにして。ようなければ、

10 箱ぐらい。そういうような程度で、それだけでは採算ペースには合わんですけれども、

キロ 1400 円から 1800 円ぐらいですから、３キロ換算にしても１箱 5000 円ぐらいですか。

これだけでは合わないんです。 

 しかしながら、齋藤さんが言ったようにして、今の時期は、台風の影響の中で、かなり

海の中も撹乱されただろうし、水温が高いというのは船頭さん方がよく言う言葉です。だ

から、これからだんだん水温が下がってきて、透明度もよくなってくるというと、ちょっ

と期待できてくるんじゃないかと思っていますけど、今のところ、ハタハタについてはそ

ういう現状です。 

○森本部会長 どうもありがとうございました。 

 ことしの秋の海況といいますか、その辺の状況も例年と少し違う点もあるという御指摘

もありますけれども、例年、この時期、そんなに漁があるというわけでもないということ

で、これから、全体的な傾向は成魚期に向けて様子を見てみないとわからないということ

だと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

○畔田委員 少し教えてほしいんですが、ＡＢＣリミット、生物学的に、これぐらいとっ

ても大丈夫だという値を毎年、精力的に出しておられるんですが、その値と想定されてい

る資源量との割合はどれぐらいになっているかということと、もう一つは、2003 年に 4400

トンとれてますよね。そのときの 2003 年のＡＢＣリミットはどれぐらいだったのか。 

○白井室長 去年ですか。 

○畔田委員 去年、4400 トンとれたということなんですが、そのときに出された……。 

○白井室長 マガレイについては、申しわけないんですけど、全然わかりません。 

 ハタハタは、資源量を域内で推定ができれば、きのうの話にあった半分とかそんなこと

でなくて、10 分の１ぐらいしかとってなかったんじゃないかと思うんです、昨年あたりは。 

 というのは、北海道の方とか、かなり沖合いの方とか、東北の太平洋側とかに秋田系だ

と思われるやつがたくさん入り込んじゃったというか、そんなような情報もありまして、

物すごい量のふえ方をしたようなんです。ですから、それを全部一つの資源だと考えれば、

とっている分としてはかなり少なかったのではないかと思います。 
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 対応ということでは、かなり悪いですね。いつも私どもが少ない値を出していて、現状

に少しでも近づけようかというふうに思いながらやるというような、そんなことで数値を

操作したこともあります。 

○畔田委員 ＡＢＣリミットは少し低目に…… 

○白井室長 ここ何年かは、そういうふうになっているはずです。 

○森本部会長 よろしいですか。 

 では、三木さん、どうぞ。 

○三木委員 白井室長のお話の中で、ハタハタの適正なレベルがどの水準かというのは、

今後どう見るかという課題であるというところが出てきたと思うんですが、これというの

は、今まで資源回復計画、資源の維持とか増殖という生物資源的側面が強くて、回復後の

加工、流通を含めた水産業の生産構造を展望するという姿勢が薄かったと思うんです。 

 きのうの予算の話でも、今後、その部分は施策として出てくるというお話が出ていたと

思うんです。今後、県とか道単独魚種がふえていく中では、さらに加工、流通への視点と

いうのは、地場産業としての水産業という視点から欠かせないものだと思うんですが、そ

れがどういう形で、資源評価への見方の取り込みというのが１点目だと思うんですが、２

点目として、きのう予算の中で出てきた量だけではなくて質、コストへの取り組みに関す

る施策ということだと思うんですが、この辺、どのような見通しがあるのか、ちょっと教

えていただけたらと思います。 

○森本部会長 三木さんの今の御質問は、経営的な視点も入れて管理のあり方ということ

です。 

 長谷室長の方から。 

○長谷室長 マガレイやハタハタについて、具体的にということは特にないと思うんです

けれども、総論として、きのう広域委員会、本委員会で説明いたしましたように、今後の

計画策定なり、もう既に策定したものでも見直しをしていきますから、そういった中で努

力量の削減という痛みを伴う話だけですと、なかなか合意形成もできませんので、そうい

った中で痛みの話だけではなくて、付加価値をつけるだとか、加工の話ですとか、あるい

はコストを削減するというようなことで、経営にプラスになっていくんだという要素を取

り込むことによって、結果的に資源回復、努力量削減の取り組みも加速させていくと。 

 そういうことも予算的に今後は支援できるよう、来年度予算について要求しているとい

うことですので、そういう予算ができましたら、今ある計画についても、そういう視点で
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何ができるのか、計画をもっといい形にもっていくために何ができるのかということをそ

