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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、ただいまから日本海・九州西広域漁業調整委員会第13

回日本海北部会を開催いたします。

本日は委員数定数15名のところ、定足数である過半数を超える14名の委員の御

出席をいただいております （櫻本委員はおくれていらっしゃるようですので、。

後ほど御出席いただけるものと思います ）したがいまして、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。

部 会 長 挨 拶

○森本部会長

日本海北部会の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。

さて、当日本海北部会では 「日本海北部マガレイ・ハタハタ資源回復計画」、

が平成15年度からスタートをし、また「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」が今年度からスタートをしており

ます。いずれの計画につきましても、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。これらの資源回復計画の取り組み状況につきましては、後ほど

事務局より報告をしていただくことになっております。

なお、本日は水産庁から山下資源管理部長、木實谷管理課長、内海資源管理推

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御

出席をいただいております。

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取

組状況」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 条の規定に基づく参考人として御出席をいた8
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、ほかの委員の皆さんと同様に御意見をいただきたいと考

えているところでございます。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、委員の皆様方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



それでは議題に入ります前に、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。よろしくお願いいたします。

○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。本日、日本海・九州西広域漁業調整

委員会第13回日本海北部会が開催されるということで、一言ごあいさつ申し上げ

ます。

まずは、この年度末の大変お忙しい時期に、委員の皆様方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。深く感謝申し上げる次第でござ

います。

さて御案内のとおり、我が国周辺水域の水産資源でございますが、依然として

厳しい状況にございます。こうしたことに加えまして、このところ燃油の高騰が

大変厳しい状況になってきております。本日の朝もニュースを見ておりますと、

、 、ニューヨークで１バレル＝110ドルという かつてない高値になっておりまして

大変心配をしているところでございます。

燃油高騰の問題につきましては、19年度の補正予算で100億円余りの予算をつ

けてもらいまして、燃油高騰対策ということで、各浜で活用いただけるようにし

たところでございますので、ぜひ御活用いただきたいと考えているところでござ

います。

それからまた日本海におきましては、大型クラゲの来遊もこのところ引き続き

毎年来ておりまして、漁業に大変な影響を与えているところでございます。昨年

は一昨年に比べまして若干少なかったと聞いておるところでございますが、こと

しも夏以降どうなるのか、この辺も大変心配をしているところでございます。

さらには地球温暖化と申しますか、海水温の上昇傾向も各地で見られているよ

うでございまして、漁獲される魚種の種類が変わってきたり、あるいは漁期がず

れてきたり、いろいろな影響が各浜で見られていると聞いているところでござい

ます。

こういった中で、資源回復計画に基づきます取り組みを推進していただいてい

るわけでございますが、水産資源の維持、回復によりまして活力ある漁業構造の

確立を図るべく、御努力をいただいているところであると理解をしているところ

でございます。

本日のこの部会の関係では 「日本海北部マガレイ・ハタハタ資源回復計画 、、 」

「スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画 「マダラ陸奥湾産卵群資源回復」、

計画」の３つの計画を実施中でございますが、皆様方のたゆまぬ努力によりまし

て、資源状況の改善が今後図られていくことを、強く期待をしているところでご

ざいます。

蛇足でございますが、皆様の努力で資源の改善が見られてまいりますと、当然

のことながら 回の操業当たりの漁獲量も伸びる方向に動くわけでございまし1
て、これはまたとりもなおさず燃油が高騰しているときに一定の省エネといいま

すか、経済的な効果をもたらすという期待も当然できるわけでございます。

そういったことで、今後とも資源回復計画の一層の推進を図っていただきまし

て、資源が豊かさを取り戻せますように、委員の皆様方の活発な御審議をお願い

申し上げたいと思います。



以上、甚だ簡単ではございますが、挨拶にかえる次第でございます。本日はよ

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。

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。

○小泉新潟漁業調整事務所資源管理計画官

新潟漁業調整事務所の小泉と申します。よろしくお願いいたします。

まず、議事次第、委員名簿、配席図、出席者名簿を配付しております。続きま

、 、 、 、 、 、 、 、して 資料１ 資料２－１ ２－２ 資料３－１ ３－２ 資料４－１ ４－２

資料５、最後に参考資料といたしまして３枚のもの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ございましたら事務局までお申しつけく

ださい。

○森本部会長

よろしいですか。

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になっておりますので、僣越ではございます

が、私のほう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、秋田県互選の小坂委員、大臣選任委員の方から風無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申し上げます。

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 「水産資源の状況について」に入りたいと思います。）

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。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。



