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５ 議事内容

開 会

○佐藤新潟漁業調整事務所長

おはようございます。定刻より1分程早いですが、委員の皆さんお集まりです

ので始めたいと思います。

只今から、日本海・九州西広域漁業調整委員会第12回日本海北部会を開催いた

します。

私、当日本海北部会の事務局を担当しております、新潟漁業調整事務所所長の

佐藤でございます。よろしくお願いいたします。

本日は海区互選委員のうち、富山県選出の森本太郎委員が事情により御欠席さ

れておりますが、総委員数15名のうち、定足数の過半数を超えます14名の委員の

皆様の御出席を賜っております。従いまして、部会事務規程第5条の規定に基づ

きまして、本部会は成立していることを御報告申し上げます。

それでは早速ですが、森本部会長、議事進行をお願いいたします。

部 会 長 挨 拶

○森本部会長

皆さん、おはようございます。部会長を仰せつかっております森本でございま

す。

本日は大変お忙しい中、委員の皆様、来賓の方々におかれましては御出席をい

ただきまして、誠にありがとうございます。

当日本海北部会では、平成17年の第8回日本海北部会において、資源回復計画

の作成着手について了解されております「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、資源回復計画（案）

を提案する運びとなりましたので、委員の皆様方にどうか、御審議の程よろしく

お願いをしたいと思います。

また、平成15年度にスタートしてから5年目を迎えました 「日本海北部マガ、

レイ、ハタハタ資源回復計画」について、事務局より取組状況を報告していただ

くことになっております。

なお、本日は水産庁から、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始め多数御出席されております。

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作

成について」に関しまして、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条の規定に基づく参考人として、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て、他の委員の皆さん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、

委員の皆様の御理解をいただきますよう、よろしくお願いをいたします。

水 産 庁 挨 拶

○森本部会長

それでは議題に入る前に、水産庁の香川管理課長から御挨拶をいただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

○香川管理課長

皆さん、おはようございます。管理課長の香川でございます。本日の日本海・

九州西広域漁業調整委員会第12回日本海北部会が開催されるに当たりまして、一

言御挨拶を申し上げます。

、 。我が国の水産資源の状況は 依然として非常に厳しいという状況でございます

そのような状況の中で、水産資源の適切な管理・保存は、水産物の安定供給、水

、 。産業の健全な発展という観点から 水産の基本理念を構築するものでございます

広域漁業調整委員会は、資源回復計画推進の原動力でございます。既に全国で

32計画、63魚種の資源回復計画が実施中でございます。残りの19計画、23魚種に

つきましても、うち3計画、3魚種について、日本海・九州西及び太平洋広域漁業

調整委員会で、承認について審議されることになっております。また、包括的な

資源回復計画についても、既に2計画で実施中でございます。

本日本海北部会におきまして、今回の協議におきまして新たな計画であります

「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」の承認について、よろしく御審議をいただきたいと思います。

また平成15年より 「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、取組を行われているところでございますが、その状況につきまして御審議

いただくとともに、着実に実施されるようお願いをしたいと思います。

本年度は水産基本法に基づきます水産基本計画見直しの年でございます。水産

政策審議会等各種の部会で検討・審議された新たな水産基本計画が、近々閣議決

定される予定でございます。

その水産基本計画の中で、資源回復計画を含みます資源管理・回復の促進は、

大きな柱の1つでございます。これからも引き続き、資源回復計画に直接取り組

んでおられる委員の皆様方の積極的な御協力が、成功の鍵というふうに理解をし

ております。

本日は資源管理の取組に向け、皆様方の忌憚のない意見交換が行われるよう祈

念いたしまして、御挨拶とさせていただきます。

本日は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。

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したいと思います。

○牧野新潟漁業調整事務所資源管理計画官

まず本日の議事次第、次に委員名簿、席次表、本日の出席者名簿となっており

ます。

続きまして、議題（１ 「スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画の作成に）

ついて」の資料といたしまして資料1－1、資料1－2、資料1－3。

次に、議題（２ 「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画の作成について」の資料）

といたしまして資料2－1、資料2－2。

（ ）「 、 」議題 ３ 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

の資料といたしまして資料3－1、資料3－2。

続きまして、議題（４ 「資源回復計画（県作成）の検討状況」の資料といた）

しまして資料4を配付しております。

以上ですが、何か不足している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、僣越でございますが私の方で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、青森県互選の西崎委員、大臣選任委員の方から本川委員のお二方にお願い

をしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

議題（１）スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画の作成について

○森本部会長

それでは議事に移りたいと思います。

（ ）「 」最初の議題 １ スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画の作成について

に入ります。

本議題は 国 関係道県及び関係漁業者の間の協議の結果作成されました ス、 、 、「

ケトウダラ日本海北部系群資源回復計画（案 」について審議していただくもの）

でございます。

それでは、担当しております北海道漁業調整事務所から、計画（案）について

説明をお願いします。



○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資源課の小幡と申します。よろしくお願いいたします。

資料1－1に基づきまして、御説明させていただきます。

本計画につきましては、2年前の17年3月の本部会におきまして計画策定着手の

御承認をいただき、当初は18年3月、または18年10月の本部会に計画案を諮るこ

とを目標に策定を進めてまいりましたけれども、平成18年度のスケトウダラTAC

の決定が延びた影響や、または18年度のスケトウダラの資源評価が大変厳しい状

況になったこと等から、資料1－1にありますとおり、引き続き協議・調整を進め

てきたところでありました。

この度は何とか関係者の皆様の御了解をいただきまして、資料1－2にございま

す資源回復計画（案）を御提示させていただきました。初めての御提案でありま

すので、各項目ごとに簡単ではありますが、資料に沿って内容等を御説明させて

いただきます。

まず1ページからでございますが 「対象資源の資源水準の現状」といたしま、

して、スケトウダラ資源は能登半島からサハリン西岸にかけて分布しており、産

卵場は檜山沿岸、岩内湾、石狩湾、雄冬沖、武蔵堆、利尻島・礼文島周辺とされ

ております。

またその資源量は、1992年度以降減少傾向を示し、2006年度には15万t程度ま

で減少。資源水準は低位と判断されております。

また、2006年度の産卵親魚量につきましては85,000tという最低量を更新して

おり、現在の漁獲圧が継続されると、資源動向は減少傾向を続けるとされており

ます。

次に2ページでありますが 「漁獲量の推移と資源回復の必要性」といたしま、

、 、 、して 漁獲量につきましては1993年度以降急速に減少し 2004年度には34,000t

2005年度には26,000tまで落ち込んでおります。

このため資源回復の必要性といたしまして、今後、資源を安定的かつ持続的に

利用し、地域漁業の持続と発展に資するためには、これまで以上に積極的な取組

を行うことにより、資源の回復を図っていく必要があるというふうにさせていた

だいております。

次に3ページで 「関係漁業の現状」といたしましてまとめさせていただいて、

おります。主漁場である北海道日本海側におかれましては沖合底びき網漁業、同

じく北海道の沿岸においては、はえ縄や刺し網漁業において漁獲されており、ま

た本州におかれては、主として底びき網で漁獲されており、主な関係漁業と許可

隻数におきましては中盤以降、下段の方に許可隻数の現状を表としてまとめさせ

ていただいております。

次に4ページでございますが 「漁獲量と漁獲金額の推移」といたしまして、、

グラフを2つ掲載させていただいております。

、 、「 」その後 4ページ後半から5ページにかけましては 漁業形態及び経営の現状

といたしまして、北海道の沖合底びき網漁業においては、スケトウダラが重要な

魚種であること。また、北海道沿岸の檜山地区においては、収益を一定のルール

に基づいて再配分するプール制を行っている点等について記述をさせていただい

ております。

次に5ページ目中盤で 「消費と流通の現状」といたしまして、卵は高く取引、



されているという反面、身の部分につきましては練り製品の原料とされ、比較的

値段が安くなっておりますが、近年は韓国向けの鮮魚出荷や海洋深層水を使って

魚体を洗浄する等、付加価値向上に向けた取組が進んでいることを御紹介させて

いただいております。

次に「 ２）資源管理等の現状と」いたしまして、①の現状の主な資源管理措（

、 「 」置についてですが 御承知のとおり 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律

に基づきまして、スケトウダラはTACが設定されており、また資源管理協定等も

締結されています。

これら細かい部分につきましては、ページが飛ぶんですが9ページから一番最

後の12ページにかけまして、資料1といたしまして「公的規制措置」を、関係道

県別にまとめさせていただいております。また、最後に資料2「自主的規制」と

いたしまして、代表的なものを掲示させていただいております。

また元に戻りますが、6ページにいかせていただきます。3番といたしまして本

計画の目標でございますが、これら厳しい資源量や産卵親魚量の状況ではあるも

のの、漁業経営に及ぼす影響を考慮した場合、産卵親魚量を短期間で増加させ得