れぞれの計画、それぞれの資源について検討していくという流れになっていくんだと思っ

ております。 

○森本部会長 よろしいですか。 

 ほかにないですか。ないようでしたら、次の議題に入りたいと思います。 

 

資源回復計画の進捗状況について 

 

○森本部会長 議題２の日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の進捗状況でござい

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７月に計画の公

表を行い、各県の削減措置の追加に伴い、適宜計画の見直しを行ってきたところでござい

ます。 

 削減措置としては、平成 15 年度に青森県と秋田県で減船の実施を行い、山形県で３月に

ハタハタに対する漁具の改良を実施したところでございます。また、今年度は青森県から

新潟県の各県が保護区域の設定や係船休漁を実施しているところでございます。 

 そこで、前回の部会以降の漁業者協議会の開催状況について事務局から報告を受けた後

で、日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の進捗状況について説明を受けたいと思

います。 

 よろしくお願いします。 

○渡部資源管理計画官 議題２について御説明させていただきます。座って説明させてい

ただきます。 

 まず、資料２－１でございます。漁業者協議会等の開催実績につきましては、本年３月

に行われました部会以降のものを掲載しております。北海道から富山県までの開催状況と、

ページが３枚目になりますが、全漁連及び水産庁で行いました津軽海峡におけるマダラ資

源等に関する協議会等を載せております。 

 日本海北部会としましては、この間、44 回の漁業者協議会、行政・研究担当者会議を実

施しております。漁業者協議会では、主に候補魚種の検討についてや、道や県単独で行う

資源回復計画や包括的資源回復計画などについて、漁業者へ説明をし協議を行ってきまし

た。また、津軽海峡のマダラ資源については、青森県と北海道において協議を継続中とい

うことです。 
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 なお、昨年、15年度中の開催されました漁業者協議会等は全体で 119回行っております。

この間、漁業者の方々には土曜日やしけなどのときに協議会を開催していただきまして、

大変御苦労をおかけしているような状態です。 

 マガレイ、ハタハタ資源の回復計画の漁獲努力量の削減措置実施について、協議会の中

では積極的な意見や各地区で合意形成を図っていただいたというのが、この間の協議会と

行政・研究担当者会議の状況でございます。 

 続きまして、２－２としまして、マガレイ、ハタハタ資源回復計画の進捗状況について

御説明させていただきます。今ほど部会長からもありましたが、各県が行っております漁

獲努力量削減実施について、具体的に載せております。 

 まず、マガレイ、ハタハタ双方に対応した削減措置としまして、青森県が 15 年度に沖合

底びき網漁船を１隻減船、秋田県におきましては小型底びき網漁船を２隻減船しておりま

す。また、山形県では小型底びき網、沖合底びき網で、これは県予算との関連もあります

けれども、引き続き休漁等についての検討を行っていくということになっております。 

 マガレイに対応した削減措置でございますが、青森県で小型定置網、底建網で漁獲され

る小型魚、全長で 15 センチ未満の再放流を本年４月１日より実施しております。青森県の

実施状況としましては、漁業者の方々がその都度行っているという報告も受けております。 

 秋田県では、沖合底びき網、小型底びき網漁業、刺し網漁業で保護区域を本年４月１日

より実施を開始しております。 

 山形県では、沖合底びき網、小型底びき網で保護区域を設定しました。これは６月１日

から６月９日まで行っております。また、かれい刺し網では、来年３月１日から３月 31

日の間、保護区域を設定する予定であります。 

 新潟県では、板びき網漁業が係船休漁を９月１日から９月 15 日の間、実施をしました。

なお、この間に公共事業によります海底清掃、また板びき網漁業者の方々が代替漁業を選

択するなどしまして、マガレイ操業を行わなかったということになります。 

 また、板びき網漁業以外の沖合底びき網、小型底びき網、刺し網漁業の方々が、板びき

網が操業する操業区域を９月１日から９月 15 日の間、保護区域として設定していただいて

実施しております。 

 新潟県では、そのほかに本年 12 月以降になると思いますが、漁具改良を実施する予定で

あります。 

 ハタハタに対応しました削減措置としましては、山形県が３月に漁具改良を行っており
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ます。先ほど三木委員から言われました質、コストの話の中にかかわるかどうか、ちょっ

