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日本海・九州西広域漁業調整委員会第１１回日本海北部会

１ 日 時

平成１８年１０月４日（水） １３：３０～１５：００

２ 場 所

東京・お茶の水 ホテル聚楽 孔雀の間（東京都千代田区神田淡路町２－９）

３ 出席者

（委 員 等）
森本 稔 三木 奈津子 中村 東伍 西崎 義三 小坂 榮一
斎藤 辰男 小田 政市 森本 太郎 和田 耕治 風無 成一
冨田 重基 宮本 政昭 宮本 光矩 櫻本 和美 堂 久八

（都 道 府 県）
渡辺 和紀 北海道水産林務部漁業管理課主幹
米地 篤 北海道水産林務部漁業管理課主任
二木 幸彦 青森県農林水産部水産局水産振興課主幹
笹尾 敬 秋田県農林水産部水産漁港課副主幹
蛸井 祥子 山形県庄内総合支庁水産課主事
佐藤 将 新潟県農林水産部水産課資源対策係主任
野沢 理哉 富山県農林水産部水産漁港課副主幹兼漁政係長
鮎川 典明 石川県農林水産部水産課専門員
岩政 陽夫 山口県農林水産部水産振興課主査
白石 日出夫 福岡県農林水産部水産振興課主任技師
熊井 健一 佐賀県海区漁業調整委員会事務局主査
森川 晃 長崎県水産部資源管理課係長
山田 雅章 熊本県農林水産部水産振興課主幹
宜保 佳央理 沖縄県農林水産部水産課主任

（漁業者団体）
山本 訓道 全国漁業協同組合連合会漁政国際部
筆谷 拓郎 社団法人全国底曳網漁業連合会事務局長
柳川 延之 北海道機船漁業協同組合連合会参事

（ ）独立行政法人水産総合研究センター
谷津 明彦 北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部長
岸田 達 日本海区水産研究所日本海漁業資源部長
清水 弘文 業務推進部受託業務課事業コーディネーター

（水 産 庁 等）
山下 潤 資源管理部長
香川 謙二 資源管理部管理課長
國府 恒郎 資源管理部管理課資源管理推進室長
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大橋 貴則 資源管理部管理課資源管理推進室課長補佐（資源管理企画班）
小田 裕太 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

（ ）長元 雅寛 資源管理部管理課資源管理推進室課長補佐 管理型漁業推進班
松本 昌士 資源管理部管理課資源管理推進室指導係長
小池 幹人 資源管理部管理課資源管理推進室課長補佐（ＴＡＥ班）
加藤 健司 資源管理部管理課資源管理推進室計画係長
大内 貴文 資源管理部管理課資源管理推進室助成係長
加藤 久雄 資源管理部沿岸沖合課課長補佐（指定漁業第１班）
佐藤 文夫 資源管理部沿岸沖合課許可第１係長
竹川 義彦 資源管理部沿岸沖合課経営指導係
廣野 淳 資源管理部沿岸沖合課課長補佐（指定漁業第２班）
梅田 孝明 資源管理部沿岸沖合課許可係長
廣野 雅子 資源管理部沿岸沖合課経営指導係長
馬場 幸男 漁政部水産経営課課長補佐（経営改善班）
田原 健吾 漁政部水産経営課経営改善係長
田中 博康 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班調査調整係
佐藤 友介 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班資源管理調査係
斎藤 貴行 増殖推進部栽培養殖課栽培漁業企画班業務係
山本 竜太郎 漁港漁場整備部整備課課長補佐（設計班）
浜崎 宏正 漁港漁場整備部整備課整備班環境係
中村 隆 漁港漁場整備部防災漁村課課長補佐（環境整備班）
小幡 浩一 北海道漁業調整事務所資源課長
小俣 明伸 北海道漁業調整事務所資源課資源管理係長
坂内 裕 仙台漁業調整事務所資源課長
大槻 則仁 仙台漁業調整事務所資源管理計画官
佐藤 愁一 新潟漁業調整事務所長
澤田 竜美 新潟漁業調整事務所資源課長
牧野 稔智 新潟漁業調整事務所資源管理計画官
中井 忍 新潟漁業調整事務所資源課資源管理係長
森 義信 境港漁業調整事務所長
南 哲也 境港漁業調整事務所資源課長
上田 勝彦 境港漁業調整事務所資源管理計画官
山田 和孝 境港漁業調整事務所資源課資源管理係長
木實谷 浩史 九州漁業調整事務所長
吉永 政信 九州漁業調整事務所資源管理計画官
水野 俊介 九州漁業調整事務所資源課資源管理係長
岡本 忠 九州漁業調整事務所沿岸課沿岸第二係長
安里 元男 内閣府沖縄総合事務局林務水産課漁政係長

４ 議 題

（１）水産資源の状況について
（２）日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の取組状況について
（３）スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画の検討状況について
（４）マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画の検討状況について
（５）県における資源回復計画の検討状況について
（６）その他
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５ 議事内容

開 会

○佐藤新潟漁業調整事務所長
定刻となりましたので、ただ今から日本海・九州西広域漁業調整委員会第11回

日本海北部会を開催いたします。本日、当初、委員の皆様15名全員の方の御出席
をいただける御予定でしたけれども、本川委員は恐らくもうじき席に着かれると
思いますが、実は今のところ、まだ見えられておりません。しかしながら、本部
会の事務規程第5条の規定に基づきまして、本部会は成立しておりますので、本
川委員がいらっしゃいます前に開催いたしたいと思います。
それでは、これ以降、議事進行を森本部会長にお願いいたします。よろしくお

願いいたします。

部 会 長 挨 拶

○森本部会長
、 、 、 、 、本日は お忙しいなか 委員の皆様 それから 来賓の方々におかれましては

御出席を賜りまして誠にありがとうございます。
当日本海北部会では 「マガレイ、ハタハタ資源回復計画」が平成15年度にスタ、

ートしてから4年目を迎えておりまして、なんとか資源の回復につながればと願っ
ているところでございます。この資源回復計画の取組状況につきましては、後
ほど事務局より報告していただくこととなっております。
また、資源回復計画の作成に着手しておりました「スケトウダラ日本海北部系

群資源回復計画」及び「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画」については、検討状
況について事務局より報告していただきます。
なお、本日は、水産庁から山下資源管理部長、香川管理課長、國府資源管理推

進室長、当部会の事務局であります新潟漁業調整事務所の佐藤所長ほか多数の御
出席を得ているところでございます。
また、本日の議題であります「スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画」の

