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開 会

○大井新潟漁業調整事務所長

定刻より少々前ですが、全員お揃いでございますので、開会いたします。

ただいまから、日本海・九州西広域漁業調整委員会第 回日本海北部会を開催14
いたします。

委員出欠状況報告

○大井新潟漁業調整事務所長

、 、本日は 委員数 名のところ 名の委員の御出席をいただいておりますので15 14
部会事務局規程５条に基づきまして、本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、議事進行をよろしくお願いいたします。

○森本部会長

部会長の森本でございます。

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、まことにありがとうございます。

交代委員紹介

○森本部会長

まず最初に、委員の交代がございましたので、御報告をいたします。このたび

行われました海区漁業調整委員会の委員の改選に伴いまして、北海道の中村東伍

、 。委員から市山亮悦委員に交代されておりますので 御紹介をさせていただきます

市山委員、お願いします。

○市山委員

ただいま御紹介いただきました北海道連合海区から仰せつかりました市山で

す。前中村委員さんが勇退されましたので 「おまえ出て行ってこい」というこ、

とで御指名を受けました。どうぞひとつよろしくお願いいたします。

○森本部会長

市山委員、どうもありがとうございました。

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 年度からスタ15
ートし、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

資源回復計画が昨年度からスタートしております。いずれの計画についても、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いては、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、本日は水産庁から本村資源管理部長、木實谷管理課長、長谷沿岸沖合課



長、木島資源管理推進室長、当部会の事務局であります新潟漁業調整事務所の大

井所長ほか、多数御出席されております。

資源管理部長あいさつ

○森本部会長

それでは、議題に入る前に、水産庁の本村資源管理部長からごあいさつをいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○本村資源管理部長

資源管理部長の本村でございます。本日、第 回目の日本海・九州西広域漁14
業調整委員会日本海北部会が開催されるに当たりまして、一言ごあいさつを申し

上げます。

委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中御参加をいただきまして、ま

ことにありがとうございます。また、先ほどお話がございましたように、委員の

皆様におかれましては、本年８月の海区漁業調整委員会の委員の改選等に伴いま

して、新たに就任された方もいらっしゃいます。引き続き、よろしくお願いいた

します。

新聞等々に載っておりますが、ことし水産業にとって最大の課題でありました

。 、 、のは燃油高騰問題でございます 最近 燃油価格が大変下がってきておりますが

なお予断を許さないと考えておりまして、この問題につきましては水産庁といた

しまして関係の皆様方の御協力をいただきながら、現在鋭意緊急対策を実施中で

ございます。

また、この燃油高騰問題を契機といたしまして、食料自給率向上の問題であり

ますとか、水産資源の管理の問題につきましても国民の皆様方の関心が非常に高

まってきておりまして、現在、ＴＡＣ制度につきましては有識者の御検討をお願

いしているところでございます。

このような情勢の中、資源回復計画に基づく取り組みを推進していくというこ

とは、単に水産資源の維持・回復という問題にとどまらず、活力ある漁業構造の

確立のためにもますます重要になっていると考えております。

本部会関係では、先ほどお話がございましたように、日本海北部マガレイ、ハ

タハタ資源回復計画など３つの計画が実施中でございますが、関係者の不断の御

努力によりまして資源状況の回復が図られていると認識しております。今後とも

本計画の一層の推進によりまして、これらの海域の資源回復が一層図られますよ

うに、委員の皆様方の活発な御審議をお願いいたしまして、私のあいさつとさせ

ていただきます。

よろしくお願いいたします。

○森本部会長

部長、どうもありがとうございました。

配付資料の確認



○森本部会長

続きまして、事務局から資料の確認をお願いいたします。

○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、本日の議事次第、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、議題（１ 「水産資源の状況について」の資料といたしまして資料）

１。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」の資料といたしまして資料２－１、資料２－２。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」の資料といたしまして資料３

－１、資料３－２。それから、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」の資料といたしまして資料４－１、資料４－２と別紙 「道。

県における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５と、

その後ろに添付しております参考資料の「資源回復計画実施状況」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

よろしゅうございますか。

議事録署名人指名

○森本部会長

続きまして、部会事務規程第 条にありますように、後日まとめられます本11
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になっておりますので、僭越でございま

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）水産資源の状況について

○森本部会長

それでは、最初に議題（１）の「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西村部長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。よろしくお願いいたします。



○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。よろしくお願いいたします。

それでは、まずマガレイから御説明させていただきます。資料１の１ページ目

から、平成 年度の資源評価結果のダイジェスト版がございます。これにのっ20
とって御説明させていただきます。

まず、マガレイは１ページからですが、下のほうに「漁獲の動向」がございま

す。 年以降の資料があります新潟県と秋田県の漁獲量の推移を見てみます1980
と、２ページ目にグラフが２つございますが、それの右のほうです。これを見ま

すと、 年と 年に漁獲量のピークが見られましたが、その後急落した様1986 1994
子がわかります。

全域の値につきましても──全域といいますのは新潟県から青森県──これは

年以降の値がわかっておりますのでそれを左側のグラフに示してございま1993
すが、これを見ますと 年のピーク以降減少傾向が続きまして、 年には1994 2005
４県で トンになりました。 年には漁獲が急増して トンとなりまし251 2006 368
た。 年には秋田、山形両県で前年を下回りましたが、４県合計では ト2007 378
ンという値になりました。