と自信がないんですが、漁業者から「今まで小さなハタハタがいっぱい入ってきて、選別

作業もいろいろ苦労した。今回、漁具改良をした結果、魚体も大きくなってきて値段もよ

くなった」と、漁具改良を行った春先の漁では、そういう声が具体的に上がってきている

のが漁具改良の結果ということになっています。 

 以上がマガレイ、ハタハタ資源回復計画の進捗状況になります。漁業者協議会の開催実

績等と含めまして、御説明させていただきました。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ただいま進捗状況につきまして、削減措置また支援措置について、おおむね予定どおり

実施されているという説明でございました。本件につきまして、御意見、御質問等ござい

ますでしょうか。 

 ただいま事務局より説明がございました日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の

進捗状況につきまして、本部会としましては、特に問題等はないというふうに見受けられ

ますので、引き続き資源回復計画の実施に努めていただきたいと思います。 

 続きまして、日本海北部会における資源回復計画対象魚種候補の検討状況についてでご

ざいますが、前回の部会で魚種ごとの取り組み方について検討をし、次回部会において検

討結果を踏まえた方向性について整理をするということになっていたと思います。 

 本部会までの間に対象魚種候補の取り扱いについて、漁業者協議会等で各地域の実情に

あった話し合いがなされてきたと聞いております。その後の対象魚種候補の検討状況につ

いて、事務局より説明をお願いしたいと思います。 

○渡部資源管理計画官 資料３をもとに御説明させていただきます。また座らせていただ

きます。 

 今まで当北部会に候補魚種として挙げておりますのが資料３にあります８魚種になりま

す。それぞれの魚種ごとに漁業者協議会等での検討状況を魚種の次に書きまして、一番右

端に今後の取り扱いということでまとめております。 

 まず、マダラにおきましては、陸奥湾津軽海峡繁殖群について、青森県が資源回復計画

策定へ取り組むという方向性を決定しております。具体的には、北海道と協議を現在、継

続しているという状況であります。ですので、今のところでは、これは広域の中で引き続

き検討していくということになります。 

 津軽海峡というところが当部会の海域に当たりますため、日本海北部会でも御報告して
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いるのですが、具体的に青森県と北海道の関係する海域が太平洋北部会にまたがる海域で