検討状況に関しましては、石川県においても、この系群を漁獲しておりますこ
とから、日本海・九州西広域漁業調整委員会の日本海西部会から、石川海区互
選委員の堂久八委員に本部会事務規程第8条の規定に基づきまして、参考人とし
て御出席をいただいております。
堂委員は、本部会の参考人という形になりますが 「スケトウダラ日本海北部、

系群資源回復計画」に関しまして、他の委員の皆様と同様に御意見をいただきた
いと考えております。また、御意見に対しましては、真摯に対応していきたいと
考えておりますので、委員の皆さん方の御理解をいただきますよう、よろしく
お願い申し上げます。

水 産 庁 挨 拶

○森本部会長
それでは、議題に入る前に、水産庁の山下資源管理部長から御挨拶をいただき

たいと思います。
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○山下資源管理部長
水産庁資源管理部長の山下でございます。今年の8月に着任いたしまして2カ月

たったところでございますが、よろしくお願いいたします。
委員の皆様方におかれましては、昨日から、あるいは今日の午前中から引き続

き御出席をいただきまして誠にありがとうございます。
日本海・九州西広域漁業調整委員会の第11回日本海北部会の開会に当たりまし

て一言御挨拶申し上げます。
御承知のとおり、日本の周辺水域におきます水産資源は、依然として厳しい状

況にあるものが大変多く見られるわけでございますが、水産資源の適切な保存管
理は、水産物の安定供給の確保及び水産業の健全な発展という基本理念を達成す
るためのまさに基盤であるというふうに認識をしているところでございます。
本広域漁業調整委員会は、資源回復計画を推進する上で大変重要な役割を担っ

ていただいております。
資源回復計画につきましては、既に全国で27の計画、42魚種の計画が現在、実

施中でございます。さらに24の計画、34魚種についても、早期の資源回復計画の
策定を目指して現在、作業が進められているところでございます。
また、包括的資源回復計画ということでも、7つの計画に現在、着手作業を進め

ていただいているところでございます。
本日の日本海北部会におかれましては、平成15年度からマガレイ、ハタハタの

資源回復計画に取り組んでいただいておりまして、鋭意実施していただいている
ところでございます。
さらに現在、スケトウダラの日本海北部系群、それから、マダラの陸奥湾産卵

群のそれぞれの資源回復計画についても、早期に計画を作成すべく現在、作業
をしていただいているというふうに認識しているところでございます。
さて、今年度、御承知のとおり、水産基本法に基づきます水産基本計画の見直

しを、現在実施をしておりまして、来年3月には新しく水産基本計画を策定いたし
まして、今後の水産施策の柱にしていく予定でございます。
そのため、現在、計画の見直しにつきまして、水産政策審議会等での御検討を

いただき、また、水産庁内でも鋭意検討を実施しているところでございます。ま
た、検討の中間的なとりまとめにつきましても、各地で説明会、あるいは意見
をお伺いする機会を設けさせていただきまして、現在、やっているところでご
ざいます。
こういった基本計画の見直しの中でも、資源回復計画を含みます資源管理の推

進というものは大変大きな柱、存在でありまして、これまでの取組みの状況です
とか、効果の検証を行いまして、今後の取組みの方向性を決めてまいりたいとい
うふうに考えているところでございます。
本日は、そういう意味で、資源回復に直接取り組んでいらっしゃいます委員の

皆様方からさまざまな御意見をお聞かせいただきまして、基本計画の見直しに反
映をさせていきたいと考えているところでございます。
そういうことで、本日、忌憚のない御意見をいただきまして、実り多い会議と

していただきますことを希望いたしまして、簡単でございますが、開会の挨拶に
代かえる次第でございます。よろしくお願いいたします。

○森本部会長
山下部長、どうもありがとうございました。
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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。

○牧野新潟漁業調整事務所資源管理計画官
資料の確認をさせていただきます。
まず議事次第、出席者名簿、配席図。水産資源の関係では、右の上の方に資料

1とうってあります。これが1ページから12ページまであります。マガレイ、ハタ
ハタにつきまして資料2－1から2－2、2－3、2－4、2－5まであります。スケソウ
ダラ関係で資料3－1、3－2、3－3とございます。マダラ関係の資料といたしまし
て資料4－1、4－2があります。続きまして県における資源回復計画の検討状況に
つきまして資料5。
以上ですが、何か不足の資料がありましたら事務局までお申しつけください。

○森本部会長
よろしゅうございますか。

議事録署名人の選任

○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、後日まとめられます本部

会の議事録の署名人を選出をしておく必要がございます。このことにつきまして
は、部会長から2人以上を指名することとなっておりますので、僣越ではございま
すが、私の方から指名させていただきます。
今回の部会議事録の署名人としましては、海区漁業調整委員会の互選委員の方

から、北海道互選の中村委員、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。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

○森本部会長
最初に議題（１）の「水産資源の状況について」に入ります。

本議題につきましては、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日

本海漁業資源部の岸田部長さんからマガレイ、ハタハタについて、北海道区水産研究

所亜寒帯漁業資源部の谷津部長さんからスケトウダラとマダラについて、それぞれ説

明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○岸田日本海区水産研究所日本海漁業資源部長
それでは、御説明いたします。資料 の 枚目からの資料に沿って御説明いた1 2

します。
まずマガレイの日本海系群です。
真ん中に地図がございまして、白黒の資料の方はちょっと見にくいかもわかり

ませんけれども、日本海の北の方の沿岸域に分布域がございます。比較的浅い海
にいるカレイです。
漁業の特徴といたしまして、日本海北部でマガレイを対象としている主要漁業
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は、底びき網漁業と刺し網漁業です。その比率は、 年の漁獲量で見ますと、2005

底びき網で ％、刺し網で ％、両方合わせますと 割以上を占めています。57 35 9

それから、県別に見ますと、新潟県と秋田県の比率が高くなっております。こ
れは次のページに図が つございまして、その左側の方が県別の漁獲量になっ2

ておりまして、上から新潟県、山形県、秋田県、青森県というふうになってお
ります。秋田と新潟が多いということがわかります。
漁獲の動向ですけれども、新潟、山形、秋田、青森の日本海北部の 県につき4