るような措置をとることは非常に困難であるということもあり、漁業経営を維持

・継続しつつ、実施可能な最大限の漁獲抑制措置をとることにより、資源の減少

に歯どめをかけることを目標とするということにさせていただいております。

この目標を達成するための講じる措置、その実施期間を、次の4で記述させて

いただいております。実施期間につきましては平成24年3月まで。

主な講じる措置といたしましては3つございまして、①が「北海道沖合底びき

網漁業」に関する部分ですが、スケトウダラを目的とした操業を一部削減。年間

操業隻日数の1割削減をするとともに、小型魚の漁獲割合が一定量を超えた場合

や、総水揚げ量が一定量を超えた場合には操業を自粛する。また、資源の良好な

加入が確認された場合には、期間を定めた休漁等の検討を行い実施するというふ

うに記述させていただいております。

この部分につきましては、前回の広調委でも御報告させていただきましたとお

りの部分でございます。

②といたしまして 「北海道沿岸漁業」におかれましては、従来から行ってい、

ただいています産卵親魚の保護等について、資源管理措置を充実していただくと

いうことにさせていただいております。

③といたしまして 「本州日本海北部漁業」におかれましては現状の操業を維、

持し、漁獲努力量が高まるような操業は行わないよう努めるとさせていただいて

おります。

次に7ページで、公的担保措置について記述させていただいております。先程

も御紹介しましたが、本資源はTACが設定されていると同時に、必要が生じた場

合には委員会指示等の検討を行うというふうにさせていただいております。

次に「６」で支援策といたしまして、将来的に減船または休漁の必要が生じる

ことになった場合には、資源回復等推進支援事業の活用を検討し、実施すること

にしております。

次に「７」の、進行管理でございます。国及び関係道県は、本計画の実施状況

を把握し、関係者を指導するとともに、資源調査・評価体制を構築いたします。

また、最新の資源評価や関係者の皆様との協議に応じ、必要に応じて本計画の



変更を行うこととしております。

次に8ページでございますが、これら進行管理に関する組織体制図を提示して

おります。

最後にその他といたしまして、本計画は国民の皆様の理解を得つつ、需給にも

配慮しながら進めることを記述させていただいております。

以上、時間の関係で大変省略した形ではございますけれども、スケトウダラ日

本海系群資源回復計画（案）を御説明させていただきました。御審議方、よろし

くお願いいたします。

○國府資源管理推進室長

私、資源管理推進室長の國府でございます。只今のスケトウダラの資源回復計

画に関して、私の方から若干補足させていただきたいと思います。

資源回復計画（案）の内容については、只今、北海道漁業調整事務所から説明

したとおりでございますけれども、この資源回復計画に係る北海道沿岸漁業者か

ら提案があるので、御紹介させていただきたいと思います。

資料1－3でございますけれども、読み上げさせていただきます。

『

スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画に係る北海道沿岸漁業者

からの提案について

このことについて、スケトウダラを採捕する北海道日本海沿岸漁業者より、将

来における本回復計画の内容の更なる充実と確実な実行を期するため、同一資

源を採捕する北海道沖合底びき網漁業者と本回復計画策定後の早い時期に協議

会を開催するとともに、本協議会を常設かつ定期的な会合としたい旨の提案が

あったので、御紹介させていただく。

なお、沿岸漁業者は、下記の事項について、双方の共通検討事項として位置

づけ、沖合底びき網漁業者と話し合うことを希望している。

また、沿岸漁業者は、国及び北海道に対して、上記協議会の設置及び運営に

ついて協力及び参加を求めている。

記

１ 産卵場の確保（北海道日本海全体として）

２ 幼魚の漁獲禁止と育成場の確保

３ 禁漁に係る場所と期間の設定

４ 体長30cm未満の漁獲制限を漁獲量の2割未満としているが、この数値を1割

とし、更に漁獲キロ数とするのではなく、漁獲尾数での換算とすること。

』

以上です。

我々水産庁といたしましては北海道庁とも連携いたしまして、必要に応じ、本

資源回復計画の内容を充実すべく、協議会の設置、協議会の早い段階での開催に



努力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。

「スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画（案 」は、北海道の沖合底びき）

網漁業者におかれては操業の一部削減、沿岸漁業者におかれては、従来からの資

源管理措置の充実等を行うということでございました。

また補足説明として、北海道沿岸漁業者からの提案について御紹介をいただき

ました。

本計画（案）について、御意見、御質問等ございますでしょうか。

中村委員、どうぞ。

○中村委員

只今の水産庁側の説明と重複する点もあろうかと思いますけども、沿岸側の更

なる意見をまとめるということの中で、その中で出た意見をお話ししたいと思い

ます。

本計画の検討には、先程も申し上げられましたように、水産庁、北海道が日本