ありますので、具体的な事務局としましては、仙台漁業調整事務所が担当しております。

なお、当部会にも関係がありますので、状況等については逐次、今後も報告させていただ

きたいと思います。 

 ズワイガニについてですが、漁業者協議会において資源回復計画策定への同意はこの間、

各道県において得られておりません。ですので、今部会以降、広域としての資源回復の対

象魚種からは取り下げることとして御報告させていただきます。 

 なお、この次のページにあります参考の中に、道県が単独での魚種別の資源回復計画や

包括的資源回復計画の作成に向けてということで取り組み状況を載せておりますが、山形

県が底びき網で包括的な回復計画ということで、アンコウを新たに魚種に含めながら、こ

のズワイガニについては検討を進めていきたいというふうに聞いております。 

 次にスケトウダラです。ズワイガニと同じように、日本海北部会の中では、漁業者協議

会において同意は得られておりません。ですので、広域としての対象魚種からは取り下げ

るということを御報告いたします。 

 次にヤナギムシガレイです。ヤナギムシガレイ自体がマガレイと同じ漁業種類によって

漁獲されており、マガレイ、ハタハタの資源回復計画の実施がされている中で、それを見

ながら資源管理効果を期待していきたいという声があります。今部会以降として、広域で

の対象魚種としては取り下げるということがそれぞれの道県の漁業者協議会ではなってお

りますが、新潟県が包括的な資源回復計画として検討を行っていくということで進めてお

ります。 

 次にホッコクアカエビです。これ自体が資源動向が中位横ばいということでもあるんで

すが、漁業者協議会の中では、資源回復をつくるということの同意は得られておりません。

ですので、ホッコクアカエビにつきましても、広域としての対象魚種からは取り下げると

いうことを御報告します。また、これにつきましては、単独での計画や包括的な計画にも、

どこの県でも取り組まない状態になっております。 

 ヒラメにつきまして、ホッコクアカエビと同じように、今部会以降の広域魚種としての

対応からは取り下げるということでまとまっております。なお、新潟県が包括的資源回復

計画として考えており、山形県が県単独での魚種別または底びき網関係で含める包括的資

源回復計画ということで検討をすることになっております。次の資料の中では、魚種別と

いうことになっておりますが、ヒラメについては、山形県も考えていくという状態です。 
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 マダイにつきまして、これも広域としての候補魚種から取り下げるということで、各道

県の漁業者協議会の中では意見として挙がっております。 

 次にベニズワイガニですが、前回の部会でも御報告いたしましたように、当部会の関係

漁業者、新潟県に２隻、日本海ベニズワイガニ漁業者がおりますが、その方々と日本海西

部会の漁業者の方々で資源回復計画を作成中であります。なお、漁業者数等が島根、鳥取

ということで、あちらの方が中心になっておりますので、ベニズワイガニの資源回復計画

の作成は、境港漁業調整事務所が事務局として担当しております。現在では、17 年度予算

の関連等で漁獲努力量削減措置をどのように行っていくかということを検討していると、

予算との関連で進めているというふうに聞いております。 

 以上が今まで当部会に御提案していました対象候補魚種の検討状況でありますが、広域

として残るのはマダラとベニズワイ、それ以外では県単独の魚種別または包括的でという

ことで、次のページに書いてあるような魚種が今まで御報告していた魚種以外でもあるの

ですが、今まで広域で御報告した中の取り扱いとしましては、マダラ、ベニズワイを除く

ものが、当部会としては対象魚種としないという漁業者協議会の意見があったことをまず

御報告いたします。 

 なお、参考の部分だけを簡単に御説明させていただきます。北海道の日本海側ではハタ

ハタを検討しています。青森県では、陸奥湾口でのイカナゴ、ウスメバルという魚種を検

討しております。山形県では、先ほども言いましたが、底びき網の包括的なもの、また魚

種別としてはシロギス、ヒラメという魚種を県単独等で検討していくということです。新

潟県におきましては、ウスメバル、底びき網の包括的なもの、佐渡におけるナマコを県単

独で回復計画に検討していくということを進めております。また、富山県におきましては、

シロエビを高度資源管理指針に基づいた質、コスト等で検討していくということでまとめ

ております。 

 以上が当部会へ今まで御提案していました魚種の取り扱いということでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から説明がございましたが、それぞれの時期、候補魚種につきまして、

各道県で漁業者協議会を開催して、取り扱いについて話し合われた結果、現在実施中のマ

ガレイ、ハタハタ資源回復計画に参画している漁業種類が重複をしておるということが１

点。それから、一部の魚種については、広域にまたがる魚種としては取り扱いづらいとい
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う意見が漁業者より出てきているために、広域における資源回復計画候補魚種としては取