２ページ目にまいりまして「資源評価法」ですが、マガレイにつきましては農

林統計の全国集計対象になっていない関係でこの系群全体の漁獲量を把握できる

データがないということで、日本海北部４県の漁獲量の経年変化を用いて資源の

評価を行いました。それから、資源の動向を判断する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幼稚魚分布調査の結果も用いました。

資源状態ですが、漁獲量及び底びき網の ──これは努力量当たり漁獲量CPUE
のことですが──の経過から、現在の資源状態は 年以降では低位水準にあ1980
ると判断されます。 年には漁獲量が急増し、底びき網の または資源2006 CPUE
密度指数がやや高目の値となりました。 年にも新潟県ではこの傾向が引き2007
続き見られましたが、男鹿北部の沖合底びき網では資源量指数が急落して、秋田

。 、県と山形県の漁獲量も減少しました これらのことを総合的に判断いたしまして

年時点では資源の動向は横ばい傾向にあったと判断しました。2007
2006 2007 2003年と 年の特に新潟県における漁獲量の増加は、加入のよかった

年級と 年級によるもので、継続性がないことから、今後の資源状態の動向2004
には注意が必要であると考えられます。

マガレイは以上です。

引き続き、ハタハタの日本海北部系群の資源状態を説明させていただきます。

資料の３ページの下のほうの「漁獲の動向」ですが、当海域におけるハタハタの

漁獲は 年～ 年には２万トン前後の高い水準にありましたが、 年1965 1975 1976
以降激減いたしまして、 年には トンにまで落ち込みました。これは４1991 158
ページ目の左の棒グラフで示してございます。右のほうの棒グラフは、 年1980
以降の県別の漁獲量を示してあります。それから、右の図の折れ線グラフは資源

密度指数の変動を示してあります。

秋田県は３年間の採捕禁止を実施いたしまして、その後も青森～新潟の各県で

。 、 、は自主的・公的な漁獲規制を実施しております このような規制のもとで 近年



漁獲量は増加傾向にあります。 年には、秋田県の沿岸漁で漁獲が伸びず、2007
海域全体で前年比 ％の トンという値でした。60 2590

４ページ目にまいりまして「資源評価法」ですが、漁獲量の推移を見ますとと

もに、沖合底びき網漁業の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、 年以降の資源量指数の推移を調べました。それに加えて、秋田、1980
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。

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

年級の豊度等から判断いたしまして、 年代全般に比べて明らかな回復を示1990
しています。

年の漁獲量は前年の６割程度に減少いたしましたが、この根拠といたし2007
まして、そこにありますように年末の沿岸漁では魚体が小さかったために漁が大

幅に自粛されたこと、それから底びき網では４～５歳と考えられる大型魚中心の

漁獲が続き、沖合底びき網による資源密度指数が近年の最大値を示したこと、さ

らに 年級の豊度が高いと考えられること。これらのことから、中位水準で2006
横ばい傾向にあると判断いたしました。

年現在、北部海域ではやや小型の２歳魚──これは 年級ですが──2008 2006
のみが漁獲されています。これは前の３ページの分布図の下に棒グラフがござい

ますが、山形県市場調査と山形県加入量調査、どちらを見ましても体長 ㎝台10
、 。のところに一つピークがございまして これが 年級と考えられております2006

そのほかの年級は余り出現しておりません。やや小型の 年級のみが漁獲さ2006
れておりますが、年末の接岸時期に向けて相当量の資源が本海域で維持されるも

のと思われます。

以上です。

○西村北海道区水産研究所亜寒帯漁業資源部長

北水研の西村でございます。引き続きまして、スケトウダラ日本海北部系群に

ついて御説明させていただきます。

お手元の資料の５ページ目からが、日本海のスケトウダラになります。スケト

ウダラの分布は本州日本海の北部からサハリンに至る海域でありますが、現在の

漁業は沖合底びき網漁業が石狩の北のほうの海域で、また檜山～後志の沿岸では

沿岸漁業、はえ縄、刺し網などによってスケトウダラ資源が漁獲されておるとこ

ろです。

５ページの一番下の左図に近年、 年～ 年までの漁獲の動向を示す図が81 2007
載せてあります。一番下のブルーの部分が道西の沖合底びき網漁業、水色の部分

が道西の沿岸漁業、それからその上に非常に狭い範囲で載っていますが、肌色の

部分が本州日本海、オレンジの部分が韓国の漁獲量です。日本海北部の漁獲量は

近年 トン程度でとどまっております。20,000
ここで、 年代以降、トータルの漁獲量が右下下がりに減少を続けていると90

いうことがおわかりいただけるかと思います。その右側の図には、その漁獲を得

90るに至った漁獲努力量を網数で、ブルーの棒グラフで示しています。網数も

年代以降減ってはいるのですが、そこの網数と漁獲量から算定される 、１CPUE



網当たりの漁獲量を見てみますと、特に 年以降、大きくばらつきながらで2000
すが、例えば 年とか 年などは近年になく低い を示しているとい2003 2007 CPUE
う状況で、なかなか厳しい漁獲の状況が続いていると判断しています。