海沿岸漁業者に対して、計画の説明や意見交換等の打ち合わせ会議を何度か開催

したところであります。

沿岸漁業者からは、重要なスケトウダラ資源を関係漁業者の努力により、早期

に資源を回復し、漁業経営が安定していくことを願っております。

そのために打ち合わせ会議では、沿岸漁業者から資源回復計画に対して様々な

意見が出されましたが、特に北海道の日本海側におけるスケトウダラ資源の減少

ばかりでなくて、ホッケやカレイ等重要な資源の動向についても、強い懸念が表

明されているところであります。

今回の資源回復計画の具体的な取組に際しては、これらの資源に対する影響を

十分考慮しながら進めてもらいたいとの意見がありましたので、今後の漁獲努力

量削減実施計画の作成に当たっては、これらのことを踏まえながら、必要がある

ときはまた、先ほど水産庁から説明があったとおり、沿岸漁業者からは、スケト

ウダラ資源を利用している沖合底びき網漁業者と沿岸漁業者の資源保護対策とい

たしまして、共通のお取組をしてまいりたいというふうに要望しております。

この協議の場で、スケトウダラに対する直接的な資源保護対策のほか、関連す

る資源等についても協議したいとの希望があります。

水産庁におきましては、北海道庁や関係団体とともに連携を図りながら、日本

海のスケトウダラ資源の早期回復を目指すために、協議会の設置及び運営、そし

て漁業に対しての積極的な指導をお願いいたしたいと思います。

以上をもちまして私の発言といたしますが、先程この資料にも出ておりますよ

うに、漁場の崩壊が大きな要因となっている点がありますので、これらの漁場の

造成についても、よその資料もお聞きになっておりますので、それらのものもあ

わせながら、ひとつ今後の対策を考えていただきたいというふうに、切に要望い

たします。

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。

中村委員の方から、この資源回復計画を合意するに当たって、沿岸漁業者から

の御要望ということで意見を述べていただきました。

先程、國府資源管理推進室長より、この提案について、道庁とも協力しながら

協議会を設置して、できるだけ早い機会にこの協議会を開催していきたいという

ことでございましたので、ただいまの意見も参考にしながら、この協議会で議論

をしていただければと思っているところでございます。

○香川管理課長

管理課長の香川です。

協議会につきましては、今のスケトウダラの資源状況等々を踏まえれば、スケ

トウダラ資源を回復させるという共通の目的を踏まえながら取組を実現するとい

うことで、非常に有意義なものだと思います。

先ほど國府室長からも申し上げたとおり、早期にこれが開催されるように、水

、 。産庁としても北海道庁と相談をしながら 努力をしていきたいと思っております

ただ、先程、中村委員の発言の中で、スケトウダラ以外の資源についての言及

もございました。この計画はあくまで「スケトウダラの資源回復計画」でござい

ますので、今後の沿岸と沖合の協議の場においても、議題は当然スケトウダラに

なるものと考えております。

ただし、他魚種の資源管理についてということでございますが、これにつきま

、 。しては北海道においても既に 種々協議の場が設置されていると聞いております

このような既存の協議の枠組み等を整理しながら、そういう既存の場で協議をし

ていただくのが適切ではないかと考えております。

今、言及がございました、回復計画の中で設置する協議会におきましては、ス

ケトウダラについて議論していくのが適当ではないかと考えております。

○森本部会長

ありがとうございました。

香川管理課長の方から協議会の運営について、水産庁の考え方の御説明がござ

いましたが、よろしゅうございますか。

ありがとうございました。

他に御意見ございますでしょうか。

小田委員、どうぞ。

○小田委員

新潟の小田でございます。

只今のスケトウダラについてもそうですが、新潟県も佐渡海区を含めて、沿岸

はゼロに近いような状態であります。海水の温度の変化か何かわかりませんけど

も、ホッケも非常に少なくなっている。今はスケトウダラの次にホッケが資源回

復の問題になるんじゃないかと思っています。

その分、今年なんかは暖冬とは言いながら、マダラが青森から新潟県の方に対



しては、今までにない大漁が続いた訳でございます。戦後にないような大漁が続

いたけども、これは水温の関係があるのか。北海道だけでなくて、本州の方もス

ケトウダラ、マダラ、ホッケ等も、資源回復を真剣に考えてやらなければならな

いかと思っています。

私ども新潟の方も非常に少なくなっていますので、それには協力してやってい

きたいと思っております。

以上です。

○森本部会長

新潟県の方での漁業の状況等について御説明をいただきました。ありがとうご

ざいました。

他にないようでございますので、本部会におきまして 「スケトウダラ日本海、

（ ）」 、 。北部系群資源回復計画 案 を了承したいと思いますが よろしいでしょうか

〔 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 「スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画（案 」を了承いたし、 ）

