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水産庁新潟漁業調整事務所 

 



日本海・九州西広域漁業調整委員会 第８回日本海北部会 

 

１．日 時 平成１７年３月１５日（火） １３：３０～１５：３０ 

２．場 所 第一ホテル両国 ５階 北 斎 

３．出席者 

（委 員） 

 森 本   稔   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  政 昭    宮 本  光 矩  

 三木 奈都子 

（臨席者） 

 北海道水産林務部漁業管理課   主 査   山本 雄二郎 

 青森県農林水産部水産振興課   主 幹   天野 勝三 

   〃     技 師   田澤 亮 

 青森県西部海区漁業調整委員会事務局  主 幹   山口 千代光 

 秋田県農政部水産漁港課   主 幹   池端 正好 

   〃     主 幹   川本 範治 

 山形県庄内総合支庁水産課   技 師   大川 恵子 

 新潟県農林水産部水産課   主 任   大江 貢弘 

 富山県農林水産部水産漁港課   主 任   野沢 理哉 

 社団法人全国まき網漁業協会   参 与   福田 哲也 

 社団法人全国底曳網漁業連合会   業 務 課 長   郡司 理 

 独立行政法人水産総合研究センター 

 北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部  部 長   水戸 啓一 

 水産庁 

  資源管理部     部 長   竹谷 廣之 

 〃 管理課    課 長   武田 真甲子 

    〃   資源管理推進室 室 長   長谷 成人 

     資源管理企画班 課 長 補 佐   大橋 貴則 

      企画調整係長   中本 裕之 
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     管理型漁業推進班 指 導 係 長   松本 昌士 

     ＴＡＥ班  課 長 補 佐   阿部 智 

      計 画 係 長   加藤 健司 

      計 画 係 員   古賀 剛 

  増殖推進部 漁場資源課 沿岸資源班  課 長 補 佐   青木 保男 

      調査企画係長   宮崎 孝弘 

      漁海況係長   笠原 光仁 

  北海道漁業調整事務所   資源管理係長   古俣 明伸 

  境港漁業調整事務所    所 長   森 義信 

      資源管理計画官   上田 勝彦 

  新潟漁業調整事務所    所 長   栗田 雅弘 

      資源管理計画官   渡部 勝弘 

      資源管理係長   永井 周 

      総 務 係 員   松田 なつき 

 

４．議 事 

（１）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 

  ② スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画 

  ③ マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画 

  ④ 道県における資源回復計画の状況 

（２）その他 
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５．議事内容 

開     会 

 

○事務局（渡部） 定刻より若干早めでございますが、委員の皆様全員おそろいですので、

ただいまから日本海・九州西広域漁業調整委員会の第８回日本海北部会を開催させていた

だきます。 

 私、新潟漁業調整事務所の渡部と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は、委員数１５名のところ、過半数を超える１３名の委員の御出席を賜っており、

部会事務規程第５条の規定に基づき本部会は成立していることを御報告いたします。 

 それでは、森本部会長、議事進行をお願いいたします。 

○森本部会長 本日は大変お忙しい中、委員の皆様には御出席いただきまして、まことに

ありがとうございます。 

 昨年は日本列島に台風が１０個も上陸するという、日本海側を含めまして当部会等関係

道県におきましては、災害に遭われた方々には心からお見舞い申し上げます。 

 また、昨年１０月２３日に発生しました、新潟県中越地震においては、甚大な被害をも

たらし、被災に遭われた新潟県民の方々にもお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い

復興を祈念いたします。 

 さて、昨年１０月１４日に開催いたしました第７回日本海北部会においては、「日本海北

部マガレイ、ハタハタ資源回復計画見直し（案）」や、「日本海北部会における資源回復計

画対象候補魚種」について審議の上、承認をしたところでございます。 

 特に、魚種にかかる資源回復計画は平成１６年度中に着手することになっておりまして、

本日の部会での承認が必要となります。 

 そこで、本日の部会で委員の皆様に審議していただく事項は、議題に書いてありますよ

うに、「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、「スケトウダ

ラ日本海北部系群資源回復計画（案）」について､「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画（案）」

について、「道県における資源回復計画の状況」について、となっております。 

 なお、当部会にかかわりのある「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画（案）」や、「平

成１７年度資源回復計画関係予算」につきましては、明日行われる本委員会で審議するこ

ととなっております。 
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あ い さ つ 

 

○森本部会長 それでは、議事に入る前に本日、お忙しい中水産庁から竹谷資源管理部長

が御出席でございますので、ごあいさつをいただきたいと思います。 

○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の竹谷でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 第８回の日本海・九州西広域漁業調整委員会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存じます。 

 委員の皆様方におかれましては、年度末の大変お忙しい中お集まりいただきまして、心

より御礼を申し上げたいと存じます。 

 こちらの部会におかれましては、資源回復計画の一番先行的事例でございます、日本海

北部のマガレイ、ハタハタ資源回復計画を初めとして、多くの資源回復計画につきまして

御審議をいただいているところでございます。とりわけ、このマガレイ、ハタハタの資源

回復計画におけるハタハタにつきましては、先行的に秋田県で禁漁を３カ年行われ、また、

資源管理協定によりまして､日本海の青森から新潟に至ります４県の皆様方が小型魚の採

捕を抑制されるということ、また、秋田県におかれましては､県のＴＡＣという形の取り組

みを行われる。それに加えまして、皆様方御審議いただいた形で、資源回復計画を加えて

休漁措置等とっていただいたということがございまして、大きく成果を順調に上げてきて

いるところでございます。秋田県を初めとしまして、各県におかれまして、ハタハタの漁

獲が好調に伸びているというふうに伺っている次第でございます。 

 ここに至ります過程におきましては、関係者の皆様方、漁業者を初め皆様方の大変な御

尽力があったことを伺っておりますし、また、この場をかりまして心より敬意を表したい

と存ずる次第でございます。 

 先ほど部会長のお話にもございましたように、３月末をもちまして､魚種別の資源回復計

画の着手の一応の期限ということになっております。そうしたことがございますものです

から、本日のこの部会におかれましても、一つはスケトウダラの日本海北部の資源回復の

問題、それから、マダラの陸奥湾産卵群の資源回復の問題につきまして、後ほど御審議を

いただく運びとなっております。ぜひとも御審議をいただきまして､着手に向けて前進して

いただければと思う次第でございます。 

 このように、こちらの部会におかれましても、資源回復について積極的に取り組んでい

 - 4 -



ただいているわけでございますが、ほかの部会におきましても、資源回復計画の着手期限

を控えまして順調に取り組みを進めていただいておりまして、今のところ、これから数日

間御審議いただく場がございますので､最終的な数字にはなっておりませんけれども、それ

でもやはり５０種類、５０魚種を超える多くの資源回復計画が実施計画、さらには着手と

いったことを合わせますと、５０種以上の魚種につきまして資源回復計画が緒につくので

はないかというふうに期待している次第でございます。こうした資源回復計画は非常に重

要なものでございますので、ぜひとも成功に結びつけていきたいと思うわけでございます。 

 国におきましては、これにつきまして皆様方御案内のように予算措置を講じているわけ

でございますが、この予算につきましても、１７年度からちょうど国と地方の財政の見直

しという中で、三位一体の見直しということがございまして、今までの様相と若干変わり

まして、「強い水産業づくり交付金」という形で、地方により裁量の効く形の交付金という

形に大くくり化をするという見直しを行っているところでございます。また後ほど説明が

あろうかと思います。 

 また、１７年度以降の資源回復計画に対する支援といたしましては､今進めてまいりまし

た魚種別の資源回復計画に加えまして､漁業種類ごとに定置網でありますとか、底びき網漁

業でありますとか、そういったような形を踏まえまして、「包括的な資源回復計画」に対す

る支援も加えていきたいというふうに考えております。そうした取り組みで、資源回復計

画を強力に応援させていただければというふうに考えている次第でございます。 

 資源回復計画は、すぐに成果ということが目に見える形で出てくるものはなかなか少な

いわけでございます。また、資源回復計画をつくるに当たりましても、科学的な知見が十

分とは言いがたい面もございます。そうした中で皆様方の御苦労は非常に大きかったので

はないかと思うわけでございますが、おかげさまで一つの区切りを迎えてきております。 

 そうした中で、単に漁業者の方々の取り組みだけではなく､流通業者、加工業者の方も資

源回復計画に協力していただけるという体制が整いつつある資源回復計画もございます。

こうした取り組みを全国的に広げて、国としても一層の応援体制を整えていきたいという

ふうに考える次第でございます。ぜひとも皆様方の御指導、また御審議方をよろしくお願

いしたいと思います。 

 最後になりましたが、お集まりの委員の方々のますますの御健勝、御発展を祈念いたし

まして、簡単ではございますが、私の方からのごあいさつにかえさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 
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○森本部会長 竹谷資源管理部長、どうもありがとうございました。 