６ページに資源評価方法についての記述がなされております。今まではプレー

ンな、何もしていない普通のコホート解析という方法を使っていたのですが、今

年度の評価から音響資源調査で得られた親魚現存量を用いて、コホート解析をチ

ューニングして精度を上げてやるという処理を行う方向で資源評価を実施してお

ります。そのため、今年度からの評価推定値は前年度までの数値よりも若干上方

、 、修正されていることになりますが これは実際に資源が増えたという話ではなく

資源評価上そういう形で修正されているということで御理解いただきたいと思い

ます。

そのチューニングのコホートにより得られた資源状況でありますが、中段左側

1985の黄色バックの図の●の推移で対象資源の資源量の推移を示しております。

年～ 年のあたりは 万トン～ 万トンのあたりを超して高い資源量があっ95 60 80
たわけですが、先ほどの漁獲量の推移と合わせるように、 年代以降●は右下90
がりになっております。漁獲割合は 年以降、若干増えている方向にあるよ2000
うにも見てとれます。

コホート解析からはこのような資源状況、資源量とともに若齢部分の加入量と

かも推定されますので、この海域では２歳魚の加入が親の資源量に対してどのぐ

らいの割合であったかということを示す再生産成功率を示しております。それが

中段右側の図になります。これで見ていただきますと、 年、 年ぐらいには85 90
再生産成功率は非常に高かった。つまり子供の生き残りは非常によかったのです

、 、 、 。が 年代以降 別の動きをしているようで 低い水準にとどまっております90
ただし、ごらんいただきますように、近年で言えば 年、 年のように一時98 2005
的に増大している部分があって、再生産成功率、必ずしも低いままで推移してい

るわけではなくて、状況によっては上のほうに向かうこともあり得るということ

が示されているところです。

このような状況で資源の状況を判断しているところですが、右側の上のほうに

ブルーで示しております資源水準と動向ですが、 年代以降の右肩下がりの資80
源量推移を勘案して、資源水準は低位、また動向は減少傾向であると判断してお

ります。

左下の図、黄色バックで縦軸に「２歳加入尾数」となっているのは親子関係、

資源推定から得られた親の量を横軸に親魚量として示しておりまして、縦軸に２

歳の加入尾数を示しております。これを見ていただきますと、昔 万トンより15
も親魚量が多かった時代には加入量が増えて大きくなっているという様子が伺わ

れます。それに対して、近年親魚量が 万トンを下回っている中で２歳魚の加15
入尾数は低い水準にとどまっているところです。

このことから、次の「管理方策」の１行目にも書いてあるのですが、この赤線

で示したところ、大体 万 トンとなっていますが、ここを として、14 6000 Blimit
。 、これ以上に親魚量が維持されていれば高い再生産が期待できる したがいまして

できればここまで資源を伸ばしたいというところを基本的な目標として管理方策

の提言を行っております。



６ページの一番下の段から次のページにかけて表が載せてありますが、今年度

からＡＢＣの算定を複数シナリオを設定して行うという方向で作業を実施してお

ります。そのため、ここに示すように、縦に幾つも並ぶようなシナリオが設定さ

れているところです。

７ページの表中段のあたりに二重線がありますが、この二重線から上であれば

ＡＢＣとして勘案できるシナリオである。二重線から下についてはＡＢＣ、つま

り資源の持続性については疑問であるというところで、ＡＢＣとは勘案しない、

、 。ただの算定漁獲量として示すということで 幾つかのシナリオを示しております

ここの中で漁獲量、一番右端の「 年ＡＢＣ」が大きいのが 「親魚量の現2009 、

状維持（ 」と左端に書かれているシナリオでございます。このシナリオ、Fsus）
親魚量の現状の維持であれば 年のＡＢＣはおよそ１万トン。それから、本2009
来であれば回復を目指すべき資源ですので 資源の維持に対して 掛けた数Fsus 0.9
値がその となっているシナリオで、その場合の算定された 年ＡＢＣ0.9Fsus 2009
がおよそ トン。9000

その上には 年、 年、あるいは 年をかけて まで資源を回復させ10 20 30 Blimit
るためのシナリオが記述されております。一番厳しい 年で へ回復させ10 Blimit

2000 30 7000るシナリオではおよそ トン。 年で回復させるシナリオではおよそ

トンとなっておりまして、ここではおよそ トン～１万トンまでの範囲の間2000
でシナリオが示されているところです。

近年減少し続けている資源ですが、先ほどの６ページの右上の図に、 年2005
にぽこっと再生産成功率が増加しております。また、調査船調査の結果によりま

すと、 年生まれの魚の豊度も割合低いものではない。近年に比べたらかな2006
りいいところまで再生産が成功している可能性があると判断しております。ただ

し、最新の調査結果では、その後に続く 年、 年の子供たちの生き残り2007 2008
2005 2006状況は決してよくありません。したがいまして、ここで見られた 年、