り下げることとするという報告がございました。マダラとベニズワイについては、今後も、

さらに広域魚種として検討していくということでございます。 

 また、参考情報として、道県において単独で取り組む地先魚種、また漁業種類ごとに包

括的資源回復計画を策定する考え方などが説明されました。 

 以上の説明について何か御意見、御質問等ございますでしょうか。 

○長谷室長 資源回復の対象魚種の検討状況については、今、事務局から説明のあったと

おりなんですけれども、若干つけ加えさせてください。 

 資料３のスケトウダラ、日本海北部系群なんですけれども、私、おとといからきのうの

朝まで北海道へ行っておりまして、まだ中村委員にもお話しておりませんが、桧山漁協へ

行ってまいりました。それはなぜかと申しますと、資源回復の話ではなくて、来年度のＴ

ＡＣ設定の件で行ってまいりました。 

 資料３を見ていただきますと、各道県の検討状況課題等の欄、２行目にありますように、

漁獲の大部分は北海道です。関係漁業種類ということで、底びき網、沖底、書いてありま

すけれども、沖底だけではなくて、沿岸の方の刺し網なり、はえなわ漁業で相当量がとら

れております。 

 そういった中で、この資料では資源は低位であるが増加傾向であると、漁業者協議会な

り浜の実感としては、こういう状況なんだと思うんです。このとおりなんだと思うんです

けれども、水研の方のＴＡＣに関連した仕事、研究調査の方では、低位でよくないと、今

後さらに悪くなる可能性もあるという評価が出ておりまして、そういった中で来年度のＴ

ＡＣ設定どうするかという件で行ってまいりました。 

 漁業者協議会での検討状況は事務局が報告したとおりではあるんですけれども、その中

で出た話として、参考として聞いていただきたいんですが、今後の資源状況いかんによっ

ては、桧山漁協は、はえなわ漁業なんですけども、冬場ですね、暮れから操業が始まりま

すけれども、そこでの操業いかんによっては、資源の状況を見て、必要であれば、いろい

ろ対策を取っていかなければいけないという話もあるのではないかと、そういった場合に

は改めて資源回復計画で取り組むとか、そういったこともあり得るのではないかという話

題が出たという程度なんですけどね、ということです。 

 ですから、また年度末に部会が開かれると思いますけれども、半年でどうなるかわかり

ませんけれども、その場で、着手期限ということで今年度ということになっておりますの
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で、冬場の様子を見て御報告したいというふうに思っております。 

 追加で御説明いたしました。 

○森本部会長 今の広域魚種、広域として扱うということですか。 

○長谷室長 扱いは、そこまでは話しておりません。資源の分布からいけば、広域的な資

源であることは間違いないと思いますけれども、扱いがどうなるかということを含めて、

今後の半年で考えていきたいなと思っております。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 北海道の桧山漁協ですか、スケトウダラの状況について、最新の情報を室長から説明し

ていただきました。 

 ほかに……。 

○齋藤委員 山形なんですけれども、事務局から進捗状況なり、その後の対象魚種の中で

のいろんな説明がありました。私も、広域の委員から、いろいろやっている関係から、責

任の一端を担いながら組合員にいろいろと説明をし、合意形成を取りつけるために県と一

緒になって説明責任を果たしながら、その調整の中でいろいろ努力をしておるわけであり

ますけれども、なかなか思うように進まない。これが実態であります。 

 それは何だかというと、漁師はとらなければ金にならない。これから 10 年、20 年先の

ことを考えて、今とらなければ我々の経営がどうなるのと。今でも苦しいのに、いろんな

規制があって、とらなければ我々の漁業経営がまだまだ苦しくなるんじゃないか。それを

救済する何かがあるんですかと、こういうことも、生の声として、実態としてあります。

これは当然だと思うんです。 

 今、いろいろとあるように、最初のマガレイなりハタハタの資源回復計画の対象魚種に

つきましては、合意形成も取りつけておられる段階の中で実施しているものもありますし、

その中で実績が出てくれば、「これはいいものだ。すぐやろうよ」と、こういう意欲もわい

てくるんですけれども、今やった段階の中では、その成果がまだ見えてこない。こういう

状況もありますので、次の段階に進むということになりますと、今申し上げたように、大

変厳しい意見が出ておるということが実態であります。 

 ここで、いろいろ検討状況の中でもありますように、山形県の場合はシロギスなりヒラ

メあるいはアンコウとありますが、これらについても、県単独でいろいろとやろうという

ことで説明を申し上げ、いろいろ合意形成のために努力をしておるわけでありますが、な

かなか思うように、「じゃ、いいだろう」というようなことになっていないという状況もあ
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りますので、さらに当局の意にかなうような状況の中で、少なからず、その期待に近づけ

るように努力をしてまいりたいと思いますので、国の方におかれましても、支援策の関係

につきましては弱くならんように、漁業者の期待にこたえられるような支援策を、さらに

講じていただくための検討もお願いをいたしたいと、要望を申し上げながら、御意見とし

て申し上げます。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 地元の漁業者の賛同を得て、こういった計画をつくっていくというのは難しいわけでご