 

委員の紹介 

 

○森本部会長 本日の部会から、昨年夏に急逝されました三門委員の後任として、兵庫県

機船底びき網漁業協会副会長の宮本政昭委員が新たに大臣選任委員として出席されており

ますので、御紹介をさせていただきます。 

○宮本（政）委員 宮本です。よろしくお願いします。 

○森本部会長 宮本委員、どうもありがとうございました。 

 

資料の確認 

 

○森本部会長 それでは､引き続き部会の議事に入りたいと思いますが、まずはお配りして

あります資料の確認を事務局より行いたいと思います。 

○事務局（渡部） お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。 

 まず、議事次第、委員名簿、出席者名簿、本日の配席図､それから、資料１－１としまし

て、平成１６年度に開催されました「行政・試験研究担当者会議及び漁業者協議会等の開

催実績」、資料１－２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１－３といたしまして「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の見直しにかか

る新旧対照表」、資料２といたしまして「スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画につい

て」､資料３といたしまして「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画について」、資料４いたし

まして「道県における資源回復計画候補魚種等の整理状況」をご用意させていただきまし

た。 

 なお、「広域漁業調整委員会ハンドブック」を水産庁が作成しましたので、委員の皆様に

は本日お配りしております。なお､道県または業界の方々でこのハンドブックが必要な方に

は、管理課より送付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、お手元にお配りしてあります資料等が不足しておりましたら、事務局よりお渡し

いたしますのでお申し出下さい。 

 それでは、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。 

 - 6 -



 皆さん、お手元に資料はございますか。もしなかったら、後で事務局の方に申し出てく

ださい。 

 

議事録署名人の選任 

 

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

る本部会の議事録の署名人を選出しておく必要があります。これにつきましては会長から

２人以上の指名となっておりますので、僭越でございますが、私の方で指名させていただ

きたいと思いますが、これまでも名簿順に担当していただいていましたので、今回の部会

議事録の議事録署名人としては、海区漁業調整委員会の互選委員の方から山形県互選の齋

藤委員、大臣選任委員の方から冨田委員のお二方にお願いいたします。どうぞよろしくお

願いします。 

 

         資源回復計画の進捗状況について 

日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画 

 

○森本部会長 それでは、議事に移りたいと思います。 

 議題の①「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の進捗状況」について入りたい

と思います。「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画」については、平成１５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。 

 これまでの削減措置は、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、係船休漁及び漁具改良を実施したところでございま

す。 

 そこで、事務局よりこれまでの漁業者協議会の開催状況と「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。 

○事務局（渡部） それでは、座らせて説明させていただきます。 

 議題の中の①について御説明させていただきます。資料１－１でお配りしてあります漁

業者協議会の開催実績等についてです。 
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 北海道から富山県の漁業者協議会開催状況と、５ページ目にあります水産庁、その４ペ

ージ目に全漁連を載せております。道県、水産庁及び全漁連がそれぞれ主催しました漁業

者協議会及び行政・研究担当者会議等を記載しております。 

 平成１６年度には、各地区で漁業者協議会が延べ回数で５６回開催され、行政・研究担

当者会議が９回行われております。水産庁や全漁連で行いました漁業者協議会、行政・研

究担当者会議は１７回を数えております。 

 漁業者協議会では、前回の部会で報告してあります候補魚種の検討についてや、道県単

独に行う資源回復計画や包括的資源回復計画などについて、漁業者の方々と協議を行い、

回復計画着手の了解を得て、各海区漁業調整委員会へ諮問を図るべく、道県の担当者の方々

には御苦労をおかけしているところです。 

 また、スケトウダラやマダラについても協議をしていただき、今回の当部会へ御報告す

ることとなっております。 

 なお、回復計画策定に向けて、平成１３年度より今年度まで開催されました漁業者協議

会等は、北海道から富山まで３７８回を数えております。漁業者の方々には、土曜日など

の休みのときや、時化で出漁ができないときなどを利用し協議会を開催しましたので、開

催当日に御足労等をおかけしたところです。 

 そのような中で、マガレイ、ハタハタ資源回復計画をはじめ、漁獲努力量の削減措置実

施について、積極的な御意見や具体的な漁具改良に関する御提案をしていただき、各漁業

種類ごと及び各地区で合意形成を図っていただいてきたところです。 

 協議会の開催実績については、以上です。 

 次に資料１－２で、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。 

 まず、マガレイ、ハタハタ双方に対応した措置としまして、青森県の沖合底びき網漁船

と秋田県の小型底びき網漁船の減船を平成１５年度に実施しております。山形県では、今

後の予算措置ともかかわってきますが、底びき網漁船の休漁は、引き続き検討を行うこと

になっております。 

 マガレイに対応した措置としまして、青森県は、小型定置網における小型魚、全長１５

ｃｍ未満の放流を平成１６年４月より実施しております。 

 秋田県は、沖合底びき網漁業と小型底びき網漁業が２カ所の海面保護区を設定し､刺し網

漁業では秋田県は４地区がそれぞれ１カ所ずつ、計４カ所の保護区を実施しております。 
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 山形県は、６月１日から６月９日までの間、沖合底びき網漁業と小型底びき網漁業の保

護区域の設定を実施しました。また、かれい刺し網漁業については、この後見直しの件で

御説明いたしますが、本年３月１日から３月５日と３月１日から３月７日までの保護区と

休漁を実施しました。 

 新潟県は、板びき網漁業の６７隻が昨年９月１日から１５日の間､係船休漁を実施してお

ります。この期間に板びき網漁業の操業区域を、沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業は、

かけまわし漁船、それと刺し網漁業が板びき網の操業区域を保護区として実施しておりま

す。これは、板びき網漁業が係船休漁している間、ほかの漁業が操業区域でマガレイをと

らないということで合意しましたので、保護区として実施しております。 

 なお、資源回復計画支援基盤整備事業による、新潟県の下越地区で漁場環境保全創造事

業として、係船休漁中の４７隻を活用しまして、約７，０００へクタールの新潟県下越地

域を対象に海底清掃を実施しております。本事業は、平成１９年度までを実施計画年度と

しており、平成１７年度においても実施予定であります。 

 新潟県の漁具改良については、板びき網漁業の漁船を対象に、本年２月に新潟地区の漁

業１８隻に対して実施しました。平成１７年度以降にも、残りの下越地区の漁船の漁具改

良を実施する予定です。 

 ハタハタに対応した措置としましては､山形県で沖合底びき網漁船、小型底びき網漁船に

対し、漁具改良を昨年の２月に実施しております。３月からのハタハタ漁で実際に使用し

ていただいたところ、小型魚が網に入らなくなったということと、選別作業が順調にはか

どり、魚体も大きく値段もよくなったと、これは昨年ですが、そういう声が上がっており

ます。 

 以上が、マガレイ､ハタハタの進捗状況についてでございます。 

 続きまして、資料３の新旧対照表になりますが、これは山形県におけるかれい刺し網漁

業の削減措置の見直しについてということで御説明させていただきます。 

 前回の部会で、山形県の刺し網漁業が行う漁獲努力量削減措置は､保護区域を山形県海面

における利用漁場の１８％に当たる６０平方キロメートルを保護区として、また、その区

域については、今後実施までに検討を行うということになっておりました。 

 なお、実施時期については、３月１日から３月３１日間ということで削減措置の計画を

しておりましたが、山形県の刺し網漁業者の間で漁業者協議会等を重ねた結果、３地区に

分けて、まず酒田・遊佐地区では、かれい刺し網漁業の知事許可区域を保護区域とし、期
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間を３月１日から７日間ということで実施しました。 