年は親を残せば子供が生き残る可能性もまた維持されますし、またここで生まれ

てきた子供たちを親として次に利用しなければいけないというところを指摘され

るものかと思います。

８ページには幾つかのシナリオに基づいた親魚量及び漁獲量の将来的な動向を

お示ししておりますが、時間の関係もあると思いますので、日本海についてはこ

こまでの説明とさせていただきたいと思います。

続きまして担当させていただいていますマダラ、北海道です。これは先ほど日

本海系群とかいう、系群という名前ではついておりませんで、北海道という海域

群として評価を実施しております。対象としているマダラ資源につきましては北

、 、 、 。海道周辺 オホーツク海 日本海 太平洋に分布するものを取り扱っております

漁業として沖合底びき網漁業に加えて刺し網、はえ縄などの沿岸漁業によって

漁獲されております。主な漁場は、オホーツク海では北見大和堆周辺の海域、北

海道の南では十勝から根室、北海道西では武蔵堆から利尻・礼文島周辺海域とさ

れております。

ページの左上にマダラ、北海道資源の漁獲動向を示しております。青棒が10
漁獲量で、 年～ 年までの漁獲量の推移を示しております。横に、ちょ1985 2007
っと下の方に見えています赤い棒は漁獲努力量で、漁獲努力量については減少が



続いておる中で、ブルーの漁獲量もどちらかというと 年代から近年に向けて80
減少の傾向にあるところです。しかしながら、 年以降の漁獲量を見てみま2000
すと、直近年に関しては若干ふえている。これは北海道全域での漁獲の実態でご

ざいます。

この図の中で黄色丸に折れ線で示してあるのが ですが、周期的に大きくCPUE
変動しながらも近年は比較的安定した中位程度のところで推移しているというふ

うに見えます。その下に海域ごとの漁獲量をオホーツク海、北海道南海域、北海

道西海域として示してございます。北海道西海域については 年代に入って2000
からどちらかというと減っているように見えるわけでございますが、北海道南海

域あるいはオホーツク海については、少なくとも直近年あるいはここ４～５年に

ついて漁獲量はふえているように見えるところです。 についても同じようCPUE
な挙動を示しておりますので、ここでは説明を省かせていただきます。

資源の評価方法ですが、上にお示しした沖底の の挙動に基づいて資源評CPUE
価を行っております。海域に分けずに、北海道としてすべてまとめて資源の状態

を判断しております。上に述べましたように、近年 の推移は中くらいのとCPUE
ころで安定しておりますことから、資源の水準は中位、動向は横ばいとして判断

しております。

最後に管理方策でありますが、この資源につきましては過去 年間における23
の変動が小さく、資源量は 年代後半以降安定して推移していると考CPUE 1980

。 、 、えられます したがいまして 現在の資源水準を維持することを管理目標として

資源の動向に合わせた漁獲を行うということで、直近５年間の の動向からCPUE
として平均漁獲量に を乗じた数値を提案。安全を見込んだABClimit 1.08
はそれに を乗じた漁獲量として一番下の表に示す提案をさせていABCtarget 0.8

ただいているところです。

以上でございます。

○森本部会長

ありがとうございました。

ただいまの資源状況についての御説明をいただいたわけでございますが、何か

御意見、御質問等ございますか。

ないようでございます。

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

それでは、次に議題（２）の「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。この計画は現在スタートして６年目となりまし

たが、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



まず、資料２－１、資料２－２を使って説明させていただきます。資料２－１

をごらんください。マガレイ、ハタハタ資源回復計画に関する行政・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 年20
３月以降のものについて記載しております。水産庁におきましては、ことし９月

日に関係県・関係機関を参集いたしまして資源回復計画行政・研究担当者会30
議を開催いたしました。そこで、マガレイ、ハタハタの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り組み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り組みが、平成 年度におきましては （１）にあります20 、

とおり関係者の方々の御努力によりまして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、マガレイを対象といたしました

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、ハタハタを対象といたしま

した減船は、青森県と秋田県で既に実施済みです。マガレイを対象とした漁具改

良は新潟県で、またハタハタを対象とした漁具改良は山形県で既に実施されてお

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。

２ページ目をごらんください。②「資源の積極的培養措置」といたしまして、

ハタハタの種苗生産・放流を秋田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、青森県、秋田県におきましては漁業者みずからの取り組

みといたしまして、採捕した卵塊（ブリコ）の自然孵化放流が実施されておりま

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、かご網の韓国漁船が残し

20 40ていった漁具の回収を関係漁業者で実施しておりまして 年度にはおおむね、

トン回収する見通しです。

また、休漁する漁業者を活用しました海底堆積物の除去、ゴミの除去ですが、

新潟県下越地区におきまして 年度に にわたって実施しております。20 7300ha
３ページをごらんください。資源の状況を整理したものです。マガレイにつき

ましては、平成 年までに漁獲量を平成 年の ％増加の トンを目標と23 14 13 341
しております。 年の漁獲量は トンで、目標達成率 ％で目標を達成し19 378 111
ております。

次に、ハタハタにつきましては平成 年までに漁獲量 トンを目標にして23 5000
おります。 年の漁獲量は トンで、目標達成率 ％と大幅に落ち込んで19 2590 52
おります。この点について、先ほど述べました資源回復計画行政・研究担当者会