ざいますけれども、それぞれ引き続き御努力をいただきたいと思います。また、国におか

れましても、検討いただきたいと思います。 

○長谷室長 しつこくなりますから簡単に申し上げますけれども、支援策については弱く

ならないようにというお話でしたけれども、現状以上のもので要求はしているんですが、

こういう財政事情ですから、財務省から冷たいあしらいを受けておりますけれども、プラ

スはなくても、マイナスにならないように最低限、頑張りたいと思っておりますし、合意

形成のところは、そういう難しさを踏まえて、繰り返しになりますけれども、質だとかコ

ストのこともできるようにと、この部分もいろいろ財務当局とやっておりますけれども、

そういう要素を取り入れることによって、合意形成が今までよりは漁業者にメリットがよ

り見える形で計画策定ができるようにという趣旨で入れております。 

 これも財務省もありますし、きのうの話の三位一体で廃止要求されちゃっているもので

すから、どうなるかというところはありますけれども、いずれにしても、交付金の形でや

るか、県の独自財源でやるかというだけの違いだと思いますけれども、そういう要素を組

み合わせて計画策定を加速させていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○齋藤委員 よろしくお願いします。 

○森本部会長 どうもありがとうございました。 

 ほかにないようでしたら、ただいま事務局より説明のありました広域部会で取り扱う次

期候補魚種の今後の取り扱いについて、本部会として了承をしてよろしゅうございますで

しょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本部会長 それでは、資料にありました今後の取り扱い方向に沿って、さらに進めて

いただくようお願いをいたしたいと思います。 
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 また、道県単独での資源回復計画や漁業種類ごとの包括的資源回復計画作成についても、

計画の進捗状況の作成状況について、適宜本部会へ報告をいただきたいと思います。 

 

マガレイに係るＴＡＥ設定の考え方について 

 

○森本部会長 続きまして、議題３のマガレイに係るＴＡＥ設定の考え方についてでござ

います。 

 平成 15 年 12 月３日にマガレイをＴＡＥ対象魚種として政令指定を行い、各県における

漁業種類ごとにＴＡＥ設定を進めていると聞いております。 

 今回、刺し網漁業を追加すること等に係るＴＡＥ設定の考え方を事務局より説明をお願

いします。 

○加藤計画係長 水産庁管理課ＴＡＥ班の加藤でございます。座って説明させていただき

たいと思います。 

 資料４なんですが、マガレイに係るＴＡＥの設定について、日本海北部マガレイ、ハタ

ハタの資源回復計画を平成 15 年７月に策定、公表しておりますけれども、これについての

新たな刺し網のＴＡＥ設定を今回、考えております。 

 このＴＡＥの設定、それから管理についてなんですけれども、ＴＡＥの設定、管理につ

きましては、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律で、海洋生物資源の種類ごと、採

捕の種類、海域、期間、これらを具体的に定めてＴＡＥ管理を行うことになっています。 

 この中で海洋生物資源の種類に関しましては政令で定めることとなっておりまして、現

在のところ、アカガレイ、サメガレイ、サワラ、トラフグ、ヤナギムシガレイの５魚種プ

ラス、昨年、この計画に基づくマガレイを追加して６魚種を指定しているところです。 

 それから、採捕の種類。漁獲努力量の指標ということなんですが、これにつきましては

省令で定めるということになっていまして、沖底、小底、中型まき網、はなつぎ、さわら

流し網、さわら船びき網、この６漁業種類につきましての漁獲努力量の指標を定めて、今

まで運用してきております。 

 マガレイの魚種指定は、今言いましたように、昨年の新たな魚種指定に基づいて、底び

きですね、小底と沖底について既にＴＡＥの導入を行っているところなんですけれども、

今回、刺し網でのＴＡＥの管理を行っていくということで考えております。 

 ＴＡＥ設定の具体的な考え方につきましては、資料４の２にありますとおり、資源回復
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計画で漁獲圧力が高まる可能性が高い部分に関しまして、従来以上の漁獲圧力をかけない