 鶴岡地区では、知事許可プラス共同漁業権区域、マガレイの操業区域全域になりますが、

そこを３月１日から５日まで休漁とするということで実施しました。 

 温海地区では、鶴岡地区と同じように、知事許可区域、共同漁業権区域、マガレイの操

業区域全面を、３月１日から５日間まで休漁するということで実施しました。 

 なお、この削減措置は､各地区ごとに刺し網漁業者が協議会を開き、合意形成を行い、今

回実施されたところです。 

 なお、削減効果につきましては､山形県水産試験場が、同県のマガレイ漁獲実績をもとに

回復計画シミュレーションで３月期における漁獲量を再計算して、回復計画公表時にシミ

ュレーション等でお伝えし、回復目標ということで回復計画に載っておりますが、尾数換

算２３％を達成できる数値を山形県の水産試験場の方から漁業者の方々に提示し、合意を

得たものです。 

 シミュレーションの結果につきましては、漁獲努力量を１割削減することによって、目

標年次の２３年に資源量、先ほど言いましたように尾数換算ですが、２３％増加させるこ

とになっておりますので、管理１年目の漁獲量の平年値から８％減ずることで、今回の削

減量として、基準年が平成９年から平成１３年の過去５年の平均漁獲量が山形の刺し網漁

業者の場合は９.８トンになります。そのため、８％削減を行うと具体的な数字としてシミ

ュレーションで行った場合には７８４キロが必要になになります。３月１日から５日間ま

での漁獲量の過去平均を見ますと、８１２キロになりますので、この間、休漁を実施する

ことにより削減目標を超えて達成できるということで、シミュレーション結果を受けてお

ります。 

 今回の削減措置につきましては、前回部会以降、今回部会の間で山形県が実施されたた

め、本日の当部会に、実施時期を過ぎてからの報告ということになっております。まだ、

見直しについては、部会の了承を得ていないことになりますが、実施時期が部会と部会の

間ということで、漁業者協議会が決定して行ったということになります。 

 まだ、刺し網漁業者は、この回復計画、平成２３年までの実施期間中に、この漁獲努力

量削減措置を今後継続実施するため、マガレイ、ハタハタ資源回復計画の見直しが必要と

なりますので、今回御提案をさせていただいているところです。 

 以上が、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なります。以上で御

報告を終了させていただきます。 
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○森本部会長 どうもありがとうございました。 

 平成１６年度における「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画」の取り組みにつ

きましては、ほぼ予定どおりに実施がなされたとの報告と、前回の部会から今回の部会の

間での検討、協議ということで、事後説明になったということでございますけれども、山

形県における「刺し網漁業」の保護区の設定にかかる見直しについて説明がございました。

本件について御意見、質問等ございませんでしょうか。 

 齋藤委員、どうぞ。 

○齋藤委員 私は山形県互選委員の齋藤と申します。 

 ただいま事務局より、漁獲努力量削減措置、内容について説明がありましたが、マガレ

イに対応した削減措置で、山形県における刺し網漁業の削減措置への取り組みについては、

私の県でありますので、一言、重複するかもしれませんけれども、申し上げたいと思いま

す。 

 御承知のとおり、山形県においては、今いろいろお話がありましたように、マガレイに

対応する削減措置としましては、沖合底びき網漁業と小型底びき網漁業が、昨年の６月に

保護区域の実施を行ったところであります。また、一昨年の夏から昨年の春の時期に、底

びき網漁業が協議会を開きまして、実施に結びついたという状況であります。 

 刺し網の漁業者も、今年の３月から実施する漁獲努力量の削減措置を夏ごろから検討を

始め､具体的に地区ごとの保護区域をどのように策定するかということで検討したところ

でありますが、ただいま事務局の方からも報告がありましたように、３地区での実施であ

りました。 

 御存知のように、山形県は一県一漁協でありますが、漁協の支所は８支所に分かれてお

りまして、それぞれの地区で意見の集約を行うには時間もかかり、前回の部会から今回の

部会の間に検討、あるいは協議、そして実施を行うということで、ただいま当部会に報告

することになったところであります。 

 今回の漁獲努力量の削減措置は、日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画が実施さ

れる間、刺し網漁業者が引き続き実施するものであり、マガレイの産卵親魚の保護に取り

組む漁業者の総意でもあったわけでございます。 

 また、漁獲努力量の削減効果は、うちの方の水産試験場が長年マガレイ漁獲調査を行っ

てきた中で、今事務局からも説明がありましたように、休漁等の実施により効果は変わら

ない措置を刺し網漁業者が選択したということであります。 
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 山形県も、漁業者とともどもに今後とも、この資源回復計画を各県と同様に率先して、

しかも強力に取り組んでいくことを申し上げまして、山形県の状況ということで補足説明

を加えながら申し上げた次第であります。よろしくお願いいたします。 

○森本部会長 齋藤委員、どうもありがとうございました。 

 地元で刺し網による産卵親魚の保護ということで、大変御苦労されて追加措置をとられ

たということでございます。御苦労に感謝したいと思います。 

 今齋藤委員から御説明もございましたが、何か御意見、御質問等ございませんでしょう

か。 

 小田委員、どうぞ。 

○小田委員 新潟県のマガレイの資源回復計画についてでございますが、昨年１６年度の

計画については、非常に不安でもありましたが、実施して効果はやはりよかった、包括的

なヤナギムシガレイもふえたし、いろんな面でふえております。 

 ただし、この掃海のことについて、新潟県の水産課にも申しておりますが、７，０００

ヘクタールを掃海しましたけれども、何しろ新潟県の北部の方は非常に大きな川があるた

めに、去年の水害等で非常に流木が出たために、掃海の位置は流木のある地域を今年はや

らせていただきたいということが第１でございます。 

 それから、１５日間の休漁という非常に厳しい状況にあるので、今後とも成果は間違い

なくあるのですから、予算的なものも少し休漁にもお願いしたいと、そのように思ってお

ります。私たちも初めての取り組みでございますが､反省会を兼ねてやった結果、「非常に

よかった」という漁業者の意見でございます。 

 以上です。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 新潟県の取り組みについて、成果が上がりつつあるという御説明でございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 先ほどの山形県の刺し網漁業者が各地区で議論を重ねられた結果、漁獲努力量削減効果

は変わらない形で、各地区の状況に応じて、保護区域または休漁に取り組むこととされま

して、本年実施分から実施されているということでございます。これらは、本部会として

は、事後での報告ということになったものもありますけれども、来年度以降も今年度と同

じ削減措置を講じるということで、資源回復計画を見直すということでございますが、回

復計画の見直しについて当部会として了承してよろしゅうございますでしょうか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○森本部会長 異議なしということでございます。 

 それでは、事務局より説明のあった「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画」の

見直しについて当部会で了承することといたします。 

 なお、本計画見直しの関係部分につきまして、軽微な文言の訂正につきましては、事務

局一任ということで御了解を願いたいと思います。 

 進捗状況については、当部会として特に問題等はございませんが、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。 

 

スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画 

 

○森本部会長 次の議事に入りたいと思います。 

 続きましては、「スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画（案）」についてでございま

す。事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局（阿部） 水産庁管理課資源管理推進室の資源回復を担当しております阿部と申

します。資料２に基づきまして、スケトウダラの資源回復計画に関しまして説明をさせて

いただきます。座って説明します。 

 この資料２のスケトウダラの資源回復計画についてでございますけれども、これにつき

ましては、前回の日本海北部会におきまして、事務局の方から、資源回復計画の話ではな

いのだけれども、北海道でこの系群のスケトウダラをとっている漁業者のところに話に行

ったら、非常に資源回復計画というものに関心があったということで、今後また検討を進

めていきたいという話があったかと思うのですけれども、そういう状況から、これまでの

経過等々含めて今から説明させていただきたいと思います。 

 資料ですけれども、４枚の資料になっておりまして､３枚目、４枚目は研究者の見解とい

うことと､データ関係がついておりまして、この３、４枚目と１、２枚目を並行しながらし

ゃべりますので、もしよろしければビリッと破いていただいて、横に並べてもらって見て

いただければ非常にわかりやすいかと思います。 

 それでは､１ページ目、２ページ目と順を追って説明し､適宜グラフ等々を使って説明し

ます。これまでの状況ということで、まず資源状態です。この魚種につきましては、スケ

トウダラはＴＡＣ魚種でございまして、資源評価調査を毎年実施しており、資源評価結果
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を出しています、それの状況です。 