○岸田日本海区水産研究所日本海漁業資源部長

日本海区水産研究所の岸田と申します。

それでは、マガレイから御説明いたします。資料 の ページからに沿って御1 2
説明いたします。

マガレイの日本海系群の分布域につきましては地図にピンク色で書いてあるよ

うなところを指します。

生態学的特性はそこに書いてございますが、産卵期・産卵場に関しましては、

新潟県沿岸で２～５月、産卵場は水深50～90ｍ付近ということが知られておりま

す。

次に漁業の特徴ですが、日本海北部でマガレイを対象としている主要漁業は、

底びき網漁業と刺し網漁業で、その比率は2005年の漁獲量で見ますと、底びき網

57％、刺し網35％となっています。

県別に見ますと、新潟県と秋田県の漁獲量が多くなっています。

漁獲の動向ですが、まず ページの一番下の図の右側ですけれども、1980年以2
降の漁獲量の資料がございます、新潟県と秋田県の合計の漁獲量の推移を見ます

と、1986年と94年に漁獲量のピークが見られましたが、その後、急激に減少した

様子がわかります。

、 、 、 、全域の値につきましては左側の図で93年以降ですが 県別に新潟 山形 秋田

青森の漁獲量がそろっている。これを見ましても94年のピーク以降減少傾向が続

いておりまして、2005年にはこの 県で251ｔでした。2006年には漁獲量が急増4
いたしまして393ｔでした。これは、漁獲が急落した90年代後半以降では、97年

と2003年の値に匹敵する量でした。

資源評価方法といたしましては、マガレイは農林統計の全国集計対象魚種では

ないということで、系群全体の漁獲量を正確に把握するデータがございません。

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まして、資源の評価4
を行いました。

それから、資源の動向を判断する参考といたしまして、沖合底びき網漁業、新

潟県の板びき網漁業、それから各県の幼稚魚分布調査の結果を用いました。そう

いうことから判断した資源状態ですけれども、2006年には青森県を除き漁獲量が

増加いたしましたが、資源状態は1980年以降では依然、低位水準にあります。

動向のほうは、一部の底びき網漁業において がやや高く、新潟県の幼稚CPUE
魚調査でも、2007年にはある程度の 歳魚の加入が期待されることから、2006年3
時点ではマガレイ資源は増加傾向であったものと判断いたしました。しかし2006

年、それから2007年に期待されます漁獲量の増加につきましては、加入のよかっ

、 。 、た2007年級 それから2004年級によるもので継続性がないということ それから

漁獲が急落した90年代後半からは、漁獲量と がはっきりとした増加傾向にCPUE
あるわけではないということから、増加傾向とはいいましても、将来的な好転の

兆しがあるという意味ではないということです。

以上です。

次に資料 の ページから、ハタハタについて御説明いたします。ハタハタ日1 4
本海北部系群は、そこの地図でピンク色で書いてあるようなところに分布してお

ります。

産卵期・産卵場としては、12月のごく短い一時期に、沿岸の藻場が産卵場とな



ります。秋田県での産卵が多いことが知られております。

漁業の特徴といたしましては、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漁獲され

ています。

漁獲の動向は ページのグラフの左側の図を見ていただきますと、当海域にお5
けるハタハタの漁獲は、1965年から1975年には 万ｔ前後の高い水準にありまし2
たが、1976年以降激減いたしまして、1991年には158ｔにまで落ち込むという劇

的な変化を示しました。秋田県は1992年漁期からの 年間の採捕禁止を実施いた3
しまして、その後も青森、秋田、山形、新潟各県では自主的、あるいは公的な漁

獲規制を実施しています。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。2006年には全域で前年並みの4,300ｔを記録いたしました。

資源評価法ですけれども、漁獲量の推移とともに沖合底びき網漁業漁獲成績報

告書に基づく漁場別漁獲統計を解析いたしまして、1980年以降の資源密度指数の

推移を調べました。これが右側のグラフになります。折れ線グラフで示されてい

るのが資源密度指数です。

加えまして、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考察いたしました。

ページへ戻っていただきまして、地図の下に棒グラフが つございますが、4 2
左側のものが山形県の市場調査で調べましたハタハタの体長組成です。右側が、

山形県で調査いたしました加入量調査の結果です。

山が つありますが、これは去年の 月、 月の調査で、体長100㎜の山が2003 4 5
6年級群、150㎜の山が2005年級群、175㎜以上のところは2003年や2004年級がま

じったもので、この部分が漁獲対象になっております。これは左側の市場の結果

と合わせていただくとわかると思います。

資源状態ですけれども、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 各年級の豊度などから 1990年代前半に比べて明らかな回復を示しています

2007年現在、北部海域では先ほどの棒グラフの2003年、2004年級の ～ 歳が主3 4
体であり、年末の接岸時期に向けて、相当量の資源が北部海域で維持されるもの