まして漁獲量が把握されましたのは 年以降に限られております。これが先ほ1993

どの図です。
資源評価方法ですけれども、マガレイは農林統計の全国集計の対象種ではない

ために、系群全体での漁獲量を正確に把握する統計データというものがございま
せん。したがいまして、日本海北部 県の漁獲量の経年変化を用いて資源の評価4

を行いました。資源動向の参考として沖合底びき網漁業、新潟県の板びき網漁業
及び新潟県による幼稚魚分布調査の結果も参考にいたしました。
資源状態ですけれども、 年の漁獲量 トンは特に新潟県での減少が大き2005 251

く影響した結果ですが、資源水準は全域で低い水準にあると思われます。
動向といたしましては、 つ目に新潟県の板びき網漁業及び沖合底びき網漁業1

の 、これは漁獲努力量当たりの漁獲量ということで資源水準の指標となっCPUE

ておりますが、その は 年代後半からは横ばいないし増加しているこCPUE 1990

と。
それから、 つ目として、 年の漁獲量減少には、時化ですとか、大型クラ2 2005

ゲの漂着等による漁獲努力の減少が影響していると見られること。
さらに つ目といたしまして、幼稚魚の漁獲加入量が 年及び 年には3 2006 2007

増加することが期待されますということから、これらを総合して横ばい傾向であ
ると判断いたしました。
管理方策ですが、 年時点での資源水準は低位で、動向は横ばいにあると判2005

断されました。本種は底びき網や刺し網で主に漁獲されますが、必ずしも主対象
の魚種ではないことが多いわけです。その実施は困難ですが、漁獲量の上限をあ
る程度におさえることで、特に 歳魚の生き残りを増やし、翌年の漁獲加入年級3

への負担を減らすとともに、産卵への加入を少しでも増すことが必要と考えま
す。
また、産卵親魚をより積極的に確保するため、実効ある全長制限を導入するこ

とが望ましいと考えます。
生物学的許容漁獲量 につきましては、そこの表にお示ししたような数値がABC

算出されました。
次にハタハタの日本海北部系群について御説明いたします。

、 、ハタハタは日本海の西部の方にもおりますが ここでは北部系群ということで
そこの地図にありますように、能登半島より北の方のものについて御説明いたし
ます。
漁業の特徴ですが、日本海北部のハタハタは、秋田県での漁獲が多く、産卵

・接岸期を対象とした定置網と刺し網による漁獲割合が大きくなっています。
また、ほぼ全域において小型底びき網や沖合底びき網によっても漁獲されてい
ます。
漁獲の動向ですが、これは同じように次のページの一番上に棒グラフがござい

ますが、当海域におけるハタハタの漁獲は、 年から 年には トン前1965 75 20,000
1976 1991 158後の高い水準にありましたが、 年以降、激減いたしまして、 年には
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トンにまで落ち込むという劇的な変化を示しました。
秋田県では 年間の採捕禁止を、これは 年から 年の漁期になりますが、3 92 95

実施し、その後も青森県、秋田県、山形県、新潟県では、自主的・公的な漁獲規
制を実施しております。
このような措置のもとで、近年、漁獲量は増加傾向にあります。 年には、2005

接岸時期の漁獲が前年をやや下回りましたが、合計で トンとなりました。4,200

資源評価方法につきましては、漁獲量の推移とともに、沖合底びき網漁業漁獲
成績報告書に基づきます漁場別漁獲統計を解析いたしまして、 年以降の資源1980

密度指数の推移を調べました。加えて秋田、山形、新潟の市場調査及び加入量調
査における体長組成から、近年の加入状況と漁獲物の年齢構成を検討材料といた
しました。
資源状態ですが、日本海北部のハタハタ資源は、近年の全般的な漁獲動向と各

1990 2006年級の豊度などから、 年代前半に比べて明らかな回復を示しています。
年現在、 年級、これは 歳になっておりますが、これが主体です。 歳魚の2003 3 1

加入も進行していますが、 歳魚である 年級の水準がやや低いことや、いず2 2004

れの年級も豊度の高かった 年級には及ばないために、近年の資源増加傾向は2001

一息ついたものと思われまして、水準としては中位水準、動向は横ばいにあると
判断しました。
さらに 年の状況について考えますと、漁獲に占める 年級の割合は低2007 2003

、 、 、下し 年級も引き続きやや低めの水準と想定されますことから 資源状況は2004

近年にあってはやや低めの水準で推移するものと思われます。
管理方策ですが、ハタハタの日本海北部の資源は、近年、高水準の年級に支え

られて増加傾向にあったと思われますが、 年になりますと、漁獲の主体とな2007

る 歳魚、 年級はある程度期待できるものの、 歳魚である 年級の水準2 2005 3 2004

が低いことなどから、漁獲量の上限をやや抑える必要があると考えます。
生物学的許容漁獲量 の上限値であります は基準となる過去の漁ABC ABClimit

獲量、これは 年、 年の漁獲量の平均値を基準としておりますが、それ2004 2005

に を掛ければよいのではないかと考えます。0.8

それから、 に安全を見込んだ係数を掛けて算出します の方ABClimit ABCtarget

は、資源状態が 、 年の間に大きく変動する過去の傾向ですとか、今後の加入継1 2

続についての不確実な要素を考慮いたしまして、 の 倍といたしましABClimitt 0.8

て、その表に示したような数字を算定いたしました。
以上です。ここで説明者を交代いたします。

○谷津北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部長
交代いたしました北海道区水産研究所の谷津でございます。
ただいまからスケトウダラの日本海北部系群とマダラの北海道につきまして御

説明いたします。
資料は ページになります。6

まずスケトウダラの日本海北部系群ですけれども、寿命につきましてはよくわ
かりませんが、 歳以上と考えられております。10

、 、 、成熟に達する年齢としましては 歳で 歳魚のうち ％が成熟して その後3 3 33

高齢になるに従って ％成熟するというふうになっております。100

産卵期は冬で、産卵場としましては、ここに檜山沿岸から利尻、礼文まで書い
てありますけれども、現在の主要な産卵場は檜山海域ということになっておりま
す。つまり産卵場がこのところ非常に狭まって、檜山海域に主なものが残ってい
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るということになります。
分布ですけれども、その地図にありますように、サハリンの西側から能登半島

付近までということになっております。
漁業の特徴ですけれども、本系群につきましては、沖合底びき網、沖底です。

それから延縄、刺し網などでございます。先ほどの産卵場のある檜山から後志地
方では、やはり産卵群を対象に、それから、武蔵堆という北海道のやや北の方
ですけれども、そこでは沖底によって 歳から 歳を主体に漁獲されておりま3 5