 資源水準ですが、低水準、動向は、減少ということになっております。 

 それで、特記すべき事項としては、このスケトウダラについては、卓越年級群という同

じ年生まれの仲間が多い年の魚が発生するという状況が知られておりまして、その卓越年

級群というのは、その研究所によりますと、２歳魚で大体１０億尾以上の資源があるとき

には、卓越年級群ということで整理されているようですけれども、１９８１年以降４回確

認されています。８４、８５、８６、８８年ということです。 

 これを実際グラフで見てみますと、４ページ目の漁獲尾数のデータになるのですけれど

も、図５を見ていただくと、１９８７年あたりから１９９２年あたりまで非常に高い棒グ

ラフがあるかと思うのですけれども、ここの中で帯が色分けされているのですが、その色

ごとに何歳、何歳、何歳と年齢別に分かれているのですが、非常に長い帯の部分があり、

ここの部分が卓越年級群ということであります。仲間が多い年ということですね。そうい

うふうなものが４回確認されているということです。それ以降は確認されていません。 

 しかしながら、その発生状況は年々変動しておりまして、近年で比較的良好な加入とい

うことで言いますと、先ほどの１９９８年級群ということで、２歳魚で５億尾の発生があ

ったということでありますが、この 4ページ目の資料で見ますと、２００１年、２００２

年のところに、２００１年でありますとオレンジ色、２００２年で言いますと緑ですね、

ここの部分が前後の帯に比べて長いのですが、こういうふうなところの漁獲に結びついて

いるということでございます。 

 それで、移動回遊等の状況でございますけれども、３ページ目をちょっと見てほしいの

ですが、分布ということで資源評価を載せているデータを引っ張ってきたのですが、これ

につきましては、南は能登半島からサハリンの西岸に南北に長い分布をしているというこ

とがあります。この分布だけを見ると、日ロ双方の水域にいるまたがり資源であるという

ことであり、資源評価、研究者によりますと、現状の資源状態においては、日ロ双方水域

間において資源の交流はないということで、日本水域で存在するものは日本の漁業者がと

っているというような状況になっているということでございます。 

 成熟ですけれども、いつから成熟するのかというのは、２歳で始まるということで、６

歳になると１００％ということで知られております。 

 続きまして、漁獲の状況ですけれども、漁獲の特徴としましては、延縄、刺し網などの

沿岸漁業と沖合底びき網漁業でとらえている漁獲状況でございまして、延縄、刺し網につ
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いては産卵する親をとっている。他方、沖合底びき網漁業は、さらに沖合の漁場で成熟、

未成熟の魚をとっているというふうな漁獲の特徴がございます。 

 これにつきましては、３ページ目の図２に漁獲量の違いが載っていまして､道西沖底と書

いているのと道西沿岸漁業というところで対比ができていると思います。 

 続きまして、本州側でも、これは能登半島まで分布するということですので、本州側で

も漁獲があるのですけれども、これは３ページ目の漁獲資料で言いますと、この紅色みた

いなやつですけれども、ここの部分が本州側の漁獲で、北海道側に比べると非常に少ない。

最大の年でも１０％程度である。それ以外に、以前であれば韓国漁船が獲っていたという

状況もあるということですが、現在は韓国漁船の操業は認められておりませんので、漁獲

はございません。 

 それで､漁獲の状況で言いますけれども、先ほど言いましたとおり、１９９２年あたりま

で好調であった。これは卓越年級群の発生によるものであろうと考えられますけれども、

これがなくなって、徐々に減少してきて、１９９０年前後では１４万トン程度の漁獲があ

ったものが、今では２００３年で３．３万トンということで、５分の１程度まで減少して

きている状況でございます。 

 この魚種につきましてはＴＡＣ魚種ということで､ＴＡＣでの資源管理をしているとこ

ろでございますけれども、それ以外にも、地域の非常に重要な魚種であるということがご

ざいまして、資源管理については昔から取り組んできている。例えば資源管理協定という

ことで、未成魚の保護等で、お互いにこの資源を獲り合う北海道の漁業者が協定を結んで

保護を進めてきたりだとか、また、沖合底びき網漁業では、減船をこの数年間で急速に進

めまして、３６隻いたのですけれども、それを現在では１８隻という半分の体制にしてい

ます。 

 資源回復計画で、漁獲努力量の削減措置の一つとして減船をやるのですけれども、それ

で言うと漁獲努力量がもし３６隻の当時を１００とすると、１８隻で５０％まで削減した

ということになるかと思いますけれども、そこまでして資源の回復を進めているというと

ころです。 

 また、沿岸漁業者の方でも、きめ細かい産卵親魚の保護は進められているということで、

かなり資源管理については進んでいると判断できるのではないでしょうか。そういう中で、

前回の部会のときにも報告しましたとおり、さらなる資源管理ということで、資源回復計

画の取り組みに関心があったということで、漁業者の協議会での意見ということで話を簡
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潔に整理させていただきました。 

 漁業種類別に書いておりますけれども、これも北海道の漁業者の意見ということで整理

させていただいております。先ほども漁獲量のところで説明しましたけれども、９割以上

は北海道の方で獲るということですので、北海道のこの資源を利用する漁業者を中心に説

明したということの結果です。 

 まず、沖合底びき網漁業者です。沖合底びき網漁業者におきましては、スケトウダラは

非常に重要な資源と認識しております。特に沖底につきましては、未成魚を漁獲するとい

うふうな状況でございますので、先ほども上の方の説明でもありましたとおり、卓越年級

群でありますとか、良好な加入というのが常に可能性があり。こういうときにこそきちん

と管理して、後の産卵親魚を増やすという手段に取り組んでいきたいというものが確認さ

れております。それで、そのようなな取り組みであれば、資源回復計画という枠組みの中

でやるということについては、賛成しますということでございました。 

 続きまして、沿岸漁業者ですけれども、沿岸漁業というのは、たら延縄漁業とか、刺し

網漁業ですけれども、ここにつきましては、先ほども上の資源管理の取り組みの方でも説

明しましたが、資源管理についてはもう常に努力していると。そういう中で資源回復計画

ということで話があるのであれば、それについて取り組むことに何ら異存はございません

ということでございました。 

 この２者間につきましては、資源回復計画の取り組みについては、賛成ということでご

ざいます。 

 続きまして、研究者の見解というところをまとめております。今日はスケトウダラの日

本海北部系群の資源評価を主担当でやられております水産研究所の北海道区水産研究所か

ら担当部長の水戸さんも来られてますが、私の方から簡単に説明させていただきます。足

りないところがあれば補足をお願いします。 

 まず、研究者の見解としては、このスケトウダラの日本海北部系群の資源を回復させる

ためには、産卵親魚を一定以上に確保することが重要である。このことについては、やは

り卓越年級群みたいなものをどんどん生んでいかないと資源は増えていかない。今までの

研究では、卓越年級群を発生させるためには、ある程度の産卵親魚、親の量が必要である。

そのためには、この産卵親魚を増やす方策というのを考えていかないと資源回復はできま

せんということです。 

 その一つの手段としては、確かにこの資源の変動があって、加入量というのは常に変動
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します。１９９８年みたいに、例年よりもいい年もある。そういうものがもしあれば、そ