と思われます。

しかし、現在のいずれの年級群も非常に水準が高かった2001年級には及ばない

ことや、特に――これは昨年の資料ですので 歳年級と書いてありますが――202
05年級の水準が今のところ低いと思われるというのは申し上げました。

先ほどの地図の下の棒グラフの右の図で、150㎜あたりのところにあるモード

が2005年級ですけれども、この水準が今のところ低いと思われることから、資源

の動向は近年の増大傾向から横ばい状態にあると判断されました。資源全体の水

準は、1990年代半ば以降では高目でありますが、それ以前に多獲された時期、19

60年、70年代半ばの状況にはなっていないことから中位と判断されました。

以上です。

○谷津北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部長

引き続きまして、スケトウダラ日本海北部系群の説明をさせていただきます。

資料の ページからになります。6



スケトウダラ日本海北部系群は寿命がよくわかりませんですが、10歳以上と考

えられております。そして、成熟に達する年齢が 歳。ただし、 歳では33％ぐ3 3
らいが成熟し、ほとんどが成熟するのは 歳ぐらいからと考えられております。5

本系群の分布域ですけれども、地図にあらわしてありますように、北海道の西

側を中心に本州北側の日本海、それからサハリンの西側にも及んでおります。た

、 。だし最近では 日本海の本州におきましては非常に漁獲が少なくなっております

そして産卵場は、ちょっと図が小さくて見にくいんですけれども、現在では檜

山地方を中心に形成されております。

、 、 、 、漁業の特徴といたしましては 沖底 延縄 刺し網などでございますけれども

先ほどの檜山、それから後志地方では、沿岸漁業によって産卵の親をとっており

、 、 。まして 一方 武蔵堆周辺では沖底によって未成魚・成魚が漁獲されております

漁獲の動向は、その下の左側の棒グラフでございますけれども、80年代から90

年代初めにかけましては、大体14万ｔ程度漁獲されておりましたが、これは一部

韓国とかの漁獲量も含まれておりますが、その後ごらんのように急激に低下いた

しました。これは４月始まりの年度であらわしておりますけれども、2006年度に

は２万1,000ｔということで、過去最低に落ち込んでおります。

右側の図は、紫色の棒グラフがかけまわし漁法の沖底の網数であります。90年

あたりの１年２万網からかなり減少しております。

黄色の丸の折れ線グラフが、漁獲量を網数で割りましたＣＰＵＥという資源の

指標値は、80年代から90年代に入り、やや倍増程度いたしまして、その後安定し

ているようですが、やや減少しているような傾向が見られております。

次のページで資源状態であります。グラフが 枚ありまして、左上の黒丸グラ3
フと赤丸グラフですが、黒丸がコホート解析という手法を用いまして推定しまし

た資源量であります。これによりますと、90年ごろは80万ｔ程度と非常に高い資

9源量がありましたけれども これが徐々に減ってまいりまして 2006年漁期には、 、

万5,000ｔまで減少しております。

一方、漁獲割合と申しまして、漁獲量を資源量で割りました値ですけれども、

これが赤い丸で示しているものですが、年によってかなり上下しておりますが、

2000年ぐらいからやや増加傾向にあるということでございます。言いかえれば、

漁獲の強さが徐々に強まってきたというふうに、このグラフは示しております。

その下のグラフが、得られました資源量を、親の量を横軸、 歳魚として漁業2
にとられ始めますので、 歳加入量と言っておりますけれども、それを縦軸にと2
ったグラフであります。これもなかなか難しいグラフですけれども、ごらんのよ