議におきまして協議いたしました。そこで意見をまとめますと、平成 年は通19
常年であれば漁獲の主体であります２歳魚、つまり 年において 年級群が19 2005



少なく、１歳魚である 年級が主体に漁獲されましたが、この 年級は例2006 2006
年より小さい上にメスに比べまして小型であるオスが多かったため、結果としま

して小型のものが多数来遊したようです。このため、小型魚保護の観点から、地

域によりましてとり控えがあり、漁獲量が減少したものと推測されます。したが

って、この漁獲量の減少は資源状況を直接的に示しているものではないというも

のでありました。このため、現在の資源水準、動向や資源回復計画の達成状況か

らマガレイ、ハタハタのいずれも現行の計画内容を引き続き、着実に実施するこ

とといたしまして、今後の漁獲状況や資源状況等を踏まえまして、必要に応じま

して資源回復計画の見直しを検討するということといたしました。

以上が日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の取り組み状況でございま

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いて取り組み状況の報告をい

ただきましたが、本件について御意見、御質問等ございますか。

小田委員、どうぞ。

○小田委員

新潟県では休漁と目合い制限をして、今、報告があったように、マガレイは確

実に少しずつ回復していると思います。私もそれをとっているわけですから。た

だ、ハタハタについては、今ほどもあったように小型魚が少ないからだか、年々

大型の４歳、５歳が少なくなっていると底びきの関係はそう言っている。ただ、

最近になく、去年、おととしあたりのデータ見ても藻場があれば産卵に来るんだ

ろうと。おかで産卵の魚群を相当見ているわけですから、ちょうどさおで届くよ

うなところまで来てやっているけども、残念なことに藻場がないために産卵がで

きないんじゃないかという状況であります。新潟県の場合はそのような状況であ

ります。

○森本部会長

ありがとうございました。

新潟県の特にハタハタの状況について、現状を報告をしていただきました。

ほかに何かございますか。

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

ないようでございますので、続きまして、議題（３）の「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」に移ります。

本計画は、昨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

ります北海道漁業調整事務所から取り組み状況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３－１と３－２で御説明をさせていただきます。本計画につきましては、

今年３月の本部会において 年級群の豊度が比較的高いことから、北海道の2006
関係漁業者でこれらをとり控える取り組みを行うこととした旨御報告させていた

だきました。その後、沿岸の操業は主として 月から本格的な漁期を迎えると11
ころでありますので、今回は沖底の状況について御報告をさせていただきます。

初めに、資料３－１に基づき協議会等の開催状況から御説明いたします。主な

ものといたしましては、９月３日、５日と資源評価の説明会を開催し、沿岸沖合

の関係漁業者の方々に最新の資源評価を御説明いたしております。また、欄の一

番下でございますが、９月 日に開催されました日本海北部における資源回復30
計画行政・研究担当者会議におきまして、本計画の進捗状況につきまして御報告

とさせていただいております。

次に、最新の沖底の取り組み状況につきまして、資料３－２「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（沖底 」という資料であります）

が、１「漁獲努力量削減の取り組み」でございます。これは隻日数の削減であり

まして、今年２月の第３回漁業者協議会において、平成 年及び 年の２カ年20 21
20間は自主的に操業隻日数の２割削減を行うとしたところでありますが、平成

年度における隻日数の削減状況につきましては、２割まで削減した場合の隻日数

の上限が 隻日数となっているところ、８月末現在といたしまして 隻日数475 259
となっており、このままでありますと取り組みどおり削減達成が見込まれており

ます。

次に２「未成魚の保護」でございますが （１）といたしまして「個別漁業者、

の取り組み」であります。一揚網当たりの未成魚の漁獲が ％を超えた場合の20
漁場移動でございますが、許可隻数が 隻において２月に１件、３月に５件、18
４月に３件、５月に 件、６月に 件──これはすべて延べ数でございますが40 10
──そのような報告がございました。この場合、いずれの場合おきましても取り