の年の部分を大事にしていって親にしていくということは、一つの手段として有効な手段

ではないかというふうに見解を言っていらっしゃるというふうにまとめさせていただきま

した。足りなければ後で補足していただければと思います。 

 そのような見解を踏まえまして、また、漁業者、特に北海道の漁業者の意見も十分踏ま

えまして、スケトウダラについてどうしたいかということですけれども、資源回復計画の

コンセプトということで点々と枠で囲ったところがあると思うのですけれども、こういう

考え方のもとで資源回復計画の作成に着手していくということでどうかということで考え

ております。 

 まず、参加漁業者ですけれども、その取り組みを行う漁業者としましては、北海道の延

縄漁業者とか、刺し網漁業者がまず産卵親魚の保護、これまでもかなりの努力をなされて

きているところでございますけれども、これについてさらなる充実という部分で検討して、

そういうふうな取り組みをできれば実施していきたいということです。 

 ２番目、北海道の底びき網漁業者と書いてありますが、これは沖底です。沖合底びき網

漁業者ですけれども、先ほど漁業者協議会の結果というところにもありましたけれども、

もし良好な加入が確認されれば、当然良好な加入群についてはできる限り保護して獲り残

すということについて賛成するので、そういう方策について検討し、実施するということ

です。 

 あと北海道以外にも、東北の日本海側で量としては少ないのですが、漁業者の方でスケ

トウダラを漁獲されるということですが、本州側の漁業者におきましては、現状の操業の

維持と、漁獲努力量の高まるような操業は行わないと書いてあるのですけれども、北海道

の漁業者がこの資源の回復に努力している一方で一生懸命に漁獲圧力を高めてしまうと効

果が薄れてしまうので、そのようなことがないように、損なわないように現状の努力を維

持していきましょうという枠組みでやらしていただいて、さらに資源回復計画で資源が回

復したときに、漁獲量はふえてもその分魚価が低落するというのが、ほかの資源回復計画

の例でもそういうふうなものが取りざたされているようなものもありますので、少なく獲

って、なおかつ魚価が高い取引ができる方がよろしいわけですから、資源回復にもつなが

るので、コストを下げてできる限り少量の漁獲でもやっていけるようにという検討につい

ても進めて行くという考え方でございます。 

 先ほどもありましたとおり、沖底なんかの良好な加入が確認されればというところにつ
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きましては、資源の評価の中である程度判断していっていただく部分もあるでしょうし、

漁獲なんかから判断できる部分もあるでしょうし、そういうものを常にモニタリングしな

がら、対応が遅れることのないように、今後どういうふうにしていったらいいのかも含め

て検討していくということでございます。 

 事務局の説明は以上です。 

○森本部会長 どうもありがとうございました。 

 研究者の方から何か追加的に御説明ございますか。 

○北海道区水研（水戸部長） 水産総合研究センター北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源

部の水戸でございます。 

 ただいま説明がございましたように、私たちのところで、スケトウダラの日本海北部系

群の資源評価を水産庁から委託を受けて実施しております。 

 この資源でございますが、やはり卓越年級群が出るか出ないかによって資源が大きく変

動しております。日本海北部系群については、基本的なデータが十分集積しているという

わけではございません。この資源評価というのは、漁獲物の年齢を毎年調べまして、その

データを積み重ねていって、この年齢別の漁獲尾数から、一つの資源解析手法であるコホ

ート解析を使いまして資源量を推定いたします。 

 この手法では、ごく近年の資源量の推定値は精度が余り高くございません。毎年のデー

タが積み重なるに従って、過去のものほど精度が高くなっていくという手法です。このた

め、良好な加入というものを判断するのが難しいところがございます。それで、どのぐら

いの量が発生したら、あるいはどのくらい漁獲があったら良好な加入とするか、その確認

というのがなかなか難しいというのが現状です。 

 私たちは、漁獲データだけではなくて､調査等でこの確認を早く行いたいという努力を行

っていますが、太平洋系群で実施している音響資源調査と同様の調査を１７年度から始め

るということもございまして、この判断がなかなか難しいという現状でございます。 

 ただ、やはり資源を回復させるためには、親の量はある程度以上保つべきだというのも

私たちの見解でございますので、この良好な加入を確認できたときに、親を増やすことに

確実につなげることが重要です。現状では、研究サイドだけでは、この確認がすべて出来

る状況ではありません。そこで、ちょっと皆さん方のお知恵を拝借して、研究サイドだけ

ではなくて、漁業者の方も漁獲状況を見て判断していただき、これらを合わせて総合的に

判断していかざるを得ないのかと考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

○森本部会長 どうもありがとうございました。 

 データの集積が必要で、卓越年級群の判断がなかなか難しいというお話でございました

けれども、現在の海洋調査等も含めまして、精度が上がって､漁業者の協力によって、その

あたりの判断ができるような格好に持って行っていただくということになればというふう

に思います。ありがとうございました。 

 ただいまの説明によりますと、北海道日本海側の延縄、刺し網の沿岸漁業者及び底びき

網漁業者が産卵親魚の保護や良好な加入が確認された場合に新規加入群の取り残し等を内

容とする資源回復計画に取り組むこと、また、資源回復計画の一環として、付加価値向上

等の取り組みを行うというコンセプトで資源回復計画の作成に着手するということでござ

いますが、このことにつきまして、御意見、御質問等ございますでしょうか。 

 風無委員。 

○風無委員 異を唱えるということではなくて、北海道の沖合漁業者として、一言意見を

述べさせていただきたいと思います。 

 北海道の沖底の漁業経営を大きく左右するのがスケソウダラでございます。したがいま

して、このスケソウの資源については、特に日本海の各浜から、これはこのままにしてお

かれないな、何とかしたいなというような意見が上がりまして、今回このような回復計画

を立ち上げていただくということになったと思っております。それで、事務局の御説明と

やや重複いたしますけれども、私の意見も若干述べさせていただきたいなと思います。 

 韓国船が日本海の武蔵堆から操業を撤退いたしまして、７～８年はたとうかと思います。

それと、その後先ほど説明にありましたように、我々の沖底も３６隻から半数の１８隻に

減らしました。また、自主管理協定というのをやっておりまして、体長管理なのですが、

具体的に言いますと、体長３０ｃｍ以下のスケソウが網に２０％以上入った場合は、直ち

に漁場を移動する、このようなこともやっております。それと当然ＴＡＣで管理もされて

おるわけでございます。 

 そういう中で、ここ５～６年、ほとんど卓越した年級群があらわれていないなと非常に

心配しているわけです。そういうことですけれども、今研究機関の方も説明があったよう

に、なかなか未知の部分が多いものですから、今後幸いにして良好なそういう加入が認め

られた場合は、これは大事にしなければならないな、このように強く感じております。 

 それで、良好な加入という認識ですね、それと取り残しに取り組むというその方策につ
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いては、これは関係者、関係機関、よく相談して､漁業の現場に強いダメージを与えないよ

うなことを考えていかなければならないかと思います。 

 それから、先ほど事務局からの御説明の中に、沖底の主な漁獲物は未成魚であると、沿

岸の方が抱卵。非常に何か沿岸の方が有用な魚をとって、沖底がいかにも小さい余り役に

立たないものをとっているというような、そのような表現でございましたけれども、沿岸

さんの方は当然ですが、抱卵ということで、おかに来たやつをとるから、そのとおりでご

ざいます。ただ、沖底の場合は、沖の方で主に索餌回遊をしているものをとるものですか

ら、それが全部未成魚ということではなくて、未成魚がまじっている索餌回遊のものをと

る。その中でさらに体長管理もしているということでございますから、この点一つ間違い

のないようにつけ加えておきたいと思います。 

 以上です。 

○森本部会長 どうもありがとうございました。 

 北海道の沖底漁業にとって、沿岸もそうでございますけれども、スケソウダラは大変重

要な魚種であるということで、これまでもいろいろな資源管理保存措置もとられてきてい

るようでございますけれども、このような資源回復計画によってさらに資源の回復を図ろ

うということで、検討してきた敬意の御説明をいただきまして、ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。三木委員、どうぞ。 

○三木委員 今御説明していただいた中で、これまで資源管理の取り組みがかなりやられ

てきて、今回さらなる資源管理が行われるということをお伺いしました。もともとあった

ところをさらに強化して、資源管理がを行われるというのは本当にいいことだと思います。

しかしながら、資源の状況に関しての御説明に、この資源の回復効果、その良好な加入を

確認するのが難しいというお話があったと思いますけれども、もともとの管理があって、

それにプラスした回復計画事業に関する効果をどう見ていくのか、そのあたりをどうごら

んになるのかというのをお伺いしたいなというのが 1点目です。 

 ２点目に、回復計画には、最後に魚価の低落を防止する検討を行うということをお話さ

れたように付加価値向上とか、コスト削減とか、そっちの枠組みも含めた意義があると思

うのですが、例えばその付加価値向上に関して、例えばどういうことを含んでいるのでし

ょうか、教えてください。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 事務局の方から何かありますか。 
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○事務局（阿部） まず、今までの資源管理措置の上に、さらなる資源回復計画措置を講