す。
次に漁獲の動向でございますけれども、グラフが 枚ありまして、左側のグラ2

フは 年から 年までの韓国も含めました海域、あるいは漁業種類別、韓1981 2005

国、本州の日本海、それから、北海道の西側・道西の沿岸漁業、道西の沖底とい
うふうに つに分けて記述しておりますけれども、 年前後をピークといたし4 1990

まして漸減傾向にありまして、 年は トンと非常に減少しております。2005 26,000

なお、この漁獲量というのは、年ではなくて、 月から翌年 月までの漁期年4 3

であらわしております。
その右側には、かけまわしという種類の沖合底びき網の トン以上の漁船に100

1つきまして、漁期の網の数、投網数、それから漁獲量を投網数で割りまして、
網当たり何トン獲れたという を示しております。かけまわしの トン以CPUE 100

上の網数は、やはり 年ごろをピークとしまして減少傾向にあります。その一1990

方、 は、 年ごろに 段階上がりまして、それ以降、変動はあるものの、CPUE 90 1

おおむね安定して経過しております。
次に ページに移ります。7

資源状態でございますけれども、資源状態はコホート解析とか、あるいは科学
魚探と呼ばれる調査船調査、こういうものを用いまして資源量を推定しておりま
す。その推定されました資源量が、グラフが つありますけれども、左上のグラ3

フの濃い丸の方が資源量です。やはり漁獲量と同様に、 年ごろをピークとい1990

たしまして減少の一途をたどってまいりました。白抜きの丸、カラーでいきます
と赤丸なんですけれども、こちらの方が漁獲割合といいまして、資源量のうち、
どのぐらいの割合を漁獲したかというものでございますけれども、これは変動
はありますけれども、おおむね ％台の後半から ％を超える程度ということ10 20

で、変動はありますけれども、ほぼ一定のような感じで見てとれます。
この中で、この図ではなかなかわかりにくいのですけれども、 年に漁獲割2002

合というのがぴょこっと ％を超えました。 年ぐらいから 年ぐらいまで20 96 2005

は ％台後半だったのですけれども、 年だけ漁獲割合が ％を超えて、こ10 2002 20

の年は漁獲量もその前後の年に比べて獲れたということで、その当時は資源があ
る程度いたものだと思って獲っていたところ、実は余りいなくて、この 年2002

に漁獲をたくさんしてしまったということによりまして、資源がますます減って
しまった。そういうことがありまして、現状の資源量は、このグラフにあります
ように、 年以来最低の水準にあるということでございます。81

それから、今後のことなんですけれども、 歳ぐらいからこの海域では漁獲さ3

れるということで、今後、今、 歳であるとか、 歳であるというものはまだ漁獲1 2

がされてないわけですけれども、こちらの方も調査船の調査などによりまして、
余り高い豊度は期待できないということから、今後も資源量は下回っていくの
ではないかというふうに予測されております。
それから、ここまで資源が減ってしまった原因について幾つか書いてあります

けれども、 つは右側の再生産成功率、尾 というものでございます。これは一1 /g
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3 3定の親魚量からどのぐらい加入があるか、言い換えれば 歳で加入しますので、
、歳までの卵からの生き残りが良いか悪いかというような指標でありますけれども

これが再生産成功率が高いということは、一定の親からたくさん加入してくると
いうことで、 年代の後半、 年から 年ぐらいまで、これは非常に高い再生80 84 88

産成功率がありまして、これが資源の増加をもたらしたわけでありますけれど
も、その後、再生産成功率はがくんと下がりまして、徐々に低下しているとい
うことで、加入が悪くなって、その結果、親魚も減って、漁獲の影響もありま
して、ますます資源が今、減少している、そういうことになっております。
そして の方は、表が ページの下の方に幾つかありますけれども、実はABC 7

今年の 算定から、 算定の考え方を大幅に変えまして、従来は 字型とABC ABC V

いいますか、急激な回復を目指しておったのですけれども、なかなか再生産成功
率も低くて、厳しい を出す傾向がありましたので、少し管理の考え方を、ABC

ここにありますように、ゆるやかな、 というのは親魚量です。産卵親魚量SSB

のことを英語で というふうに表現しておりますけれども、親魚量をゆるやSSB
2007 ABCかに回復させる。そういうふうに管理の考え方を変えまして、 年の

として トンというのを提示しております。さらにそれに予防的措置を考慮11,000

したものは、その下に示しております数字になります。
めくっていただきまして ページですけれども、そのほかにもいろいろな考え8

方がありまして、親魚量、 を安定的に維持した場合はどうなるか、 とSSB Fsus

、 、 、いうものですけれども これですと トン程度 先ほど言いましたような12,000

去年までの 字型の回復ということを目指しますと トン程度、それから、V 6,000

もう一方、現在の漁獲圧、 といいますけれども、これを維持した場合にFcurrent

は トン程度というふうな計算になってございます。25,000

最後に ページに移りますけれども、非常に再生産成功率が近年低まって、な9

おかつ漁獲の影響もあって資源がここまで落ち込んだということでございますけ
れども、では、いわゆる海洋環境との関係はどうなんだということでございま
すが、実はこれはまだいろいろ研究途上でございまして、三宅さんという北海
道の水産試験場の方ですけれども、この方が精力的に研究されていまして、例
えば対馬暖流が強いとよろしくないとか、あるいは沿岸水温が高いとやはり加
入量が悪いとか、そういう仮説を発表されています。これにつきましては当水
研、あるいは北海道の水産試験場さんと協力して、今後、さらに海洋環境と資
源変動の関係を検討していきたいと考えております。
以上がスケトウダラにつきましての資源状態です。
次に ページにまいりましてマダラの北海道というものでございます。10

そこに地図がございまして、分布図、北海道の周り、サハリンの南部から千島
列島南部まで広がっておりまして、陸奥湾も実はこの評価単位の中に含まれてい
るということで、北海道全体として御説明させていただきます。
寿命は不明となっておりますけれども、 歳以上ではないかというふうに考え10

られております。
成熟開始年齢は雄で 歳、雌で 歳でございます。産卵期は冬。3 4

、 、 、 、 、 、漁業といたしましては 沖合底びき網 沖底のほか 刺し網 延縄 それから
定置網などでございます。
主漁期は、御存知のように、タラのいろいろ白子とかということで冬が主な漁