ます。

なお、今後、計画の公表に係る事務手続がありますので、文言上の修正につき

ましては私に一任ということで、御了承をいただきたいと思います。

議題（２）マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画の作成について

○森本部会長

続きまして、議題（２ 「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画の作成について」）

でございます。

本議題は、国、関係県及び関係漁業者間の協議の結果作成されました「マダラ

（ ）」 。陸奥湾産卵群資源回復計画 案 について審議していただくものでございます

それでは担当しております仙台漁業調整事務所から、計画（案）について説明

をお願いいたします。

○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。よろしくお願いいたします。

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。これは平成18年10月に開催された日本海北部会

以降の経過につきましては、この表にありますとおり、関係漁業者の方々及び漁

業者団体等と協議を進めてまいりまして、漸く今日、計画（案）を提示する運び

となりました。

それでは計画（案）の説明に移りますので、資料2－2をお願いいたします。

本計画の対象資源は2段落目にありますように、陸奥湾で生まれて、再び産卵の

ために陸奥湾に回帰して来る、いわゆる陸奥湾産卵群でございます。



本計画の項目の1番目の「資源の現状と資源回復の必要性」では、ページの中

ほどにございますけれども、本計画の対象海域概要図でございますが、本計画の

取組については後ほど計画の資料で詳しく説明いたしますけれども、どこで取組

を行うかにつきまして、水色で表示してございます。

まず陸奥湾につきましては、マダラ陸奥湾産卵群にとって重要な産卵場であり

ますので、ここでマダラを漁獲している底建網漁業及び小型定置網漁業を営む方

々に資源回復措置に取り組んでいただくとともに、青森県による種苗放流を考え

ております。

これまでの標識放流の調査によりますと、産卵を済ませた親魚は陸奥湾の外へ

移動しますけれども、翌年12月下旬から1月下旬には再び戻って来ることと、マ

ダラの稚魚につきましては大体4歳以上に成長すると再び陸奥湾に戻って来るこ

とがわかっております。

マダラが陸奥湾に戻って来る経路に関係していると推定される尻屋埼の北方に

位置する農林漁区777-3区等におきまして、ここで操業する八戸市を根拠地とす

る沖合底びき網漁業を営む方々にも資源回復措置について協力していただけるこ

とになりましたので、本計画では陸奥湾と農林漁区777-3等において取組を行い

たいと考えております。

、 「 」 、因みに 対象海域概要図右上に 農林漁区777-3区等 とございますけれども

水色の区域のうち大間埼に近い角の部分は、農林漁区777-6区でございます。こ

れも含めましてこの図では農林漁区777-3等とさせていただいております。

次のページへ行きますが、グラフにございますけれども、陸奥湾におけるマダ

、 。ラの漁獲量の推移を見ますと 近年は低い水準で推移していることがわかります

このため、資源水準が低いレベルにありますので、このような資源状況を踏ま

え、3ページの（２）の4行目ぐらいになりますが、資源を持続的に利用していく

ためには、陸奥湾に回帰して来る産卵親魚の確保に重点を置き、陸奥湾地区の漁

業者と陸奥湾外で当該資源を利用している漁業者が協力し、資源回復に取り組む

必要があると考えております。

本計画の項目の2番目 「資源の利用と資源管理等の現状」につきましては、、

まず「 １）関係漁業等の現状」ですが、陸奥湾については、マダラは主に、先（

程の説明のとおり底建網漁業及び小型定置網漁業により漁獲されておりまして、

統数につきましては表のとおりでございます。

また、青森県の尻屋埼の北方に位置する海域につきましては、表にありますと

おり、八戸市を根拠地とする沖合底びき網漁業のうち、4隻程度が操業しており

ます。

次のページをお願いします。陸奥湾の漁獲量、漁獲金額の推移については②の

グラフのとおりでございまして、参考として農林漁区777-3区の漁獲量も表示し

ております。

次に 「③漁業形態及び経営の現状」です。陸奥湾につきましては2段落目に、

ありますとおり、漁業者の多くがホタテガイ養殖業を兼業しております。1月か

ら2月頃、ホタテガイ養殖業の作業が減り一段落しますので、マダラはその間、

冬場の収入源として重要となっております。

、 、近年の漁獲量の減少によりまして 漁業経営は一層厳しい状況にありますので

早急な資源回復が望まれるところでございます。



一方、5ページになりますが、沖合底びき網漁業についてでございます。沖底

の皆さんの特徴としましては、多様な漁獲対象の中から、漁場の形成とか魚価と

か生産コスト等を考慮しながら漁場及び対象魚種を選択して操業しているという

傾向がございます。

、 、先ほど 尻屋埼北方海域で4隻程度が操業していると申し上げましたけれども

4隻が一斉に農林漁区777-3区等で操業する訳ではございません。この漁業につき

ましても近年、魚価の低迷とか燃油価格の高騰等が影響し、漁業経営は厳しい状

況にございます。

「④の消費と流通の現状」につきましては、陸奥湾で漁獲されるマダラにつき

ましては、近年漁獲量が少ないことから、ほとんど青森県内で消費されておりま

す。

一方、八戸に水揚げされますマダラは、陸奥湾産卵群以外も含め、大半が京浜

等の県外の中央卸売市場へ出荷されております。

次に 「 ２）資源管理等の現状」についてでございます。陸奥湾での公的規、（

制措置については表にありますとおり、たら底建網漁業について定められており

ます。

次の6ページに移ります。沖底につきましては、上の表のとおりで、公的規制

が定められているという状況でございます。

自主規制措置につきましては、陸奥湾についてはございません。沖底について

はこのように、沿岸の漁業者との申し合わせによりまして、一定期間操業自粛海

域が設けられているという状況でございます。

続きまして 「③の資源の積極的培養措置」につきまして、青森県の「第5次、

県栽培漁業基本計画」に基づきまして種苗を生産し、放流をしております。

近年の具体的な放流実績は、次の7ページの表のとおりでございまして、平成1

5年を除きまして、近年は年間100,000尾程度の種苗放流を実施しているという状

況でございます。

以上を踏まえまして、本計画の目標をどこに置くかということにつきましては

8ページにございます。計画項目の3番目 「回復計画の目標」の考え方といたし、

まして、2段落目にありますとおり、漁業経営を取り巻く状況が厳しい中にあっ

て、漁獲圧を大幅に引き下げることは漁業経営に及ぼす影響が大きいことから、

段階的に資源回復に取り組むこととし、まず資源の減少傾向を食い止めた上で回