じたときに、その部分をどう評価するかということですけれども、その部分だけの評価と

いうのは、措置の内容にもよると思うのです。だから、例えば完全にある時期とらないよ

うに休漁するとか、逆に何か何センチ以上はとらないようにするとか、何かいろんな方法

があるので、そこについては、その方法が決まれば、当然それを評価する手法は考えてい

かなければいけないので、そこの部分についてはまず考えていく必要があるでしょうし、

また、全体の資源の部分については資源評価調査の中で十分把握されていきますので、そ

の中である程度漁獲ケースの変動だとか、何歳魚がどうとれているとか、そういうふうな

変動状況とか、そういうふうなものも踏まえつつ、ある程度把握できるのではないか。た

だ、そこについては管理措置の手法も決まっていませんので、それについては話し合って

いく必要があるのではないか。やるとなれば、話し合っていく必要があるのではないかと

思います。 

 ２点目の付加価値向上等々の話ですけれども、これについては今のところ、具体的な話

はこちらもまだ聞いておりません。ただ、資源回復計画とこういうものは今セットで考え

ていかないと、逆に漁業者さんが、本当に資源が増えたときに、それ以上に魚価が落ち込

むことになると、資源管理自身に対する関心が薄れるというところもありますので、こう

いうふうなものは常にセットでというふうに考えていきたいと思っておりますので、漁業

者さんと話し合っていきたいと思います。 

○三木委員 今まで資源回復計画は資源的側面が強かったと思うので、その流通の部分と

セットで行われるということを大変期待しております。ありがとうございました。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 これから、さらにいろいろ検討を重ねていくということでございますけれども、先ほど

説明がありました資料のとおりのコンセプトで「スケトウダラ日本海北部系群資源回復計

画」の作成に着手するということを了解してよろしゅうございますか。 

〔「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、「スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画」の作成に着手することが了承さ

れました。 
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マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画 

 

○森本部会長 続きまして、「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画（案）について」でござい

ます。事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局（阿部） 引き続きまして、資料３について私の方から説明させていただきます。

先ほどのスケトウダラの資料と同じようなつくりになって誠に申しわけございませんが、

３ページ目、４ページ目がまた研究者の見解とデータということになっておりますので、

これをばらして見ていただくと非常にわかりやすいと思います。これにつきましても、１、

２ページの部分を説明しながら、３、４のところを使って説明していきたいと思います。 

 まず、資源状態ですけれども、この資源状態、マダラ陸奥湾産卵群というのは、低水準、

動向は減少ということです。これは青森県の見解ということですが、この陸奥湾の産卵に

帰ってくる魚ということでの判断でございます。 

 資料を見ていただきますと、３ページ目でありますが、図２であります陸奥湾のマダラ

の漁獲量ということで、赤い折れ線グラフがあるのですが、こちらを見てください。１９

８５年あたりには２，０００トンの漁獲があったものが、もう今では１００トンに満たな

い漁獲になっており、低水準の減少傾向だということです。 

 それで、また先ほどのスケトウダラと同じく卓越年級群の発生というのが認められてい

ます。これは陸奥湾に限っての話ですが、最近では、青森県がそういうふうな稚魚の発生

状況の調査をしているわけですが、２００１年級群というのがかなり大量に湾内で発見さ

れたということで、これは例年の７倍ぐらいの漁獲量であったというふうに言われており

ます。実はこれが本当はもう今年の冬の漁期あたりに戻ってくるというのが青森県なりの

見解だったのですが、その結果は後で説明します。 

 続きまして、回遊経路ですけれども、まず成熟年齢は４歳ということで、４歳になると

産卵に陸奥湾に戻ってくるというのが基本的なパターンだということです。 

 回遊生態としましては、孵化後、湾の入り口で、湾の中で産卵し、その後稚魚は陸奥湾

の穏やかな環境の中で生息した後、湾外の方に索餌のために回遊移動します。陸奥湾には

大体４年後に産卵のために戻ってくるというふうに考えられております。 

 陸奥湾で産卵した魚が再び陸奥湾に産卵回帰する率は高いということで、陸奥湾で産卵

した魚は、何回もまた毎年、毎年同じように陸奥湾に戻ってくるというのが、今までの標

識放流などの調査でわかっています。 
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 卓越年級群の２００１年級群の回帰というのが、実は今年の漁期に予想されたけれども、

実は漁獲量も低調であったということです。 

 それで、回遊を示すいい資料がちょっとなかったので、青森県さんからいただいた資料

で、標識放流魚の採捕報告位置ということで図１をのせていただいておりますけれども、

陸奥湾で放流した魚が実際どこでとれましたかというところを記しているものでございま

す。これを見ていただくと、基本的には北海道の方に行くということで、特に襟裳の方と

か、どちらかというと東の方に移動していく数の方が多いのではないかというところがご

ざいます。 

 実はそういうふうなところがあって、このマダラ陸奥湾産卵群の資源回復計画について、

何で今話しているかというと、ちょっと１年ぐらい前を思い出だしてほしいのですが、き

ょう御出席の西崎委員の方から陸奥湾の産卵に帰ってくるマダラが減っている。これにつ

いて、こういう回遊の実態もあるので、北海道の漁業者とともに資源回復計画に取り組み

たいというふうなことで、去年の春の委員会で発言してもらったというところが事の発端

というか、我々が取り組む発端となっておりまして、取り組んできたわけでございますけ

れども、そういうふうな回遊があるということでございます。 

 漁獲の実態でございますけれども、陸奥湾においては、底建網という定置網で漁獲して

おります。 

 漁獲量については、１９２０年とすごい昔になりますが、８０年も前には１万トンを超

える漁獲ということですので、この３ページ目のグラフが２０００トンなので、これの５

倍は昔獲れていたことがあったということです。そういうふうなものですけれども、その

変動を繰り返していって、今はもう３０トンまで減少しているということです。 

 漁獲実態だけ言いますと、先ほど標識放流の結果ということで、北海道の方にかなり行

くことがわかっているということを言いましたけれども、津軽海峡の対岸でマダラを獲っ

ている恵山、３ページ目の資料でいくと、黒い塗りつぶしがあるところの横に「恵山」と

書いてありますが、そこで延縄漁業者なんかがマダラを獲っているという話もありまして、

そこら辺の漁業者との漁獲状況を比較している資料が図２ですけれども、陸奥湾の漁獲に

ついては、ずっと底を打っている状況ですが、他方、渡島、恵山というのは、渡島の中に

恵山があるのですけれども、そこの全体の動向としては、１９９０年の中盤以降増加傾向

にあるということであって、陸奥湾だけがこの津軽海峡をはさんで、この周辺で言います

と、陸奥湾の漁獲が特に顕著に減っているという実態でございます。 
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 あと同じような漁獲の状況を示している例として、４ページ目にマダラ漁獲量というこ

とで、図４の農林漁区の７７７３区と陸奥湾の漁獲量をグラフにしているものがあるので

すけれども、これを見ていただくと、同じように減っている７７７３区という農林漁区と

いうのがあるのですけれども、これは農林水産省の方に沖合漁業者、大臣許可漁業者等は、

漁獲成績報告書ということで漁獲実態を報告してもらうのですが、そのときに、どこで獲

れたかというのを記して、どこでどれぐらいの魚種かを報告してもらうのですが、その漁

区番号です。 

 その７７７３区というのは隣の図３にあるのですが、津軽海峡の東側の入り口になりま

して、ここで青森県の沖合底びき網漁業者、八戸を根拠とする沖合底びき網漁業者が獲っ

ているということでございます。そことの相関関係はあるということが漁獲の実態からわ

かってきているということです。 

 資源管理の取り組み、資源培養の取り組みということですけれども、これまでも非常に

陸奥湾の漁業者は、マダラを大事にしてきている漁業者だと。これは県内、八戸に行って

も、あそこの漁業者はマダラを大事にしていると言っていたので、多分そうだと、相当大

事にされているのだと思いますけれども、そういうことです。 

 青森県で、種苗生産技術開発ということ、これは栽培の方の種苗生産技術開発に取り組

んでいるということですけれども、量産化というところまでは至っていません。しかしな

がら、独立行政法人の水産総合研究センターの能登島栽培漁業センター、昔、日本栽培漁

業協会の能登島事業所と言っていたものが統合されて、水産総合センターということに名

称が変わったのですけれども、そこの能登島センターでマダラの種苗生産に取り組んでい

まして、それの生産実績を４ページ目の図５に載せておりますけれども、２００３年、２

００４年と７０万尾を超える生産ができている。 

 この７０万尾という数字は、栽培漁業では、まず量産化の技術開発とそれを県でもう少

し大量に生産して種苗放流技術を開発して最終的には実用化ということになるのですけれ

ども、その第１段階の数字としては十分達成されている数字であると。これが２年連続で

できているということで、相当この能登島栽培センターの担当者は自信を持っているとい

うことでございます。そういうふうな栽培漁業の取り組みも一方で進んでいる、技術の開

発が進んでいるということです。 

 続きまして、漁業者協議会の検討結果ですけれども、先ほども言いましたとおり、青森

県の方からは、北海道の漁業者と、ということで話がありましたので、水産庁の方で北海
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道の漁業者、北海道の漁業者と言っても、津軽海峡の対岸の恵山の漁業者と、あと道東の