組み措置に基づきまして他の漁区への移動又は帰港を行っております。

また （２）でございますが 「日本海全体の取り組み」といたしまして、参、 、

加漁船による１日の総水揚量が一定量を超えた際のスケトウダラの操業の自粛に

つきましては、現在までのところ、一定量を超えた日はございませんでした。

なお、今後は 月４日に第４回漁業者協議会を開催する予定としておりまし11
て、最新の資源評価や取り組み状況、特に沖底の小樽地区におかれましては、今

年の夏に３隻の減船を行っており、その状況について報告がなされることになっ

ております。

これら減船の件につきましては、漁業者協議会での報告を受けて次回の本部会

において御報告したいと考えております。

本資源におきましては、先ほど御説明があったとおり資源が大変厳しい状況と

なっておりますが、沿岸と沖合の関係漁業者が協力しながら努力されているとこ

ろでありますので、御理解いただくよう、お願いいたします。

以上、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取り組

み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。

スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画について、取り組み状況の御報告が

ございましたが、本件について御意見、御質問等ございますか。

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

それでは、続きまして議題（４）の「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画の取組

状況について」に移ります。本計画におきましても、スケトウダラ日本海北部系

群資源回復計画等と同様に昨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り組み状況について説

明をお願いします。

○山本仙台漁業調整事務所資源課長

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。

それでは、マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画についての取り組み状況につきま

して、資料４－１、４－２に基づいて説明いたします。まず、資料４－１をごら

んください。こちらに、本計画に関します会議、打ち合わせの実績を、前回３月

の日本海北部会以降のものをまとめております。３月におきましては、本計画の

進行管理に関する打ち合わせということで、独立行政法人の水産総合研究センタ

ー、また北海道庁のほうに参りまして、マダラの標識放流に対します協力依頼に

ついてお願いをしていたところでございます。

また、本年の７月におきましては資源回復計画に関します行政・研究担当者会

議ということで、独立行政法人の水産総合研究センター、県の行政・研究者の方

々、そして水産庁で集まり、本計画の実施状況等について関係者へ説明を実施し

たところでございます。

次に、資料４－２をごらんください。こちらに本計画の取り組み状況をまとめ

ております。まず１．に本計画に基づき実施している措置を記述しております。

まず１つ目 「漁獲努力量の削減措置」でございますが、操業統数の削減につい、

て、知事許可の底建網漁業を 年度に実施しております。本漁業の約 ％減に19 20
当たります 統を削減したところでございます。次に、放卵・放精後の親魚、40
小型魚の再放流ということで、関係漁業が小型定置網漁業、底建網漁業、沖合底