復を図っていくことが適当ではないかと考えます。

具体的には、平成14年から18年までの平均漁獲量42tの水準を維持することを

目標としております。

次に取組ですが、計画項目の4番目 「資源回復のために講じる措置と実施期、

間」につきましては、昨年10月の日本海北部会で事務局から提示した、本計画に

係る3つの基本的な考え方の検討状況を踏まえた内容となっております。

まず 「 １）の漁獲努力量の削減措置」につきましては、平成19年度から当、（

面5年間、マダラ陸奥湾産卵群の資源回復を図るため、陸奥湾では放卵・放精後

の親魚及び小型魚の再放流を行うとともに、たら底建網漁業の操業統数の削減を

行います。

青森県八戸市を根拠地とするの沖合底びき網漁業につきましては、青森県尻屋

埼の北方に位置する海域、農林漁区777-3区及び777-6区において、放卵・放精後



の親魚及び小型魚の再放流を行います。

それに加えまして「 ２）資源の積極的培養措置」につきましては 「第5次県（ 、

栽培漁業基本計画」に基づき種苗放流を行います。

なお 「第5次県栽培漁業基本計画」終了後は、平成22年度以降の種苗放流に、

つきましても状況に応じて検討することとしております。

9ページに移ります。次は計画項目5番目の 「漁獲努力量の削減措置及びその、

効果に関する公的担保措置」についてです。たら底建網漁業の許可統数を県が管

理することとし、また必要に応じ漁業法に基づく漁業調整委員会指示を検討する

こととしております。

計画項目の6番目 「資源回復のために講ずる措置に対する支援策」の（１）、

につきましては、先ほど触れました、たら底建網漁業の操業統数の削減は、でき

るだけ経営に負担をかけない方策をとることから、当面経営安定策は実施しない

こととしております。

（２）につきましては青森県により、資源の積極的培養措置を推進することと

しております。

計画項目の7番目 「資源回復措置の実施に伴う進行管理」につきましては、、

これまでに国が作成した資源回復計画の例に倣いまして、下の「 ４）進行管理（

に関する組織体制図」にありますように、まず図の左の部分、進行管理に必要な

情報の収集を、漁業者・県・水産庁・試験研究機関が協力して行いまして、図の

右の部分におきまして、資源回復の評価・検討を行って、必要に応じて計画内容

を見直すこととしております。

最後に10ページをお願いいたします。計画項目の8番目 「その他」でござい、

ますが、資源の回復を図るということは漁業者サイドだけの問題ではなく、国民

の理解を得ながら計画を進めていくことが適当と考えられますので、計画につき

ましては広く情報提供を行うこととしております。

本計画の説明は以上でございます。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。

「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画（案 」は、陸奥湾に回帰してくる産卵親）

魚の確保に重点を置き、青森県の陸奥湾地区の漁業者と、青森県八戸市を根拠地

とする沖合底びき網漁業者が協力して資源回復の取組を行い、加えて青森県が種

苗放流を行うことにより、マダラ陸奥湾産卵群の資源回復に取り組むという説明

でございましたが、このことにつきまして御意見、御質問等ございませんでしょ

うか。

西崎委員、どうぞ。

○西崎委員

只今説明をしていただきまして、本当にありがとうございます。

2ページに漁獲量の表がありますが、昭和60年から平成3年ごろまではかなりの

漁獲量があった訳でありますが、近年、全くと言っていいほど漁獲量がないんで

すね。

このこと等については底建網、あるいはまた沖底それぞれ漁獲量の削減努力を



して資源回復をさせなければならないという、お互いに共通のこととして取り組

んでおる訳であります。

しかし、先程新潟さんの方からお話しがありましたように、いわゆる外海の方

はかなりの量があるんですね。ただ、陸奥湾にはなかなか回帰していかないとい

うのが現状なんですね。

従って、ただ我々がこういう形で資源回復計画を組んで努力していても、陸奥

湾の海洋条件がどうなっているのかな。その辺のところが、これから、もちろん

試験場も含めて、これまでに取り組んでいない海洋条件等がどうなっているのか

というところも研究調査をしながら、この資源回復計画を進めていかなければな

らないんじゃないかなと思っておるんです。

陸奥湾の漁業者は、先程説明ありましたように、かつてはこのくらいの漁獲量

があったものですから、なぜ今になってこんなに少ないんだという思いがありま

すので、どうぞ、ひとつ関係機関協力しながら、私が今お話しした海洋等につい

ての調査研究をしていただきたいというように要望しておきます。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。

計画（案）の9ページで、進行管理に関する組織体制の中でも、資源動向のう

、 、 、ち 当然海洋環境の変化も含めた状況が把握されていくと思いますけれども 今

西崎委員のお話にありますように、どのように資源の変化といいますか、海域と

海洋環境がかかわっているのかということについても、調査研究を進めてほしい

という貴重な御意見がございました。ありがとうございました。

ほかにありますでしょうか。

ないようでございますので、本部会において「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計

画（案 」を了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。）

〔 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 「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画（案 」を了承いたします。、 ）

なお今後、計画の公表に係る事務手続がございますので、文言上の修正につき

ましては私に一任ということで、御了承をいただきたいと思います。

日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の取組み状況について議題（３）

○森本部会長

次に、議題（３ 「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」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お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 の取組状況について



事務局から説明を受けたいと思います。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 「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3－1と3－2を使って説明させていただきます。