底びき漁業者ですね、そういうふうなところに話をしました。その結果です。 

 先ほどの３ページ目のグラフのとおり漁獲量は安定しており、強いて言えば増加傾向に

あります。漁業実態からして、水温が低い、深い水深の方にマダラの漁場が移動していま

す。そういうふうなことからマダラの陸奥湾産卵群については漁獲していない。漁獲努力

量を削減したとしても、陸奥湾への回帰量が増えるとは考えられない。ここのことは、何

で漁業者がこう言っているかというのは後で説明します。 

 資源回復計画による漁獲量の削減の取り組みについては、自分たちが取り組んだとして

も、陸奥湾の増大の効果はないと考えられるので、取り組むことは考えておりませんとい

うことです。 

 続いて、７７７３区での関係があるという沖合底びき網漁業者ですけれども、こちらの

漁業者の意見です。マダラ陸奥湾産卵群は、ほとんど漁獲していないということです。こ

れはある程度その漁獲量で相関があるということで、陸奥湾に帰ってくるマダラを７７７

３区でとっていたということからすると、もう今はこういう漁獲量なので獲れていないと

いうことを言っているということです。 

 他方、自分たちの漁獲で言うと、八戸の前浜というか、東側の太平洋側の漁獲というの

は非常に安定して獲れていますということです。また、陸奥湾の漁業者の努力については

十分承知しているところでございます。７７７３区ということで関係があるというのであ

れば、７７７３区というところでのマダラの回帰群の保護については、協力することにつ

いては構いませんということで合意が得られています。ただし、その取り組みについては

漁業者間で話し合いをしてほしいということでございました。 

 そういうふうな北海道漁業者と青森の沖底の漁業者の結果を持って陸奥湾の漁業者のと

ころに説明に行きました。陸奥湾の漁業者のところなのですけれども、研究者の見解も踏

まえ、青森県沖合底びき網漁業者と連携して資源回復計画に取り組むことで合意しますと

いうことで、北海道の漁業者と言っていたけれども、研究者が言うのであれば、青森県の

沖底の漁業者と連携してやるということで合意しますということです。 

 もう少し、マダラについては減少要因だとか、回復方策について調査を続けてほしいと

いうことと、あと種苗生産の技術がある程度水研センターの方でできるようになったので

あれば、青森県として早くこれを技術移転して、自分たちの海域に適用させてほしいとい

うことです。 
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 それで、資料３について説明させていただきますと、研究者の見解としましては、陸奥

湾のマダラというのは、マダラという大きな資源が実は太平洋とか北海道とか日本海側に

ありまして、そういうふうなものについてはある程度研究しているけれども、陸奥湾とい

う部分についてはやはり知見が少ないということです。そういうふうな中で、陸奥湾の産

卵群が他の海域である程度安定的な漁獲がなされているのに、戻ってこないということと

漁獲が減少しているということは、陸奥湾の環境とか水温環境が影響しているのではない

かということが研究者の見解です。これは高水温で、陸奥湾に産卵に来る状況が陸奥湾内

で整っていないのではないかという判断が考えられるということです。 

 そういうふうなことなので、陸奥湾外、例えば北海道の恵山の漁業者が今漁獲努力量の

削減をしたとしても、陸奥湾の高水温などが解消されないと、陸奥湾に帰ってくることは

ないでしょうということも研究者の方が言っております。 

 ただし、先ほども標識放流の結果で説明しましたとおり、産卵に戻ってきたものは、ま

た産卵に帰るという傾向があるので、その産卵に帰って来る、少ないなりに帰って来るマ

ダラというのを大事にする効果は、当然持続的な漁獲ということを続けていく、資源を維

持していくということでは有効な手段であるということも一つ言っておりました。 

 また、種苗放流、産卵場の環境改善ということも、今もし環境が適していないというの

では、今の段階ではそういうふうな種苗生産技術を蓄えておくとか、また、産卵場の環境

を整備しておいて、環境がよくなった時点で大量のマダラ親魚、産卵親魚で、受け入れて、

それが大量に産卵するという体制を整備するというのも有効な手段でしょうということで

す。 

 それで、北海道の漁業者が、深い水深に移動していて、マダラについて我々が努力して

も回帰量が増えるとは考えられないと言っているのは、この研究者の意見と同じような意

見を北海道の漁業者が持っているからということです。そういうふうなことを踏えまして、

関係漁業者の意見をもちまして、我々の方としては次のような考え方でやりたいというこ

とです。 

 これが２ページ目のコンセプトというところでございますけれども、まず、青森県の陸

奥湾の底建網漁業者については、産卵親魚の保護の取り組み、今でもやっていただいてお

りますけれども、そういうふうなものについては引き続きやってもらって、充実させる必

要があれば充実させてもらうということが一つです。 

 ２つ目、青森県の沖合底びき網漁業者が、先ほども言いました漁獲の相関がある７７７
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３区において陸奥湾に帰ってくるマダラについての回帰群の保護というのをしていきまし

ょうということが２つ目です。 

 ３つ目です。種苗生産技術というのがある程度目途がたってきたということなので、そ

のようなものを青森県の方が早く技術移転して、こちらの海域に適用していくというのを

推進していくということです。 

 さらに、先ほどもスケトウダラでも載せましたが、付加価値向上やコスト削減の方策に

ついても、あわせて検討していくという考え方でやらせていただきたいと思います。 

 これについても、西崎委員の方から、北海道ということで話がありましたけれども、研

究者の意見も踏まえますと、今の状況からすると、北海道の漁業者が取り組む必要はない

というのがある程度の研究者の意見でございまして、青森県の沖底との組み合わせであれ

ば、何とかやっていけるであろうという判断があります。 

 陸奥湾の漁業者も、北海道の漁業者と関係なく今のところやって、ある程度研究者がそ

ういうのであればという話でなっておりますので、当初とは違うのですけれども、当初西

崎委員からおっしゃられた、北海道とということではございませんけれども、青森県の沖

底と陸奥湾の漁業者ということで進めさせていただきたいというのが事務局の考え方です。 

 以上です。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明によりますと、青森県の陸奥湾で操業する漁業者及び青森県の津軽海峡

東口の農林漁区 7773 漁区で操業する沖合底びき網漁業者の取り組みと、資源培養の取り組

みを内容とする資源回復計画に取り組むこと、また、資源回復計画の一環として、付加価

値向上等の取り組みを行うというコンセプトで資源回復計画の作成に着手するということ

でございますが、このことについて御意見、御質問等ございませんでしょうか。 

 西崎委員。 

○西崎委員 ただいま詳しい説明をいただきまして、本当にありがとうございました。確

かに私この委員会において昨年、陸奥湾のマダラの資源回復計画、ぜひ土俵に乗せてほし

いということでお願いいたしました。そこで、このように審議の対象にしていただいたこ

と等についてまず厚く御礼を申し上げます。 

 私どもあそこの陸奥湾というのは、もちろん日本海にもかかわることでありますし、太

平洋にもかかわっていることでありますから､日本海、太平洋挙げてこの陸奥湾のマダラの

資源をもう一回蘇らせることはできないのかなということで、県を挙げて取り組んでいる
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ところであります。 