期になっております。
次に漁獲量につきましては、 ページにグラフが示してあります。11

実はこの北海道というふうに系群とはなってございませんで、海域で一括りに
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しております。というのは、なかなかこの系群の構造がよくわかってないという
ことで、一番上のグラフには北海道、これは陸奥湾も含むわけでございますが、
先ほどの地図の範囲の日本の漁獲量を示してあります。 年からでございます1985

が、漁獲量は緩やかに減少傾向、と同時に、これは漁獲量全部ですけれども、
沖合底びき網の網の数、漁獲努力量として総漁獲量の右隣の低い棒グラフです

2 CPUE 1けれども それも漁獲量と同じように減少傾向 この つを用いました、 。 、
網当たりの漁獲量というものは変動はありますけれども、おおむね最近の 年4

間は横ばいということで、この系群といいますか、北海道のマダラにつきまし
ては、資源水準は中位で横ばい傾向というふうに判断しております。

、 、 、 、しかしながら その下にグラフが つ 漁獲量がオホーツク海 北海道南海域3

陸奥湾はここに含まれるわけでございます。それから、北海道西海域と つあり3

ますけれども、海域別に漁獲量を沿岸と沖合別に示したグラフですけれども、
海域によっては漁獲量の傾向は若干異なりまして、オホーツク海では最近 年3

はほぼ安定、北海道南は 年頃から少し下がりまして、 年にかけてやや2000 2005

増加、西海域ではやや減少傾向、このように海域によってやや傾向は異なってお
ります。
それから、本日の一番の注目であります陸奥湾を含みます道南海域につきまし

ては、右のグラフで と網数とありますけれども、いろいろグラフがあるのCPUE

で、濃い色の三角、これが北海道南海域の でございます。 年頃にややCPUE 2000

高くなったのですけれども、その後、減少して、そこからまた 年にかけて上2005

昇しているということでございます。
これで は、 ページの下にありますように、現在が中位、横ばいでござABC 11

いますので、ほぼ 年ぐらいの漁獲量が適当であろうということで ト2005 12,000

ンということで の方は提案をさせていただいております。ABClimit

以上です。

○森本部会長
ありがとうございました。
資源状況の説明を伺いましたけれども、何か御質問等ございますでしょうか。
ないようでございます。

日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の取組み状況について議題（２）

○森本部会長
それでは、次に議題の（２ 「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の取）

組み状況について」に移ります。
この計画は、現在、実施中であり、適宜、見直しを行いつつ、減船、休漁、漁

具改良等の措置を実施してきているところでございます。
そこで「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事

務局から説明を受けたいと思います。よろしくお願いします。

○牧野新潟漁業調整事務所資源管理計画官
それでは 「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画」の取組状況につい、

て、資料 － から資料 － を使って説明させていただきます。2 1 2 5

資料 － を御覧ください。2 1

この表は、マガレイ、ハタハタの資源回復計画に関する行政・試験研究担当者
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会議、それと漁業者協議会の開催実績を整理したものです。
まず秋田県は、本年度 月から 月、 月におきまして、平成 年度以降の管7 8 9 18

理方策を検討いたしました。
新潟県におきましては、 月に 年度漁獲努力量削減措置等について協議、ま3 18

た、 月から 月にかけて資源回復計画の進捗状況、また、休漁推進支援事業、6 8

それと公共事業であります資源回復支援基盤整備事業、これは海底清掃になり
ます。これらについて協議をしております。

18 11山形県におきましては、 年度の漁獲努力量削減措置については、昨年度、
月から 月にやっております。12

、 。 、また 一番上に合同と書いたところがあります これは関係県が集まりまして
マガレイ、ハタハタの資源回復計画、これは平成 年から 年度になっており15 23

まして、本年度が 年目の折り返し地点ということで、この会議において計画の4

内容と、これまでの実績の整理をいたしました。これから、このことについて説
明させていただきます。

3資源回復計画は、漁獲努力量の削減、資源の積極的培養、漁場環境の保全の
本立てとなっておりますので、それぞれについて説明させていただきます。
資料 － を御覧ください。2 2

この表は、漁獲努力量の削減措置の計画と実績を整理しております。
左側に資源回復計画に掲げてあるもの、真ん中に進捗状況、右側に漁獲努力量

削減実施計画の実績を載せております。
青森県におきましては減船、これは沖底ですが、 年度に 隻減船済みであり15 1

ます。また、小型魚の再放流、これも 年度から実施しております。操業期間16

の短縮につきましては、今、検討中ということです。
秋田県につきましては減船、また、保護区域の設定、これもすべて 年度から16

実施しております。
山形県におきましては休漁、これは具体的にまだ定まっておりません。マガレ

イにつきまして保護区の設定、また、刺し網漁業につきましては、保護区と休漁
の設定を行っています。これはどちらも平成 年度から実施しております。16

また、ハタハタにつきまして漁具の改良、これを平成 年度から 隻実施済15 31

みであります。
新潟県におきましては、マガレイを対象に休漁、漁具の改良、これは板びき網

漁業を対象に 年度から実施しております。沖底、小底の漁具の改良につきま16

しては、まだ検討中です。板びき網操業区域における保護区域の設定につきまし
ては、平成 年度から実施しております。16

続きまして資料 － を御覧ください。2 3

この表は、資源の積極的培養措置の計画と実績を整理しております。
、 。左側が資源回復計画に掲げてあるもの 右側が進捗状況をあらわしております

まず計画の内容ですが、水産総合研究センターにおきまして、放流技術の基礎
的技術開発が行われ、また、秋田県においても大量生産技術の開発が行われてお
りました。また、秋田県、青森県で種苗の放流が行われておりました。これを
引き続き実施するということになっております。
また、秋田県のハタハタの産卵場拡大のための藻場造成、これも引き続き実施

することとなっております。
この計画に対しまして進捗状況は、まず水産総合研究センターにおきまして大

量の種苗生産の放流のための方法が開発されました。秋田県においては、この技
200 300術を導入、応用して大量の種苗生産、放流を実施しております。年間 ～
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万尾が放流されております。
青森県の漁協におきましても、種苗生産・放流を実施しております。
藻場造成につきましては、秋田県象潟地区において、水産基盤整備事業、これ

は公共事業でございますが、藻場造成を予定しております。計画期間は平成 年18

から 年、計画規模は となっております。21 1.6ha

続きまして資料 － を御覧ください。2 4

この表は漁場環境の保全措置の計画と実績を整理しております。
左側が資源回復計画、右側が進捗状況になっております。
計画といたしまして、日韓財団の基金を活用しまして、韓国漁船が残していっ