資料3－1、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を御覧く

。 、 、 、ださい この表は マガレイ ハタハタ資源回復計画の関係県であります青森県

秋田県、山形県、新潟県の漁業者協議会におきまして、資源回復計画の取組状況

の報告等がなされ、漁業者間の合意形成を図っているところでございます。

また水産庁においても、関係県報告による進捗状況の把握、漁業者協議会への

、 。参加等を通しまして 資源回復計画の進行管理を実施しているところであります

次に、マガレイ、ハタハタ資源回復計画の取組状況として、平成18年度に講じ

た措置について報告させていただきます。資料3－2を御覧ください。

「①漁獲努力量の削減措置」といたしまして、小型魚再放流を青森県において

実施しております。また、保護区の設定を秋田県、山形県、新潟県において実施

しております。

休漁におきましては山形県と新潟県で、18年度に実施しております。

マガレイ、ハタハタを対象といたしました減船は青森県と秋田県ですが、既に

実施済みです。

マガレイを対象とした漁具改良は新潟県で、ハタハタを対象とした漁具改良は

山形県で、いずれも改良漁具を現在も使用しております。

次のページで 「②資源の積極的培養措置」といたしまして、ハタハタの種苗、

生産・放流を、18年度に秋田県において実施しております。

また、ハタハタの産卵場のための藻場造成につきましても、秋田県象潟におき

ましてブロック製作。このブロック製作は、藻場の海藻が着定するためのブロッ

クでございますが、これを18年度に製作しております。19年度以降はこれらを設

置して、藻場を造成することとなっております。

「③漁場環境の保全措置」といたしまして、刺網、かご網等の韓国漁船による

、 。 。残置漁具の回収を 関係漁業者が実施しております 合計42t回収しております

また、休漁する漁業者を活用した海底堆積物の除去、ごみの除去ですが、新潟

県下越におきまして、18年度に7,800haにわたって実施しております。

、 、 。以上が 日本海北部マガレイ ハタハタ資源回復計画の取組状況でございます

○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、計画の取組状況として、

平成18年度において講じた措置について御報告をいただきました。

本件について、何か御意見、御質問等ございますでしょうか。

小田委員、どうぞ。

○小田委員

新潟県の小田でございます。

今、マガレイの資源回復では、私もその先頭に立って資源回復をやっておりま



すが、マガレイは非常に資源が回復してきたという状況にあります。

ただ、これからとり過ぎないように私たちも自主規制をし、目合いの制限も少

し大きくする。そしてまた前にも言ったように、日本海は冬場は時化るので、本

当は出たいんだけども、3月から2日出たら3日目は休むという取組を、漁業者が

やっております。

それに対して9月の解禁の15日の休漁を、下越の方では全船休んで、そして海

底の堆積物を除去している訳です。

ここで1つお願いするのは、除去する場所でございます。前も言ったように、

新潟県は下越地区は非常に大きな川ばかりあるもので、そこから流れる立木、ご

。 。み等が非常に堆積する訳です 海流の流入によってそれがないところもあります

ないところを一生懸命にやったってだめですから、漁業者が「ここがあるんだか

ら、ここをやらせてくれ」という要望を、私も代表として出しますので、そこら

、 。も水産庁の方もそのようにお願いしたいと思いますので よろしくお願いします

○森本部会長

ありがとうございました。

今の御意見、御要望といいますか、何かありますか。

○牧野新潟漁業調整事務所資源管理計画官

小田委員の仰るとおり、ゴミのないところで海底清掃をしても効果が薄いもの

ですから、今後、漁業者の聞き取りを含めまして、19年度、また20年度以降のゴ

ミの海底清掃の場所を県と相談しながら決めたいと思います。

○小田委員

お願いします。

○森本部会長

ありがとうございました。

他にございますでしょうか。

齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員

山形海区です。

今のこの資源回復計画の中で、いろいろな対象魚種を計画の中に入れながら資

源を増やそうということで、各県が頑張っておることはそのとおりでありますけ

れども、同時に浜の漁業者自体も資源回復計画を進めながら、いろいろな関心を

持たせながら実施、あるいは実効の上がるような操業をしていただいておると。

これは当然、規制等も含めましてなんですけれども。

同時に漁業者同士からも、例えば先程新潟の小田委員さんからもお話がありま

したように、今年はハタハタなり、あるいはマダラなりが豊漁の年であったとい

うことからして、それだけではなくて大漁貧乏ということは、かつての経験上、

今も実質的にそうでありますけれども、大漁であれば値段がおのずから下がると

いうことで、漁業者自らの経験上、そういう関心を持っていただいておると。



大漁なり、あるいは今年の場合は暖冬のために、相当凪風が続いておったとい

う状況もありまして、毎日大漁で凪が続くということであれば、今申し上げたよ

うな状況で魚価が下がるということで、実質的に資源を回復し、資源保護の立場

に立って、漁業者自らが自主規制で休漁したり、色々なことを自らやっておられ

る。

これは資源回復計画を推進する状況の中で、今申し上げたようなことで、漁業

者自らもそういう関心が強くなっておるなと。いい傾向にあるということを、私

は申し上げたいと思います。

先程来、色々な魚種的な問題でスケトウなり、あるいはマダラの養殖事業の展

開なり、色々な魚種の資源回復計画がある訳ですけれども、今申し上げようなこ

とで、私の山形県では、各浜でそういう機運が高まっておるということに対して

非常に喜びながら、これからも資源回復計画を後退することなく、計画にのっと

って目標に向かって進めていくということに、更に努力をしてまいりたいと思い

ます。

ただ、今申し上げたのは、漁業者自らがそういう自主規制で資源回復に関心を

持ちながら頑張っておられるということを、一言水産庁なり、事務局の皆さんに

申し上げたいなという気持ちで申し上げた訳であります。

以上です。

○森本部会長

ありがとうございました。

山形県の齋藤委員から、山形県における資源回復計画の取組状況を、より詳し

く説明をいただきました。特に、漁業者自らが経営の安定のために魚価の安定と

いうことも含めて、自主規制措置の採択について、その機運が盛り上がっている

というお話がございまして、大変勇気づけられる話でございました。ありがとう

ございました。

他によろしゅうございますか。

○小坂委員

秋田の小坂でございます。

回復ということの中でハタハタですけれども、昨年暮れからの状況について、

若干報告したいと思います。

3年間のハタハタの休漁から、秋田県の方でも徐々にハタハタが増えてきたと

いうことの中で、全体の量の半分だけはとって、半分は残しましょうというよう

なハタハタ協議会の申し合わせ事項で県が中に入って、一応それを継続してきた

と。

17年までは全体の量が5000tということの中で、2500tの配合が、沿岸の方と沖

合で6：4の割合の中でやってきたんですけども、初めて去年、全体の量が4,000t

よりないと。前の年から見ますと1,000tぐらい少ないですから、これを何とか漁

業者の中で了解しながら、前の年は2,500tであったんですが、半分といいますと

2,000t。

これでしないと、これからまたハタハタがとれなくなっていくと、漁業者自体

が大変だろうということの中で、全体の量を2,000tに決めまして、そこで県の報



告の中でもトロール船で試験操業している千秋丸からの報告の中でも、今年は4

歳魚が主体であって、大変危機感を持ちながらとっていかないと、持続できなく

なるということがありました。

漁業者からは、今までだんだんだんだんにふえてきて2,500tまでいったんだか

ら、2,500t獲らせてくれという要望がたくさんあったんですけれども、頑として

それはダメだと。全体量が少ないんだから減獲しましょうということの中で、2,

000tで一応了解しながら、沖合と沿岸部会の方と2つに分けて獲ったと。

、 、網揚げをするというのは 一応その量に足してからということになりますから

あとは網揚げをしなさいということの中で、50t、100tは多くなったんですけれ

ども、一応まず2,000tの枠の中で収めたいという経過でございます。

以上です。

○森本部会長

秋田県の小坂委員から、平成18年度の資源管理措置の決定の経緯等につきまし

て御報告いただきました。ありがとうございました。

ほかにありませんでしょうか。

議題（４）資源回復計画（県作成）の検討状況について

○森本部会長

それでは、議題（４）は審議事項ではございませんが、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

参考として事務局から検討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 県作成の資源回復検討の検討状況について説明させていただきます