ようにするために、漁獲圧力の上限を設定して管理するということになっています。 

 その漁獲努力量の指標というのは、操業日数、操業隻数の積、操業隻日数ということで

かける予定になっています。従来の６漁業種類に関しましても、すべてこれでやっており

ます。具体的なＴＡＥの設定、数値に関しましては現在、関係者と調整を図らせていただ

いているところです。 

 ＴＡＥの設定に係るスケジュールについては、11 月に開催予定の水産政策審議会に基本

計画を諮ることになっていまして、その中でＴＡＥの具体的な数値と期間を諮問する予定

になっております。 

 以上が、マガレイの刺し網に関するＴＡＥの管理、設定についてであります。いずれに

しましても、せっかくの資源回復計画目標達成のための削減措置を行う中で、きちっとし

た管理をやっていくという関係者の熱い思いもありますので、ぜひともいい形になってや

っていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明によりますと、刺し網漁業について、関係漁業者と協議し

ながら、ＴＡＥ管理に追加していくということにしているようでございます。ＴＡＥ管理

は資源回復計画の資源回復措置の効果の担保に重要な措置でございますので、適切な実施

をお願いしたいと思います。 

 何か御質問ございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

 

そ  の  他 

 

○森本部会長 その他ということでございますが、その他の中で、事務局より部会事務規

程の変更についての提案があるようでございます。変更内容は水産庁内部の規定の変更に

伴う部会事務局規程第２条、15 条の改正であります。 

 これにつきまして、説明をお願いしたいと思います。 

○加藤計画係長 引き続きまして、資料５に基づき日本海北部の事務規程の変更というこ

とで御説明させていただきたいと思います。 
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 漁業調整事務所が各地にありますけれども、この漁業調整事務所の管轄区域は、実は農

林水産省の組織規則で定められております。その所掌事務に関しましても、この規則で定

められております。 

 実は管轄区域と所掌事務のところが若干食い違いがありまして、所掌事務については、

日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務に関しましては、新潟漁業調整事務所で

やることになっております。ただし、括弧で、「管轄区域のみに限る」という言葉が入って

おります。 

 その中で、青森に関しましては、新潟漁業調整事務所の管轄ということにはなってはい

ないんですけれども、北部会に関しましては、青森は太平洋も有するんですけれども、日

本海も有するということで、北部会に当然入って審議しています。その辺の事務のやりづ

らさを踏まえて、事務規程の改訂をしております。 

 今回、それにあわせて北部会の事務規程が、これまで事務局は水産庁内に置くというこ

とと、第 15 条で、部会の庶務は水産庁に置いて処理するということになっておりましたが、

ここのところを新潟漁業調整事務所ということで明確にし、変更するものです。 

 これまでも、事実上、新潟漁業調整事務所で執り行われておりましたけれども、ここの

中ではっきりと明記するものです。ただ、14 条の方で、この部会の事務規程の変更に関し

ましては部会の議決ということになっておりますので、今回、資料５として提案したいと

いうことにしております。 

 以上です。 

○ありがとうございました。 

 事務規程の変更につきまして、何か御意見等ございますでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○森本部会長 ありがとうございました。ないということでございますので、事務規程の

一部変更については、この案で決定し、本日付けで変更したいと思います。 

 以上で、本日、事務局で予定していた審議事項は終了しましたが、その他として本日の

部会で取り上げる事項はございませんでしょうか。――ないようでございます。 

 最後に、次回部会の開催日程について確認しておきたいと思います。次回の部会の開催

日程等につきまして、予定を事務局より説明をお願いします。 

○渡部資源管理計画官 第８回北部会につきましては、例年にならいまして、来年の２月

から３月ごろを予定しております。 
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○森本部会長 ありがとうございました。 

 次回日程につきまして、来年２、３月ごろをということでございますが、次期の日程の

調整につきましては私の方で事務局と調整を図らせていただきたいと思いますので、いか

がでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の委員会はこれにて閉会をいたしたいと思います。委員の皆様方、御臨

席の皆様方におかれましては、長時間にわたりまして貴重な御意見をありがとうございま

した。 

 なお、議事録署名人の小坂委員と和田委員におかれましては、後日、事務局より議事録

が送付されますので、署名の方、よろしくお願いをしたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

閉     会 

 

○森本部会長 これをもちまして、第７回日本海北部会を閉会させていただきます。 
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