た漁具を回収することを引き続き実施することになっております。
また、クリーンアップ事業による海底清掃、休漁した漁業者を活用した海底堆

積物の除去等が計画に掲げられております。
これに対して進捗状況は、韓国漁船の漁具の回収につきましては、青森県、秋

田県、山形県、新潟県におきまして、漁具回収が実施されております。
また、 年度においても実施予定にしております。18

新潟県の下越地区において、休漁する漁業者を活用した堆積物除去ですが、こ
れは水産基盤整備事業、公共事業におきまして、計画年度が平成 年度から平成16

年度、計画規模で 、 年度までに を実施しております。19 28,000ha 17 15,000ha

続きまして資料 － を御覧ください。2 5

この表は資源回復計画の目標に対する進捗状況を整理したものです。
マガレイにつきましては、平成 年度までに当初の ％増加の トン、こ23 13 341

れを目標に掲げております。現在の状況は、 年度は落ちておりますが、 割を17 7

超えるぐらい目標に達しております。
また、ハタハタにつきましても、平成 年度までに トンを目標にしてお23 5,000

ります。これも目標値の 割を超える漁獲量があります。8

このように、漁獲努力量の削減措置、資源の積極的培養措置、漁場環境の保
、 。 、全措置を関係者の努力により 着実に実施しております 年変動はありますが

漁獲量の回復傾向が見られる状況にあり、 年度までこれらの措置を確実に実23

施することが重要と考えております。
以上、日本海北部マガレイ、ハタハタの取組状況でございました。

○森本部会長
ありがとうございました。
「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画」は、現在、計画の折り返し点

ということでございますけれども、これまでの実績を含めまして取組状況の報告
をしていただきました。
今までの説明につきまして御意見、御質問等ございますでしょうか。

○小田委員
新潟県でございますが、マガレイの資源回復計画に対しまして、私たち下越の

方は板びき船でございますが、新潟県の ％は板びきで占めておりますが、非常70

に 年、昨年は時化とクラゲで出漁日数がなかったから水揚げがなかったけれ2006

ども、順調に私たちとしては、私も獲っている 人でありますけれども、資源は1

。 、 、確実に回復している 少し型が小さいので これからまだ目合い制限をしながら
包括的な資源回復に向かって漁業者が一団となって研究しているし、また、休漁
期間においても、 隻の船が 日間の休漁の間を見て海底清掃をやっておるの71 15
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で、非常に効果はある。それから、また、禁漁期間の 月、 月はのけて、 月か7 8 4

4 10 2 3らの冬期間を除いた 月から 月までは、我々が自主規制として、 日出たら
日目には必ず休漁、休む、土曜日はほとんど毎週休んでいますけれども、時化で
あろうが何であろうが、 日出たら 日目は休むということで、漁業者の取り決2 3

めで、この資源回復に力を入れてやっていますので、今、報告があったように、
横ばい状態よりも少しは回復している傾向にあると私は思って、今日、代表とし
てまいったわけでございますが、今後も私たちもこの事業を続けてまいりたい
と思いますので、また、国の方の御支援の方もよろしくお願いしたいと思いま
す。
以上です。

○森本部会長
ありがとうございました。
新潟県の取組状況について追加的な情報をいただきましてありがとうございま

す。
ほかにございますでしょうか。

○齋藤委員
私も新潟海区の小田委員の意見にいろいろ関連する意見でありますけれども、

今の資源回復計画の計画の年度は、たしか 年間で、平成 年までだった。そ10 23

のなかで、今現在調査結果の、資源回復計画を実施してから、努力はいろいろ各
県でやっているにしましても、まだ計画半ばであるという状況の中で、今の報
告の中では、資源回復計画の目標と現在の状況、これを資料に基づいていろいろ
説明があったわけでありますけれども、やはりこれは大した状況だな、やはり資
源回復計画なくして漁業の発展はあり得ないのだなということをしみじみと感じ
た次第でありまして、これはやはりこの状況を各県が浜に持ち帰って、漁業者に
報告をしながら、より前進されるような努力をやはりしっかりやっていただける
ような、そういう状況だけは作らなければならんな、こう痛感をした次第であり
まして、このことを一つ結果として大変結構な状況が出ておるなということも
含めて意見として申し上げました。

○森本部会長
ありがとうございました。

、 。 、回復計画の半ばでありますけれども 成果が大変現れている そういうことで
今後とも努力をして、さらに地元での説明をして協力を要請し続けていく、こう
いう力強い御発言がございました。
ほかに。

○西崎委員
私から、ちょこっとだけでありますけれども、資源回復計画が進められて、果

たしてどの辺まで進捗してこられたのか。特に藻場造成であります。藻場造成に
ついては、我々漁業者にすると、何としてでもやはりハタハタはもちろんであ
りますけれども、ハタハタ以外の魚介類はほとんどの魚種において藻場で繁殖
していっておるわけでありますので、藻場造成というのは、それぞれの県にお
いて大事なことだと思っております。
近年といいましょうか、もちろん生活排水とか、あるいは水田の農地等の除草
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剤とか、そういうものが海に当然流れてくるわけであります。昔から見ると藻場
というのが非常に薄れてしまっております。したがって、沿岸は、先ほど言いま
したように稚魚が棲みやすい環境にはなっていないわけですね、孵化しやすい環
境にはなってないわけであります。
したがって、私はこの藻場造成をもっともっとそれぞれの県において、今、こ

この資料に載っているのは秋田県の象潟地区となっておりますけれども、これは
どこの県にでもやはり進めていかなければならないのではないかなというふうに
思っております。

、 、 、したがって この藻場造成の計画 そしてこれまでの進捗状況を踏まえながら
今後、まだどれぐらいの事業をできるのか、その辺の、これまでの状況を踏まえ
て、今後、まだまだこういった藻場造成事業が行えるのかどうか、その辺のとこ
ろを一つお聞きしたいと思います。

○森本部会長
ありがとうございました。

藻場造成につきましては、産卵場、あるいは魚類の育成場として非常に重要で
あるということで、先ほどの御説明のなかで、秋田県の象潟地区で計画がなされ
て進捗状況等が説明されたわけでございますが、この事業、今後、どの程度まだ
余裕があるのかということだと思いますけれども、どなたか。