資料4を御覧ください。

、 、 、青森県におきましては ウスメバル イカナゴについて検討しておりましたが

3月8日、東部・西部海区漁業調整委員会において承認されたとのことです。

また、山形県のシロギスにおきましては、今月3月20日に海区の漁業調整委員

会に諮る予定とのことです。

ヒラメ底びき網におきましては、引き続き検討するとのことです。

また新潟県におきましては、ウスメバル、マナマコにつきまして、漁業者協議

会において計画の内容が了承されております。

底びき網におきましては、引き続き検討していくこととされております。

以上が、県作成の資源回復計画の検討状況でございます。

○森本部会長

ありがとうございました。

各県の地先資源の回復計画の検討状況について報告いただきましたが、本件に

ついて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



議題（５）その他

○森本部会長

以上で、本日事務局で予定しておりました審議事項は終了しましたが、議題

「 ５）その他」がありますけども、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。

三木委員、どうぞ。

○三木委員

全体に係ることとしての質問をお願いしたいんですけども、スケトウダラの最

後のその他の計画の方で 「国民の理解を得つつ、需給関係にも配慮しながら 、、 」

そしてまたマダラの方でも「国民の理解を得ながら」という文言が入っていたと

思うんですが、これはどいう形でそれを行っていくのか。

あともう一つ 「需給関係にも配慮しながら」というところに関しては、どう、

いうことが考えられているのかというあたりを教えていただけたらと思います。

あともう一つはお願いというか、こういうことも頭に入れなくてはいけないの

かなと思っていたことが、地方魚種といいますか、県の資源回復計画等が出てく

ると、当然地方魚種がそのターゲットになることが多いと思うんですけども、そ

ういう地域でのマーケットが形成されているものに関しては、いかに需要を維持

させるのか。資源が少なくなって、食べる人も徐々に少なくなっていく。そこで

回復させたとしても、需要が結局は出てこなくて値段が下がるということになり

かねないので、いかに地方の食を続け、維持できるような努力をするかというの

も、一つ今後の回復計画の中では考えていかなくてはいけないことなのかなと思

いました。

○森本部会長

ありがとうございました。

三木委員から、資源回復計画の中でスケトウダラ、マダラ、いずれについても

国民の理解を得ながら進めていくということ、あるいは需給関係に配慮しながら

更に検討を加えていくという表現があるけれども、その具体的な方法はどのよう

に考えているのかという御質問ですけれども、事務局の方で具体的に何か考えて

いることはありますでしょうか。

○國府資源管理推進室長

資源回復計画全体に係る話なので、私の方から御説明させていただきます。

まず１点目の国民の理解を得ながらというのは、当然その資源回復計画につい

て漁業者の方々、非常に努力していただいている訳でございますけれども、一般

の遊漁者も含め、これだけ一生懸命漁業者がやっておられるということを当然ア

ピールする必要があると考えております。

具体的な手段としては、ポスターだとかＰＲ事業、あるいは講習会等を通じた

ＰＲをさせていただいているところでございます。

それから、需給環境を考えながらというのは非常に重要なポイントでございま

す。例えば、先ほど若干委員の方からもお話があったんですけれども、例えばハ



タハタなんかについてもかなり増えてきた訳です。一時期殆ど獲れないという中

で、県内の需要が非常に減退しておる中、一時期獲れた訳ですけれども、逆に県

内の需要自体がなくなったという状況もございます。

ただ単に増やせばいいという話ではなくて、今後の魚価形成とかも配慮しなが

ら考えていくというのが、今後の資源回復計画の非常に大きな課題だと考えてお

ります。

それから、これも関連すると思うんですけれども、地方魚種についてどういう

ふうに考えるかという話。地方魚種というか、これは県の取組なので、県内で完

結するものについては県の方で主体になって資源回復計画を進めていただくとい

うことで先程と同じことになると思うんですけれども、ただ単に増やすのではな

く県内の需給関係も考えて、魚価対策、あるいは消費拡大も含めた形で考えてい

く必要があると考えております。

以上でございます。

○森本部会長

ありがとうございました。

よろしいですか。

○三木委員

ありがとうございます。

国民の理解を得つつというところ、前からせっかく漁業者の方々がこれだけの

、 。エネルギーを投入してやっていらっしゃるので 是非もっと宣伝できるような形

しかもそれが資源、環境という意味だけではなくて、食べさせるというか口をあ

けさせるようなものと、抱き合わせセットでできたらなおいいだろうなと思って

おります。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。

他にはないでしょうか。

○森本部会長

、 。それでは最後に 次回部会の開催日程について確認をしておきたいと思います

事務局から考え方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

次回第13回日本海北部会につきましては、例年どおり10月頃を予定しておりま

すが、部会長と調整の上、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。

それでは、本日の部会はこれで閉会をしたいと思います。委員の皆さん、御臨

席の皆さんにおかれましては、長時間にわたりまして貴重な御意見をいただきま

して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西崎委員と本川委員にお

かれましては、後日、事務局から議事録が送付されますので、署名の方をよろし

くお願いいたします。

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12回日本海

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