 私は昨年、北海道との関連性が大きいのではないかということで、いわゆるこのデータ

を見ましても、標識放流しても、襟裳岬の方でも結構とれている。そういうことからして、

お互いに広域回遊魚でありますので、その関係道県と歩調を合わせながら取り組んでいか

なければなかなか成果が上がらないだろうということでやったのでありますが、ただいま

御報告がありましたように、陸奥湾の水温の関係とか、あるいは海流の関係、さまざまな

ことからして、北海道とは余り関係ないのではないかなという学者の見解もお聞きになっ

たわけであります。 

 私ども、かといってあきらめることなく、私ども日本海、あるいは太平洋等においてど

うすればいいのか、さらに我々漁業者同士でもう少し話を深めていって、そしてできるな

らば、そういう環境を整えていかなければならないのではないかなというふうに考えてお

りますので、引き続き水産庁の方としても、この資源回復計画に乗せて取り組んでほしい

と、そのように要望して終わりたいと思います。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。 

 現時点での見解という、研究者の考え方、あるいは北海道の関係者、漁業者の御意見も

ある中での一つの方向性ということで提案があっているわけでございますけれども、今西

崎委員おっしゃるように、さらに新しい知見等も加わってくるかもしれませんし、引き続

き関係者で協議、話し合いを進めるということは大事なことだと思います。どうもありが

とうございました。 

 ほかにございませんか。 

○事務局（阿部） すみません、ちょっと言い忘れたことがあるので。実はこのマダラに

つきましては広域回遊するということで、陸奥湾の中は日本海委員会の管轄水域ですが、

外に出ると太平洋委員会の方にも重なるということで、先週、太平洋北部会の方で同じ検

討をしまして、それでこちらでもかなり活発な議論があって、本当に青森県の取り組みだ

けでいいのかという議論があったんですけれども、青森県の漁業者の組み合わせでやると

いうことで了承が得られておることを報告しておきます。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 それでは、資料で示されていますコンセプトで「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画」の

作成に着手することを了承してよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○森本部会長 ありがとうございます。 

 それでは、この「資源回復計画」の作成に着手することが了解されました。 

 

道県における資源回復計画の状況 

 

○森本部会長 続きまして、「道県における資源回復計画」の状況についてであります。 

 前回の部会で、当部会としての候補魚種の取り扱いについては、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すること、一部の魚種につい

ては、広域にまたがる魚種としては扱いづらいことが、漁業者より意見として挙げられた

ため、広域における資源回復計画候補魚種としては、取り下げることを了承したところで

すが、「道県における資源回復計画の状況」を事務局より説明をお願いしたいと思います。 

○事務局（渡部） それでは、資料４に基づきまして御説明いたします。座らせて説明さ

せていただきます。 

 まず、青森県ですが、今ほども陸奥湾という名前が出ましたが、イカナゴを陸奥湾口で

県単独種として、光力利用敷き網漁業と小型定置網漁業を対象として、休漁期間の設定な

どを検討しながら、回復計画作成を検討しております。 

 ウスメバルにつきましても、日本海、津軽海峡を主漁場としております一本釣り、小型

定置網、刺し網漁業を対象として、休漁日の設定や小型魚保護等の検討を行っております。 

 なお､両魚種とも、３月２２日に青森県の西部海区漁業調整委員会で審議される予定とな

っております。 

 次に、山形県の県単独魚種につきましては、まずヒラメを底びき網漁業と刺し網漁業を

対象としまして、休漁日の設定や網目の拡大等の削減措置等を検討しております。また、

シロギスにつきましては、刺し網漁業者を対象としまして保護区等の検討を行い、産卵親

魚の保護を考えていくということです。 

 なお、山形海区の漁業調整委員会も３月２２日に行われます。そこで審議に諮る予定で

ございます。 

 新潟県の県単独魚種は、ウスメバルを､刺し網漁業と釣り漁業を対象として、網目拡大や

小型魚の保護等を検討していくということです。次にナマコです。ナマコにつきましては、

小型底びき網漁業等を対象としまして、小型個体の保護や保護区の設定を検討していくと

いうことです。 
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 なお、ウスメバルにつきましては、３月３日に佐渡海区漁業調整委員会で､３月７日に新

潟海区漁業調整委員会で審議を行い、県単独の回復計画着手を了承されているところです。

ナマコにつきましても、３月３日の佐渡海区漁業調整委員会で審議を行われ、県単独の回

復計画着手を了承されております。 

 以上が、県単独の魚種についてでございます。 

 次に包括的資源回復計画ですが、山形県が、底びき網漁業を対象として検討を進めてお

ります。６月か７月をめどに、山形海区漁業調整委員会へ諮問等を諮る予定でございます。 

 新潟県は、３月３日及び７日の佐渡、新潟海区漁業調整委員会で、先ほどの県単独種と

同じように、底びき網漁業を対象とした包括的資源回復計画の着手についても了承を得ら

れております。 

 削減措置等につきましては、今後検討を行っていくということになっております。 

 また、富山県では、富山湾で漁獲されるシロエビに対して管理指針を作成し､量的な管理

の取り組みや質的な管理及びコスト管理等について検討していくということで、３月 24

日の富山海区委員会で審議を諮るということになっております。 

 各県における魚種別の回復計画は、平成１６年３月中までに着手の段階まで進めるとい

うことでしたので、当部会における青森県のイカナゴ、ウスメバル、山形県のヒラメ、シ

ロギス、新潟県のウスメバル、ナマコにつきましては、新潟県では海区委員会の了承を得

ており、青森、山形県では、３月２２日に海区委員会で審議を諮るという予定で進めてお

ります。 

 以上でございます。 

○森本部会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局の説明がございましたけれども、当部会にかかる地先資源にかかる回復

計画は、３県６魚種が３月中に各海区漁業調整委員会に、もう諮られ了承されたものもあ

りますし､諮るものもあるということ。包括的回復計画は山形県と新潟県が作成に向けて検

討を行い、富山県がシロエビにかかる管理指針を検討中という御報告がございました。本

件につきまして、何か御質問、御意見ございますでしょうか。 

 西崎委員。 

○西崎委員 ただいま説明がありましたように、私ども青森県としてイカナゴ、ウスメバ

ル、この中でもとりわけウスメバルにつきましては、私ども日本海、青森県の沖合、うち

の方ばかりではない、もちろん秋田県も山形県も同じように資源が連なっているわけであ
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ります。近年、かなりウスメバルの資源が減少しております。したがって、このウスメバ

ルは非常に値段も高くて、沿岸の漁業者の主軸となっておるわけであります。したがって、

何とか減少しているウスメバルの資源を回復したいということで、沿岸の漁業者が一丸と

なって今取り組んでおるところでありますし、２２日の委員会においても、全員一致で了

承されるものと思っておりますので、水産庁としても支援方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。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、地先資源等にかかる回復計画は、道県で作成するものでございますが、前回

の部会でも確認したところでございますが、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、計画の進捗状況や作成状況については、適宜、当部

会へ御報告いただければというふうに考えております。特に、道県単位の回復計画作成を

行う中で､隣県や広域性の調整が必要なときには、当部会を活用していただければと思いま

す。よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本部会長 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。 

 特に御意見等もないようでございますので、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いて予定を事務局より説明をお願い

します。 

○事務局（渡部） 次回、日本海北部会の開催についてですが、本委員会の委員の任期は

4 年となっております｡本日御出席の委員の皆様につきましても､途中､海区委の選挙など

もあり､途中で交代された方もいらっしゃいますが､委員の皆様の任期が本年 9月までとな

っております｡これまでの部会開催を年 2回ということで行っておりますので､例年秋は本

委員会と同じく 10 月ごろを予定しております｡次回部会は､再任される方も多くおられる

と思いますけれども､新たな委員の方々の顔ぶれということになると思われます。次回開催

につきましては、改めて事務局より新委員の皆様に連絡をとらせていただきたいというこ

とでお願いいたします。 

○森本部会長 どうもありがとうございました。 

 次回の日程について事務局より説明がございましたけれども、委員の任期の関係できょ

うお集まりの委員の皆さんの中にはこれが最後の部会という方もいらっしゃるかと思いま
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すけれども、もちろん再任される方が多数おられるかもしれませんけれども、次回会合は、

１０月ごろに新メンバーということでございます。委員の皆さんには長い間、御協力して

いただきましてまことにありがとうございました。御苦労さまでございました。 

 それでは、ほかに意見等もないようでございますので、本日の部会はこれで閉会をいた

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いただき、ありがとうございました。 

 なお、議事録署名人の齋藤委員と冨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、署名の方をよろしくお願いいたします。 

 この後、午後４時から同じ場所で日本海西部会が開催されます。また、明日は、会場が

錦糸町の「東京マリオットホテル」に移りますけれども、九州西部会と本委員会が開催さ

れることになっております。各委員におかれましては、引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

 これをもちまして、第８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。 

閉     会 
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