うに90年代、あるいは80年代は親も多いし加入量も多いという時代でしたが、90

年代後半から徐々に親も少ないし、子も少なくなってまいりました。

赤い線が15万ｔのところに引いてありますけれども、これがＢlimitです。こ

れより下がりましたところでごらんのように、丸が15万ｔ付近に つありますけ3
れども、その一番上のちょうど赤い線にかかっているのが2000年の親の量と子供

の量ですが、その左下が2001年、さらに下が2002年ということで、15万ｔを切っ

た途端に、加入量が非常に減ってしまったということがございます。

ということで、 歳の魚の量を親の量で割りましたものが、再生産の成功をあ2
らわした指数ということで、右側の再生産成功率というグラフになってまいりま

す。このように、80年代から90年代にはかなり成功率が高かったわけですけれど



も、2000年ぐらいから急激に落ち込みまして、つまり一定の親があっても、加入

が入ってくる割合がさらに減ってしまったということで、親も減って、さらに成

功率が減ったことによって、資源が急激に減少しているというところが現状でご

ざいます。

以上がスケトウダラでございました。

次はマダラ太平洋でございますけれども、資料の10ページであります。マダラ

は北海道となっておりますけれども「系群」というのがついておりませんで、分

布、回遊がよくわかっていない部分が多いですので、北海道周辺にいるマダラと

いうことで、マダラ北海道という評価単位として説明させていただきます。そし

て、今日の後半の議題であります陸奥湾につきましては、北海道周辺にいるマダ

ラと交流があるということで、マダラ北海道全体の説明をさせていただきます。

マダラの寿命もよくわかっておりませんけれども、かなり高齢まで生きると考

えられております。成熟を開始しますのは、雄で 歳、雌で 歳でございます。3 4
この分布ですけれども、地図にありますように、まさしく北海道周辺からサハ

リン南部から千島列島南部に及んでおります。そしてオレンジ色のところが産卵

場であるわけですけれども、北海道の各地に産卵場が形成されておりまして、陸

奥湾におきましても産卵場が形成されております。

漁業の特徴といたしましては、沖合底びき網漁業に加えまして、刺し網、延縄

などの沿岸漁業によって漁獲されております。漁場としましては、北海道周辺か

ら陸奥湾でございます。

次に漁獲の動向につきまして、一番下のグラフを用いまして説明いたします。

漁獲量は80年代後半に３万ｔ弱ございましたけれども徐々に減少しまして、2006

年の漁獲量は１万2,757ｔであります。2002年以降は、大体１万2,000ｔ前後で横

ばい状態でございます。

同じグラフのオレンジ色のが漁獲努力量でございますけれども、これは沖底の

ものです。漁獲量も徐々に減ってまいりましたけれども、努力量も徐々に減って

まいりまして、その努力量と漁獲量から計算いたします という資源の豊度CPUE
の指標は、近年では漁獲量と同様に横ばい傾向になっております。11ページに移

りますと、資源状態はそこの矢印にありますように横ばいで資源水準は中位とな

っております。

ところが、これは北海道全域の評価ですけれども、海域別に見ますと若干異な

る傾向が見えております。そのことは11ページの一番上のグラフ 枚で御説明い2
たします。

まずオホーツク海側の漁獲量で、沖底、沿岸を合わせたものです。2000年ぐら

いからやや減少傾向となっております。北海道南部海域につきましては、逆に20

03年ぐらいを底にしまして上昇傾向にあります。それから、北海道西海域につき

ましては減少傾向となっております。

一方、右側のグラフが漁獲量を網数で割りまして、三角印が でございまCPUE
すけれども、オレンジ色とちょっと黄色っぽい三角がオホーツク海と北海道西部

海域ですが、ごらんのように2000年ぐらいから減少傾向になっております。

一方、紺色の三角は太平洋の南海域の でありまして、こちらは近年増加CPUE
傾向にあるということで、北海道全体としましては中位横ばいでありますが、海

域によって動向がやや異なっているということでございます。



以上です。

○森本部会長

岸田部長さん、谷津部長さんの御説明、ありがとうございました。

ただいまの説明につきまして、何か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

新潟県は下越のほうで板びきでとっていますけども、マガレイは確実に少しず

。 。つでも資源は回復していると思います 私もその現場へ行ってやっていますから

ほかの地区はわかりませんが、板びきのほうでは小さいものもとってないし、目

合も拡大していますから、確実にマガレイだけは新潟県は資源回復しているとい

うことであります。

○森本部会長

ありがとうございました。

いろいろな努力の成果があらわれているということだろうと思いますけども。

ほかにありませんか。

議題（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

○森本部会長

次に、議題（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」に移ります。

この計画は、スタートして現在５年目を迎えたところでございます。これまで

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りま

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。

○小泉新潟漁業調整事務所資源管理計画官

それでは、資料 を使って説明させていただきます。資料２－１をごらんくだ2
さい。マガレイ、ハタハタ資源回復計画に関する行政・試験研究担当者会議及び

漁業者協議会の開催実績を、前回日本海北部会が開催されました19年 月以降の2
ものについて記載しております。

水産庁におきましては昨年10月 日に、新潟市におきまして関係行政研究担当3
者会議を開催し、マガレイ、ハタハタ回復計画について資源状況、その他の状況

を勘案した上で、見直しするかどうかについて協議いたしました。

続いて、関係県であります。青森県、秋田県、山形県、新潟県では協議会等に

おきまして資源回復計画の取組状況の報告等がなされまして、各地区で漁業者間

の合意形成を図っていただいたところでございます。

続きまして、資料２－２をごらんください。日本海北部マガレイ、ハタハタ資

、 （ ） 、源回復計画に基づく取組が 平成19年度におきましては １ にありますとおり

関係者の方々の御努力により、着実に実施されております。



「①漁獲努力量の削減措置」といたしまして、マガレイを対象とした措置を一

覧にしております。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。さらに、休漁

を山形県、新潟県において実施しております。

なお、欄外に記載しておりますとおり、マガレイ・ハタハタを対象とした減船

を青森県と秋田県で、19年度以前に既に実施済みです。

マガレイを対象としま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、それぞれ19年度以前に既に実施されておりまして、現在いずれも