びき網漁業といったところでございます。

次に （２ 「資源の積極的培養措置」でございますが、これについてはマダ、 ）

ラの種苗放流を実施しているところでございます。

２ 「陸奥湾マダラ漁獲量の状況」です。近年 トン前後で推移しておりまし． 40
て、平成 年は トンといった状況になっております。19 28

次に、３ 「その他」といたしまして、参考情報をこちらに載せております。．

まず１つ目 「再放流の実績」ですが、平成 年の実績といたしましては、関係、 20



漁業者の努力によりましてこちらに書いておるとおり 尾が再放流されている149
ところでございます。

なお、参考までに、推定ではございますが、平成 年の漁獲尾数を一緒に記20
載しております。こちらの再放流の関係で、前回の日本海北部会で委員の方から

漁獲尾数に対する再放流尾数の割合を目安的に大体のものを教えてほしいという

御要望もありまして、こちらの再放流尾数、漁獲尾数から見まして、平成 年20
の総漁獲尾数に対する再放流尾数の割合は ％といった状況になっておりま2.3
す。

２番目、マダラの人工種苗の放流実績をこちらに書いております。これは青森

県と漁協において実施されているものです。なお、 年、 年、 年は生物飼15 19 20
料の生産不足などの影響のため、種苗生産は不調であったという状況でございま

す。

３番目、再放流を実施しておりますが、これについて標識放流を実施しており

ます。これについては別紙をごらんください。こちらにマダラ再放流魚の標識放

流についてまとめております。標識放流の実績でございますが、今年の２月に脇

野沢沖におきまして再捕された 尾に標識をつけて放流しております。26
なお、２．に標識方法を簡単に書いておりますが、写真についている黄色のデ

ィスクタグを使用しまして、マダラの第二背びれ基部にゴムチューブで結束して

放流を実施しているという状況でございます。

以上、取り組み状況の説明を終わります。

○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について取り組み状況の報告がございました

が、何か御意見、御質問等ございますか。

市山委員、どうぞ。

○市山委員

提案している場所というのが北海道なのですが、すぐ隣なので、私も南のほう

に住んでいるものですから、 年ぐらい前にこの脇野沢村で漁師の人方がみず20
から受精放流しているのを見に行ったことがあるのですが、それからかなり時間

たっているのですが、かつてあそこへ行ってお話を聞いたときに、戦後の話なん

だけども、食糧難のときに県の命令で脇野沢で大量にとりつくしてしまったとい

うことから反省して受精放流、ほんの幼稚の話だけども、それをわざわざうちの

青年部を引っ張ってタラの人工授精を見にいこうということで見学に行ったのが

年も前の話なんですが、それからこの資料を初めて私見たのですが、余り進20
んでいないようです。例えば、今この再放流でなく種苗放流の採捕の率とか、あ

るいは標識放流の採捕がどうなされているのかというデータなんか、まだやった

ばかりですか。その辺ちょっとお聞きしたいです。

○山本仙台漁業調整事務所資源課長

人工種苗の放流は結構昔からやっており、再捕率というお話ですが、人工種苗



放流について、平成２年からのデータでございますが、８歳まで成長するという

ことで、放流後８年間の累積再捕率としては、大体 ％とか、悪いときはそれ1.4
よりずっと下といった状況です。

人工種苗放流魚は腹びれカットをやっておりまして、漁獲物のうち腹びれ切除

されたものを調べまして、再捕率を調べているといったことでございます。

なお、腹びれカットなので、ディスクタグみたいに簡単にわかるような標識で

はないので、どうしても見落としているというか、発見しにくいところもあるの

で、この数字は参考までの再捕率になるかと思います。

また、標識放流につきましては今年度実施したところでございまして、再捕は

どういう感じかということでございますが、これについてはこれまで２尾再捕の

報告があったと聞いております。なお、再捕された場合は青森県の水産総合研究

センターへ報告がいくようになっておるところでございまして、青森県の地先で

１尾と、北海道の恵山漁協で１尾捕獲されたという情報がございます。

今後、こういった調査や放流を続けていくことで、新たな知見を踏まえつつ本

計画がより適切なものになるよう推進してまいりたいと思っております。

以上です。

○森本部会長

市山委員、どうぞ。

○市山委員

大変参考になりました。ただ、年月がかなり経過している中で、あんまり進ん

でいないなと思って。あそこの人方がこれにかけたウェイトを私はそのとき目で

見てきて「いや、一生懸命にやっているんだな」ということで、その努力だけを

見てきたものですから。きょう、この数字を聞いてですね。

なぜ私今タラの話を聞くかというと、日本中すべからく卵の好きな人種で、も

うメスとなれば出世魚でオスとなればショベルでくんでいるような国民性がある

んだけれども、このマダラだけは正直言って、私もマダラとりしているんだけど

も、すごくオスが出世したんですよ。このタツが大変高価な食品になりまして。

ですから、陸奥湾といえばタラの原産地ということになるのかどうかはわかりま

せんが、今、力をこれから入れていくということを聞いたのですが、大変いいこ

とだな、特に沿岸までやってくる魚ですから、ぜひそうしてもらいたいなと思い

ます。

勉強しながら、大変参考になりました。ありがとうございました。

○森本部会長

どうもありがとうございました。

西崎委員、どうぞ。

○西崎委員

今、市山委員さんから 年前のお話もありましたが、先ほど説明がありまし20
た資料４－２「その他」の再放流実績のところに載っている地域は、もうすべて



陸奥湾の中の漁協なんです。したがって、 年前とすれば、その当時としては20
陸奥湾の外海でそれほど刺し網とかいうのはしていなかった時代です。陸奥湾の

方々、漁民は一丸となってこの広域調整委員会においてでも取り上げてくれまし

たし、一丸となって何とか、これをもとの陸奥湾のタラということで資源を回復

させなければならないということで、随分努力をしております。

しかしながら、今私が話したように、陸奥湾の外での漁獲量がかなり大きいわ

けです。そしてまた、私、いつの会議でもお話ししておりますように、陸奥湾に

入らないで日本海を南下するのがかなり多いみたいです。私、日本海の秋田県寄

りに位置しております。したがって、私どもの沖の海域、そしてまた秋田県、山

、 。 。 、形 ここ近年は随分量があるんです 底びきあるいは刺し網ですね したがって

私がいつも言っておりますように、陸奥湾の海洋状況がどうなっているのかな、

陸奥湾に入らないで日本海を南下していっていることからして、地球の温暖化と

いいましょうか、いわゆる暖冬になっているせいなのか、それらをもう少し含め

て研究する余地があるんじゃないかなと私、常に言っております。いずれにして

でも、地元の漁業者は、ここに報告がありますように、放卵、種苗、放流を積極

的に努力しておりますので、ぜひそういった海洋の状況などももう少し研究に入

れて取り組んでほしいなと要望します。

終わります。

○森本部会長

ありがとうございました。

西崎委員から以前からこのような御提案といいますか、要望をされておるとこ

ろでございますが、この取り組みはそういう方向で今検討がされているという理

解でよろしいわけですよね。

○山本仙台漁業調整事務所資源課長

はい。この取り組みにつきましては、今お話しがありました環境的なものもい

ろいろ考えながら、資源回復措置の実績とか取り組み状況、また科学的知見も踏

まえながら、今後、先ほど申しました行政・研究担当者連絡会議を研究者を交え

て開催しながら、その中で一つ一つ検討していって、より良いものになるように

していきたいと思っておりますので、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。よろしいですね。

○西崎委員

はい。

○森本部会長

ほかにございますでしょうか。

議題（５）道県における資源回復計画の取組状況について



○森本部会長

ないようでございますので、議題（５ 、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つきましては、道県が作成することと

されておりますこの道県の資源回復計画の取り組み状況、資源回復計画について

参考として事務局から御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いたします。資

料５をごらんください。北海道は宗谷海峡海域のイカナゴについて実施中です。

、 。 、青森県はウスメバル イカナゴについていずれも実施中です 山形県はシロギス

ヒラメ、底びき網についていずれも実施中です。新潟県はウスメバル、マナマコ

につきまして、漁獲努力量削減実施計画を来月認定されるよう、現在作成中でご

ざいます。また、底びき網につきましては、漁業者協議会での漁業者の意見を踏

まえて、再度計画内容を検討中とのことです。

続いて、参考といたしまして、全国で行われております資源回復計画の実施状

況について、簡単に御説明いたします。参考資料をごらんください。ことし９月

「 」 。「 」末日現在で 魚種別 の 計画のうち 計画が実施中でございます 包括的51 49
の 計画のうち 計画が実施中です。また、各計画の概略につきましても、後20 15
ろに添付させていただいております。