○牧野新潟漁業調整事務所資源管理計画官
藻場造成につきましては、今、水産庁所管の事業といたしましては、水産基盤

整備事業、昔の漁港・漁場整備事業で行っていまして、今、ちょうど長期計画の
策定時期に入っております。水産庁担当は漁港漁場整備部なんですが、各県に
対して、県を通して各県の要望を取っているところだと聞いております。そこ
で市町村、県、漁組もそうなんですが、どこにつくって貰いたいという話をな
るべく県に上げていただければ、その計画が今後、 カ年の長期計画の内容と5

して定まりますので、是非とも国は国でやるべきことはやりますので、地元は
地元の声を地方公共団体に伝えていただきたいと考えております。

○森本部会長
そういう状況でございます。よろしゅうございますか。
ほかに。
ありがとうございました。

議題（３）スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画の検討状況について

○森本部会長
それでは、次に移りたいと思います。

議題（３）の「スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画」の検討状況についてで

ございます。

本計画は、昨年３月の本部会におきまして計画策定着手を承認をし、その後、北海

道を中心に検討が進められてきております。

それでは、担当しております北海道漁業調整事務所の方から、検討状況について説

明をお願いいたします。
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○小幡北海道漁業調整事務所資源課長
北海道漁業調整事務所の小幡と申します。よろしくお願いいたします。
それでは、資料は になります。3

本計画につきましては、昨年 月の本部会におきまして計画策定の着手の承認3

をいただき、当初は、本年 月に計画案を諮ることを目標に計画策定を進めてま3

いりましたが、平成 年度のスケトウダラの 決定が延びた影響等によりま18 TAC

して、本計画の策定の進捗が遅くなったため、このたびの部会に計画を諮り、御
審議いただく予定で作業を進めてまいりました。
しかしながら、先ほど北海道区水産研究所の谷津部長さんからも御説明がござ

いましたとおり、先般、 月中旬の全国資源評価会議におきまして報告されまし9

た平成 年のスケトウダラ日本海北部系群の資源評価によりますと、漁獲量は18

1993 2005 1970 26,000年度以降 減少傾向を示し 年度の漁獲量は 年度以降最低の、 、 、
トンとなっております。
また、 年度当初の産卵親魚量につきましても、 年度以来、最低の水準2006 1981

とのことであります。
このため、我々といたしましても、今年度の資源評価の結果を真摯に受け止め

まして、当初、本部会において御承認をいただきましたコンセプトであります北
海道の沖合底びき網漁業者におかれましては、良好な加入が確認された場合に、
新規加入群の獲り残し等に取り組む、北海道の沿岸漁業者におかれましては、
産卵親魚量の保護等、これまでの取組みを充実させるなどの取組みに加えまし
て、新たな追加的措置がとれないか、関係者の方々に対し、再検討お願いして
きたところであります。これに対しまして、北海道沖合底びき網漁業者におかれ
ましては、従来から検討しておりました良好な加入が確認された場合に、新規加
入群の獲り残しを行うに加え、スケトウダラを目的とした操業の一部削減を追加
した取組み案を決定していただいたところであります。
具体的には、資料 － にございますが、当初は良好な加入が確認された場3 3

合に、新規加入群の獲り残しに対する取組みといたしまして、②の 揚網当た1

り体長 未満のスケトウダラの漁獲が ％を超えた場合の漁場移動、さらに30cm 20

同様な場合におけるスケトウダラ対象操業の自粛。
③一日当たりの日本海における沖合底びき網漁業のスケトウダラ総水揚げ量が

一定量を超えた場合における翌日以降のスケトウダラ対象操業の自粛。
④といたしまして、③の状況となった場合には、三歳魚の加入状況を検討し、

多いと認められた場合には休漁等の検討、実施を行うこととしていたところであ
りますが、さらにこれらに加え、①にありますとおり、積極的に資源の回復を
図るため、スケトウダラを目的とした操業隻日数を、過去 カ年における平均3

から 割削減するという取組みを漁業経営等大変厳しいなか、また、最新の資1

源評価が示されてから限られた時間のなかで英断をもって決定していただいた
ところであります。
また、一方、北海道の沿岸漁業者におかれましては、これまでも評価できる積

極的な取組みを行って貰っているところでありますが、北海道庁にまとめ役にな
っていただき、引き続き、これまでの取組みの充実が可能かどうかなど鋭意御検
討をいただいているところであります。
事務局といたしましては、これらすべての取組みが確定しましてから、資源回

復計画案を策定し、本部会にお諮りしたいと考えておりまして、この度は資源回
復計画の検討状況についてのみ御報告させていただきました。
現在の予定といたしましては、来年の 月または 月に予定されております次2 3
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回部会におきまして、回復計画案を御審議いただくことを考えております。それ
に間に合うよう、関係道県、関係団体と引き続き精力的に協議をしていくことと
しておりますので、御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
簡単ではありますが、スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画の検討状況に

ついて御説明させていただきました。
以上、よろしくお願いいたします。

○森本部会長
資料 に基づきまして、スケトウダラの日本海北部系群資源回復計画につきま3

して、現在の取組状況につきまして御説明をいただきました。
まだ必ずしも煮詰まってない点もあるということで、来年の 月の次回部会で3

資源回復計画が策定されるように今後、努力をしていきたい、検討を続けていき
たいということでございました。
何か御意見、御質問等ございますでしょうか。
無いようでございます。

議題（４）マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画の検討状況について

○森本部会長
それでは、次に移りたいと思います。
議題（４）の「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画」の検討状況でございます。

、「 」 、本計画におきましても スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画 と同様に
昨年 月に本部会において作成着手を承認した計画でございます。3

、 。それでは 担当しております仙台漁業調整事務所の方から説明をお願いします

○大槻仙台漁業調整事務所資源管理計画官
仙台漁業調整事務所の大槻でございます。よろしくお願いします。
それでは、資料 を説明させていただきます。まず資料 － についてでござ4 4 1

います。
今年の 月の日本海北部会開催後の動きを整理したものですが、表の左端にな3

りますけれども、青森県と水産庁に分けて記載しております。
はじめに青森県の部分についてですが、 月 日の青森県漁業者協議会におき3 29

まして、県漁連、漁協のほか、陸奥湾水産振興会などの漁業団体の方に、前回の
広域漁業調整委員会での検討状況を報告しまして、それから、また、 月 日に4 21

は、行政サイドと研究サイドの担当者会議を開催し、計画の策定に向け理解促
進に努めているところでございます。
また、水産庁といたしましては、沖合底びき網漁業の取組につきまして、計画