その改良漁具を使用しております。

ページをごらんください 「②資源の積極的培養措置」といたしまして、ハ2 。

タハタの種苗生産・放流を秋田県におきまし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といたしましても、秋田県象潟において実施してお

ります。

「③漁場環境の保全措置」といたしまして、刺し網、かご網等の韓国漁船が残

していった漁具の回収を、関係漁業者の方で実施しております。合計39ｔ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、ごみの除去をしておりますが、

新潟県下越地区におきまして7,600haにわたって実施しております。

ページは、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ございま2
す。マガレイにつきましては平成23年までに、漁獲量を平成14年の13％増加の34

1ｔを目標としております。18年は393ｔで、目標達成率が115％でした。年変動

はあるものの、漁獲の状況としましては増加傾向となっております。

次にハタハタにつきましては、平成23年までに漁獲量5,000ｔを目標にしてお

ります。18年は4,284ｔで前年とほぼ同じ状況でした。なお平成19年は、平年に

比べまして魚体が小さいようで、地域によりましては自主休漁されるところもあ

り、18年と比べまして漁獲量が低下している状況と聞いております。以上が、マ

ガレイ、ハタハタの漁獲状況でございます。

資料の１ページに戻りまして、平成20年度におきましては（１）の措置を引き

続き実施することとするものの、今後の漁獲状況や資源動向を踏まえまして、必

要に応じ、資源回復計画の見直しを検討したいと思います。

、 、 。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につきまして、取組状況の報告が

ございましたが、本件につきまして御意見、御質問等ございませんでしょうか。

ないようでございます。

議題（３）スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画の取組状況について

○森本部会長

続きまして、議題（３ 「スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画の取組状）

況について」でございます。本計画は今年度からスタートした計画であります。



それでは担当しております北海道漁業調整事務所から、取組状況について説明

をお願いいたします。

○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の小幡と申します。よろしくお願いいたします。

本計画につきましては、資料３－１と３－２に基づいて御説明をさせていただ

きます。本計画はちょうど 年前の 月13日、本部会で御承認をいただき、同月1 3
29日に計画を公表させていただきました。その後、削減実施計画の認定等の必要

な手続の後、直ちに関係漁業者により計画に基づいた取組を実施しているところ

でございます。まずは資料３－１に基づきまして、協議会等の開催状況から御説

明させていただきます。

本計画の策定の際に北海道の沿岸漁業者の方から、沿岸と沖底の関係漁業者に

よる協議の場を設置するように要望があったわけでございますが、沿岸、沖底そ

れぞれ４名の漁業者の代表者の方々と水産庁、北海道庁、研究機関等に出席して

いただき、資料にありますとおり昨年７月以降、漁業者協議会を 回開催してお3
ります。

、 、第１回では資源状況 漁獲状況や資源回復措置の取組状況等について議論をし

その後12月に第２回を開催いたしまして、19年度の資源評価について、関係研究

機関から御説明をいただいております。

またそれを受けまして、年が変わった今年の 月には第 回を開催いたしまし2 3
て、2006年級群の獲り控え措置について議論を行ってきたところでございます。

本資源の評価につきましては、先ほど北水研の谷津部長さんからも御説明があ

りましたように、大変厳しいところになっているということでありますが、2006

年級群につきましては比較的豊度が高く、今後スケトウダラ日本海北部系群の資

源を回復するためには、これを確実に保護していかなければならないという御指

摘を受けているところでありますので、この御指摘を踏まえて第３回の漁業者協

議会におきましては、関係漁業者において、2006年級群の獲り控えのための自主

的な追加措置を検討し、実施することとしたところでございます。

次に、現状のこれら取組や、新しく2006年級群の獲り控えのための追加措置を

実施することにした内容について、資料３－２に基づいて御説明をさせていただ

きます。

資料の 枚目は、北海道の沿岸漁業者の方々の取組状況でございます。北海道1
の沿岸漁業者におかれては、檜山、後志、留萌、宗谷、各地区ごとに状況に応じ

て、禁漁区の設定や操業開始時期の繰り下げ、または操業の早期繰り上げや小型

魚がとれた場合の漁場移動等を行っており、2006年級群の獲り控え措置につきま

しては、一番右側の欄にありますとおり、現状では2006年級群の漁獲はなく、ま

た、先の取組を継続することにより、2008年度漁期における2006年級群の保護を

行うということとしております。

次に資料の２枚目でございますが、こちらは北海道の沖合底びき網漁業におけ

る取組状況でございます （１）におきましては、19年度における隻日数の削減。

状況を示させていただいております。これは平成20年度 月末現在でございます2
、 。が 隻日数を１割削減するという取組をさせていただいているところであります

2後ほど詳しく御説明しますが、2006年級群の獲り控えのために、この取組を



割まで削減していただくことになっておりまして、 月末現在の取組状況といた2
しましては、全18隻の隻日数が339隻日数、 割減の上限が括弧書きの475隻日数2
でございますので、今年度の取組といたしましては上限を超えることなく、取組