以上が道県作成の資源回復計画の取り組み状況、それから全国における資源回

復計画の実施状況でございます。

○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資源回復計画の実施状況について報告を

いただきました。何か御意見、御質問等ございますか。

三木委員、どうぞ。

○三木委員

資源回復計画に関係する皆様の御努力ですごく進んでいるということ、きょう

もわかりまして感激しているところでございますが、１点、いつもすごい気にな

るのですが、社会経済的な状況がどうなっているのかというところです。そうい

うものはいろんな資源回復計画の方策の中に埋め込まれているとは思うのです

が、ときどき関係する漁業者の数とか出していただいているのですが、そういう

ものも合わせて、資源回復ですからもちろん資源のデータが重要というのはわか

るのですが、それに関係する漁業者がどのくらいになっているのか。

この資源回復計画を開始して 年近くたとうとしていると思うのですが、そ10
の人的資源のほうも大分状況が変わっていると思うんです。そういうことを表に

出してくるとまたこの会議の審議内容を複雑化させることではあると思うのです

が、産業として水産業をやっていくためにはそういうデータも総合的な評価をす

る上では非常に重要なものだと思いますので、そういうものを折々出していただ



ければと思います。生物学的資源だけではなくて、人間の資源のほうも地域によ

って再生産の条件とか、いろんな条件が大分違うと思いますので、そこら辺の資

源と人間との対応で産業があると思いますので、折々そういうものも提示してい

ただけるとありがたいなと思います。

○森本部会長

非常に重要な御意見だと思いますが、それぞれの地元での関係漁業者等も含め

ましてこういう意見交換の場等は持っているわけでございますが、その資源状況

PRだけではなくて それの外国の状況等に応じてもう少し総合的に評価するとか、

していったらどうかという御意見ですよね。

○三木委員

そうですね。社会経済的条件もあわせて提示していただけるとありがたいなと

思っております。お願いです。

○森本部会長

よろしいですかね。そういう方向で。

○木島資源管理推進室長

検討したいと思います。

○森本部会長

よろしいですか。

○三木委員

はい、お願いします。

○森本部会長

ほかに。

齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員

最後になるわけでありますが、今、事務局のほうから資源回復計画実施状況、

ことしの９月 日現在の内容、資料も出ていましたが、 の中で 、これは資30 51 49
源回復計画の実施が随分進んだものだなということで、率直に申し上げまして、

私もびっくりしておる状況であります。

ただ、この中で計画作成中のものが若干ありますね。それから、いま一つは、

包括的な関係では計画作成中あるいは実施中のもの、若干ありますが、ひいて山

形県の内容のことを申し上げますと、包括的な計画も含めて、この資源回復計画

では積極的に実施をしておりますし、努力もしております。それによって漁業者

の方々からは厳しい意見もいろいろ出るわけですが、委員会なりあるいは行政指

導なりをもちまして実行しておるというのが現状であるわけです。



どうも、ともすれば、これはどこの県も同じだと思うのですが、漁業者の感覚

としましては、ほかの県も横目で見ながらどういう状況になっているかというこ

とも含めて協議の中では意見としていろいろ出てくるものですから、できれば皆

さんが一致結束をして、これからの資源を持続的に守っていくために、しっかり

した考え方で実施なりあるいは認定をするような状況にしてもらったらなおあり

がたいなということを常々思っているものですから、あえて意見として申し上げ

ました。

以上です。

○森本部会長

ありがとうございました。

山形県は底びき網の包括的資源回復計画を既に実施されているということでご

ざいますが、大変貴重な御意見だと思います。今の御意見、真摯に受けとめてや

っていく必要があるのではないかなと思うところでございます。

○齋藤委員

なかなか最近の状況では、これは皆さん一緒ですが、漁業をとり巻く環境は非

常に厳しい状況になっておるので、特にこの燃油の高騰によって漁業経営も殊の

ほか厳しくなっておるという状況の中で、山形県の今の状況を申し上げますと、

現在では油の高騰によって半端な漁獲量では経営が成り立たないということから

して、２日操業すれば１日休む。これは資源が殊のほか希望どおりに多くなって

いない横ばい状況の中で、それはいろいろ遊魚、回遊してくるものに対してはそ

の年の大漁、不漁があるわけだから一概には言えないにしても、漁獲量がそんな

に多くなっているような状況ではありませんので。

しかしながら、そういう中で魚価が思うように上がらないのに毎日なぎがいい

からといって軒並み無計画で操業しても、値段が安くなったら上がるのにまた相

当時間がかかるということから、ある一定の漁獲をまず堅持をしようということ

で、特にこの油の高騰と関連しまして、２日操業して１日休むという状況で操業

しておるのが実態であるわけです。これは漁業者の皆さんが知恵をいろいろ出し

合ってやっている状況なので、私もそれも、とらなければその分だけ資源回復計

画に多少はつながっていくわけで、これは漁業者の自主的に出てきた努力目標で

、 。あるわけだから これも多として今後の状況を見定めたいと思っているわけです

ほかの県はどういったかわかりませんが、山形県はそういう実態で今操業してい

ますよということをあえて、参考に申し上げました。

○森本部会長

大変参考になる御意見をありがとうございました。

ほかにございますか。

次回開催日程について

○森本部会長



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

次回第 回日本海北部会につきましては、詳細な日程等につきまして部会長15
と調整の上、改めて御連絡させていただきます。

○森本部会長

そういうことでございますので、よろしくお願いします。

それでは、本日の部会はこれをもって閉会したいと思います。委員の皆様、御

臨席の皆様におかれましては長時間にわたりまして、また貴重な御意見等をいた

だきまして、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齋藤委員と冨田委員にお

かれましては、後日事務局から議事録が送付されますので、署名をよろしくお願

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14
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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