策定に向け、八戸機船底びき網漁協との間で意見交換を行っているところでござ
います。
それでは、現在の検討状況につきまして、資料 － により説明させていただ4 2

きます。
昨年 月の日本海北部会におきまして、事務局より提示した計画の基本的な考3

え方について検討状況ごとに整理いたしました。
番目の青森県陸奥湾漁業者による産卵親魚の保護につきましては、放卵、放1

精後の親魚及び小型魚の放流につきまして、計画における取組イメージの具体
化に向け、青森県と協議検討中でございます。
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番目の青森県沖合底びき網漁業者による農林漁区 － 区におけるマダラ2 777 3

の保護につきましては、 月に八戸の機船底びき網漁協の役員の方と、 月には、6 7

これらの役員に加えまして、八戸機船底びき網漁協所属の沖底船 隻のうち、農19

。林漁区 － 区で操業実績のある皆さんと話し合いを持ったところであります777 3

そして最近のマダラの漁場及び漁模様について話を伺いました。漁労長の話に
よりますと、農林漁区 － 区でも、マダラは不漁であり、また、最近は、777 3

不漁に加えて折りからの燃油高騰により、八戸から漁場まで一往復するだけで
燃料代が約 万円もかかる。一往復だけでそれぐらいかかる。このように資源50

。 、的にも経営的にも厳しい状況のなかにある そういうなかではありますけれども
今後も具体的な取組について、ほかの沖底漁業者も含めながら同様に協議を進め
てまいりたいと存じます。

番目の資源培養につきましては、前回の日本海北部会では、能登島の栽培漁3

業センターで陸奥湾産マダラの親魚を用いた種苗生産の可能性を含め検討中と一
応資料では出させていただいたのですけれども、その後、富山県の海洋深層水
利用による陸奥湾産親魚の飼育とか、採卵につきまして、その可能性について
検討してきたところですが、今、申し上げました採卵と親魚について、持ち運
びなどについて、魚病のウイルス対策のため、なかなか能登島の栽培漁業セン
ターを利用するのは難しいとのことでした。
一方、青森県におきましては、平成 年 月に策定されました第 次青森県栽17 3 5

培漁業基本計画をベースに、今後、数年以内に 万尾の種苗を安定的に放流でき20

る技術開発を図る予定ですので、 番目の資源培養につきましては、この計画3

をもって対処したいと考えております。
以上でございます。

○森本部会長
ありがとうございました。
本計画につきましても、平成 年の 月の部会で作成着手の承認後 「青森県17 3 、

陸奥湾の漁業者や津軽海峡東口で操業する沖合底びき網漁業者と、放卵、放精後
の親魚等の再放流について協議を重ねておる 「資源培養の方につきましても鋭。」
意検討が進んでおる 」このような報告がございました。。
このことにつきまして御意見、あるいは御質問等ございますでしょうか。
よろしゅうございますね。

県における資源回復計画の検討状況について議題（５）

○森本部会長
それでは、最後に、本部会の審議事項ではありませんけれども、県の管轄水域

にとどまる地先資源に対して、県が作成することとされております資源回復計画
について、参考までに事務局から進捗状況の説明をお願いいたします。

○牧野新潟漁業調整事務所資源管理計画官
それでは、県における資源回復計画の検討状況について、資料 を使って説明5

させていただきます。
県における資源回復計画は、現在、山形県と新潟県において検討が進められて

おります。
山形県におきましてはシロギス、ヒラメ、底びき網の つで、シロギスにつ3
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きましては昨年 月に、山形海区委におきまして作成について了承を受け、現3

在、漁業者協議会において協議をしております。
また、遊漁者に対して今、アンケート及び釣獲調査を行っておりまして、その

結果に基づいて今後の取組み内容を検討することとされています。本年 月に海12

区漁業調整委員会に諮る予定としております。
ヒラメにつきましては、同じように昨年 月、作成について海区委から了承を3

受け、漁業者協議会において協議をしております。
現在、遊漁者の若齢魚の釣獲状況についてアンケート調査を実施中であり、

この結果に基づいて遊漁者に対しての取組み状況を検討することとしておりま
す。
底びき網におきましては、 年度中をめどに山形海区委に提案し、着手の了承18

を求めることとしております。
、 、目合の拡大について現在 漁業者側と水産試験場との試験操業を実施しており

この結果を踏まえて協議を行うこととしております。
新潟県におきましては、ウスメバル、底びき網、マナマコの 魚種あります。3

ウスメバルにおきましては、佐渡海区委、新潟海区委で昨年 月に作成につい3

て了承を受け、漁業者協議会で協議をしております。
現在、遊漁の漁獲実態を調査しておりますが、その結果を踏まえて具体的な計

画内容を協議することとしております。
底びき網におきましても、昨年 月に委員会の了承を受け、漁業者協議会にお3

いて協議をしております。
昨年度、目合拡大の効果について調査をいたしまして、今年度、再放流を含む

投棄魚の体長組成等の調査をやっております。この結果を踏まえて協議を進める
こととしております。
マナマコにつきましては、昨年 月、佐渡海区委におきまして作成について了3

承、現在、漁業者協議会において協議を進めております。
以上です。

○森本部会長
ありがとうございました。
山形県及び新潟県で作成中の地先資源の回復計画の検討状況について報告がご

ざいました。
何か御質問、御意見等ございますでしょうか。
無いようでございます。

議題（６）その他

○森本部会長
以上で、本日事務局の方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委員の皆さん、ございませんでしょうか。
無いようでございます。それでは、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事務局から報告をお願いします。

○牧野新潟漁業調整事務所資源管理計画官
次回第 回日本海北部会につきましては、例年に倣いまして、来年２月から３12
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月に予定しております。詳細な日程等につきましては、部会長と調整のうえ、改
めて事務局から連絡させていただきます。

○森本部会長
ありがとうございました。
そのような方向で進めさせていただきたいと思います。
それでは、本日の部会はこれにて閉会といたしたいと思います。
委員の皆様、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御審議

をいただきありがとうございました。
なお、議事録署名人として指名させていただきました中村委員と和田委員にお

かれましては、後日、事務局から議事録が送付されてきますので、署名の方をよ
ろしくお願いいたします。
それでは、これをもちまして日本海・九州西広域漁業調整委員会第 回日本海11

北部会を閉会といたします。どうもありがとうございました。

閉 会