の削減が達成される見込みとなっております。

次に（２）といたしまして、19年度における未成魚の保護状況でございます。

これも 月末現在の状況でございますが 「ア」といたしまして、個別漁業者の2 、

取組で行っていただいております、一揚網当たり未成魚の漁獲量がスケトウダラ

総漁獲量の20％を超えた操業があった場合は、漁場移動等をしていただくわけで

ございますが、19年度においては 月29日に１隻、１操業がございましたが、自2
主規制に基づきまして関係者に連絡をいただくとともに、今回の場合は直ちに操

業を切り上げていただいて、帰港をされたと報告をいただいております。

次に「イ 、全体での取組でございます。これは参加漁船による1日の総水揚」

、 、げ量が一定量を超えた場合は 翌日の操業の自粛をするということでありますが

19年度においては現在のところ超えた日はございません。

次に（３）でございますが、先ほど御説明いたしました2006年級群の獲り控え

措置ということで、20年 月１日の第 回漁業者協議会において決定をされたも2 3
のでございますが、おおむね次の 点について、平成20年及び21年の２カ年間、3
自主的に取組を実施するということで決定をいただいたところでございます。

内容を御説明いたしますと 「ア」といたしまして、当初の漁獲量の削減とし、

て、隻日数の１割削減を本年度から実施しているところでございますが、その割

合を増加して２割とするということが１点目でございます。

点目でございますが、一揚網当たり体長30cm未満、または全長34cm未満のス2
ケトウダラの漁獲量が、当該揚網におけるスケトウダラ総漁獲量の20％を超えた

、 、 、場合には 速やかに漁場移動を行うが 移動後の揚網においても同様の場合には

当該航海の残りの操業はスケトウダラを目的とする操業を自粛するという取組を

今現在行っていただいているところでございますが、この漁場移動の形を明確に

するということで、移動については他の農林漁区へ移動するという形をとってい

ただくことを決定いただきました。

また②といたしまして、①の状況が発生した場合、その後の小型魚の漁獲を抑

止するために、曳網日時、緯度経度、操業していた漁区番号、また漁場移動をし

た漁区番号と、それらの関係の情報を関係漁協、北海道機船漁連、または私ども

北海道漁業調整事務所あてに、速やかに報告いただくことを決めていただきまし

た。

点目で「ウ」といたしまして、日本海全体の取組でございます。北海道沖合3
の日本海での１日当たりの沖底によるスケトウダラ総水揚げ量が一定量を超えた

場合、翌操業日には沖底各船はスケトウダラを目的とする操業を自粛するという

取組をしていただいているところでございますが、一定量につきまして、当初は

当面1,000ｔを目安ということで決定をしていただいたところでございますが、

それを800ｔまで引き下げるという 点を、今回第 回の漁業者協議会で追加の3 3
、 。措置として 06年級群の獲り控えとして御決定をいただいたところでございます

本資源につきましては、このように資源評価が大変厳しいところになっており

ますが、これらの追加の措置等を御決定いただき、沿岸と沖合の関係の漁業者の

方々が御協力いただきながら、資源の維持、回復に向けて、引き続き努力をされ



ているところでございますので、御理解いただきたいと思います。

以上、簡単ではございますが、スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画の取

組状況について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。

○森本部会長

ありがとうございました。

ただいまスケトウダラ日本海北部系群資源回復計画につきまして、2006年級群

を取り残すために、平成20年及び21年に沖底で努力量削減の強化を、皆さん方の

協力のもとで図っていくことになったという報告がございました。

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。

よろしいですか。ありがとうございました。

議題（４）マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画の取組状況について

○森本部会長

続きまして、議題（４ 「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画の取組状況につい）

て」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、今年度からスタートした計画でございます。

それでは、担当しております仙台漁業調整事務所から、取組状況について説明

をお願いいたします。

○山本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山本です。本日はよろしくお願いいたします。

では取組状況につきまして、資料４－１、４－２に基づきまして説明させてい

ただきます。

まず資料４－１でございますが、マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画に関します

漁業者協議会等の開催実績について、簡単にまとめておるものでございます。

なお、本計画は本年度よりスタートしているところでございまして、主要漁期

の 、 月の前である昨年末の11月、12月に取組内容につきまして、関係者と打1 2
ち合わせを実施してきたところでございます。

また 月末におきましては、本計画の取組状況につきまして、関係漁業者の方2
々に協議会の席で説明させていただいております。

次に、資料４－２をごらんください。こちらに本計画の取組状況についてまと

めております。まず本計画の経緯につきましては、こちらに記載しているとおり

、 、 、でございますが 本計画につきましては昨年 平成19年 月29日に作成しまして3
本計画に基づく削減措置等を具体的に記載している漁獲努力量の削減実施計画に

つきましては、19年 月29日付で水産庁の認定を受けているという状況でござい8
ます。

次に、陸奥湾のマダラの漁獲量の状況でございます。これにつきましてはこち

らに、14年から19年までまとめております。なお、19年につきましては速報値で

ございます。これを見ていただきますと、近年40ｔ前後で推移してきているとこ

ろでございます。



なお、本計画の目標といたしましては、14年から18年までの平均漁獲量42ｔま

での回復を目指して実施しているところでございますが、19年におきましては28

ｔという状況になっております。

次に、この目標を達成するために取り組む措置の実施状況ですが、19年度にお

きましては次に書いているとおりの措置が実施されているところでございます。

まず、漁獲努力量の削減措置でございます。これにつきましては、操業統数の

削減をひとつ実施しております。

なお、これは知事許可の底建網漁業が今漁期前に40統削減を実施しておりまし

て、削減前は216統あったものが176統に削減され、この漁業種類でいきますと、

全体の約20％の統数が削減されたという実績になっております。

２ページをごらんください。次の措置といたしまして、マダラの放卵・放精後

の親魚及び小型魚の再放流でございます。これにつきましては、まず陸奥湾の小

型定置網漁業と底建網漁業、また津軽海峡東の農林漁区777区におきまして、沖

合底びき網漁業がそれぞれ取り組むことになっております。

なお、再放流の実績につきまして、参考まで載せております。この再放流の実

績につきましては、今年の 月20日現在、漁協の方から聞き取った速報値でござ2
います。見てのとおり、これはまだすべて出そろっている状況ではございません

が、現在のところ141尾放流といった状況になっております。

次の資源の積極的培養措置でございますが、マダラの人工種苗の放流実績をこ

こに載せております。14年から19年まで載せておりますが、これにつきましては

青森県の増養殖研究所と脇野沢村漁協において放流に取り組んでおりまして、近

年は約10万尾弱の種苗を放流しているといった状況でございます。なお、15年と

19年は生物餌料の生産不足などがありまして、種苗生産は不調であり、放流数が

少ないといった状況になっております。

次に今後の予定でございますが、以上のような再放流や人工種苗放流といった

取組を今後も続けていくということと、本計画をより適切に推進していくため、

行政及び研究者によります意見交換の場を設けていきたいと考えております。な

お、これは具体的には研究者と青森県、水産庁で集まりまして、今年度スタート

しました本計画の措置の実績などにつきまして、今後意見交換を実施し、その結

果等を生かしまして、本計画をよりよいものになるようにしていきたいと考えて

おります。

以上です。

○森本部会長

ありがとうございました。

マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画につきまして、取組状況の報告がございまし

たが、これにつきまして何か御意見、御質問等ございますでしょうか。

西崎委員、どうぞ。

○西崎委員

ただいま説明ありましたように、陸奥湾のマダラ資源回復計画に乗せていただ

きまして、青森県として大変喜んでおりますし、感謝を申し上げます。

私は以前にもお話ししたのでありますけれども、かつてはかなりの漁獲量があ



ったわけでありますが、近年、地元漁業者はいろいろな形で取組努力をしておる

わけでありますが、なかなか資源の増大につながっていない。

先ほど資源管理部長さんの御挨拶の中にもありましたように、地球の温暖化に

よるものなのか、あるいはいろんな形によるものなのか、海洋条件がかなり変わ

っているのは事実であります。

したがって、陸奥湾の海洋条件がどうなのかということも調査をしながら、た

だ私ども地元の漁民がいろいろな形で努力をしても、なかなか資源回復につなが

っていないというのが海洋条件にもあるのかなと思っておりますので、今後、行

政並びに研究機関の一層の御指導をお願いしたいと思うのであります。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。

いろんな努力にもかかわらず、漁獲量の回復がなかなか見られないということ

、 。でございまして 海洋条件が変化してきているということもあるのではないかと

引き続き海洋条件等の調査を実施しながら、その辺の因果関係も含めてやってい

ただきたいという御趣旨でございますね。そういうことで、引き続きよろしくお

願いをいたしたいと思います。

ほかにございますか。

三木委員、どうぞ。

○三木委員

資源回復の御努力はすばらしいものだと思います。ちょっとデータで教えてい

だたきたいんですけれども、再放流の実績の部分で、再放流尾数があるかと思う

んですが、大体で結構ですが、これが全体のどのくらいの割合になるのかという

のを、目安的に教えていただければと思うんですが。

資料の２枚目の再放流実績で、関係漁協名、その右に平成19年度再放流尾数と

いうのがあるかと思うんですが。

○森本部会長

これの何ですか、ちょっとよくわからなかったんですが。

○三木委員

再放流の尾数が出ていると思うんですが、再放流ということは一旦漁獲して再

放流ということだと思うんですが、漁獲のどのくらいの割合が再放流になってい

るのかというのを、目安的に教えていただければと思います。

○森本部会長

はい、わかりました。その辺の実績、わかりますでしょうか。

○山本仙台漁業調整事務所資源管理計画官

全体でどれだけ陸奥湾で捕獲されて、そのうちどれだけ再放流されたかという

実績は、19年度についてのデータについては今はまだ把握はしておりません。ま



た、再放流のほうもまだ途中経過ということもございまして、今はお答えができ

ないのですが、また今後、漁期が終わって実績を整理した上で、調べて御報告で

きればと思いますので、よろしくお願いいたします。

○森本部会長

よろしいですか。それでは、ほかにございますでしょうか。

小田委員、どうぞ。

○小田委員

新潟県ですが、下越の私たち陸奥湾のマダラは減少しているということでござ

いますが、昨年19年の下越の粟島近辺での底びき、刺し網は近年ないほどのマダ

ラの大漁であったと。今年も20年 月20日ごろからとれたんですが、去年ぐらい1
、 、までとれるかと思ったんだけども 時化のために出漁できなかったということで

片方では減少している。どういうものか、私たちのほうではマダラが19年は15年

、 、ぶりぐらいに最高に揚がったという話で 底びきなんかは網があまり入り過ぎて

割れていったという話もあるものですから。

私はマダラをとっていませんけども、そういう状況の中で、陸奥湾のほうでは

これだけ減少しているのに急に来たというか、新潟県の粟島近辺では非常にとれ

ています。

一応参考というか、とれない話ばかりしていて申しわけないけども、新潟県の

下越のほうではとれました。

以上です。

○森本部会長

大変貴重な御意見、ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。

議題（５）資源回復計画（道県作成）の検討状況について

○森本部会長

それでは最後になりますけれども、本部会の審議事項ではございませんが、道

県の管轄水域にとどまる地先資源に対しまして、道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、事務局から進捗状況の説明をお願いいたします。

○小泉新潟漁業調整事務所資源管理計画官

、 。それでは 道県作成の資源回復計画の進捗状況について御説明してまいります

資料５をごらんください。

北海道はイカナゴ（宗谷海峡海域）で、現在実施中でございます。青森県はウ

、 。 。スメバル イカナゴについて実施中です 山形県はシロギスについて実施中です

また、ヒラメ、底びき網につきましては、漁獲努力量削減実施計画を認定予定で

ございます。新潟県はウスメバル、佐渡海区のナマコにつきまして漁獲努力量削

減実施計画を認定予定でございます。また底びき網につきまして、計画内容を協

議中でございます。



続きまして、参考資料をごらんください。 月末現在、一番右でございますけ2
れども、魚種別の51計画のうち45計画が実施中でございます。それから、包括的

。 、の20計画のうち 計画が実施中でございます また各計画の概要につきましては9
後ろのページに添付させていただいておりますのでごらんください。

以上、道県作成の資源回復計画の検討状況、それから資源回復計画の実施状況

につきまして、簡単に御説明させていただきました。

以上です。

○森本部会長

ありがとうございました。

地先資源の回復計画の検討状況のほかに、資源回復計画の実施状況について報

告がございました。

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。

ないようでございます。

議題（６）その他

○森本部会長

以上で、本日事務局で予定しておりまし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。

ほか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予定につ

いて、事務局からお願いいたします。

○小泉新潟漁業調整事務所資源管理計画官

次回は第14回の部会でございますが、詳細な日程につきましては部会長と調整

の上、改めて事務局から連絡させていただきたいと思いますので、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。

それでは、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、

御臨席の皆様におかれましては、長時間にわたりまして慎重な御意見等をいただ

き、まことに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小坂委員と風無委員にお

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、署名のほうをよろし

くお願いをいたします。

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13回日本海

北部会を閉会いたします。どうもありがとうございました。

閉 会
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