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５ 議事内容

開 会

○大井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15回

日本海北部会を開催いたします。

、 。 。私は 新潟漁業調整事務所の大井と申します どうぞよろしくお願いいたします

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15名のところすべての委員の御出席をいただいておりますので、部

会事務規程第５条の規定に基づき、本会は成立していることを御報告いたします。

部会長あいさつ

○大井新潟漁業調整事務所長

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

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。座らせていただきます。

さて、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」が昨年度からスタートしておるところでございます。

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、水産庁の本村資源管理部長が御出席予定でございますが、所用で少しおく

れるようでございますが、水産庁から多数御出席をされております。

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志幸松

栄委員に、本部会事務局規程第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。志幸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

、 。皆様におかれましては どうぞ御理解いただきますようよろしくお願いいたします

配付資料の確認

○森本部会長

それでは、議題に入る前に、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。どうぞ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 「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１－１、資料１－２。議題（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 の資料といたしまして資料２－１

資料２－２、資料２－３、資料２－４。議題（３ 「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３－１ 資料３－２ 議題 ４

「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４。

以上でございますが、何か不足している資料がございましたら、お申しつけくだ

さい。
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○森本部会長

ありがとうございました。

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、僭越ではございますが、

私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ほう

から新潟県互選の小田委員、大臣選任委員のほうから宮本政昭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）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、最初に議題（１）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」に入ります。この計画は、現在、スタートして７年目を迎えよ

うとしておりますが、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。

○小泉新潟漁業調整事務所資源管理計画官

それでは、資料１－１、１－２を使って説明させていただきます。まず、資料１

－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・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た20年1

0月以降のものについて記載させていただいております。
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水産庁におきましては、本年１月～２月にかけまして、関係県、研究機関等と資

源回復計画の進行管理に関する打ち合わせを行いました。それから、１月25日に行

いました秋田漁協、秋田県行政担当者との打ち合わせでは、ハタハタの資源動向、

関係漁業者の経営を勘案いたしまして、今後の取り組み方策について協議いたしま

した。また、２月以降になりますが、新潟県、日本海区水産研究所、それから山形

県、青森県それぞれとの打ち合わせでは、資源回復計画の取り組みによります効果

の検証につきまして、協議いたしました。

続きまして、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。なお、そこには記載して

おりませんが、ハタハタの採捕体長制限につきまして、青森、秋田、山形、新潟４

県の漁業者間で、北部日本海海域ハタハタ資源管理協定が結ばれております。この

協定が平成21年３月末日で期限切れを迎えますことから、協定を延長すべく今月末

に秋田県漁連の主催で会議が開催される予定と聞いております。

次に、資料１－２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20年度におきましては （１）にありますとおり、関係、

者の方々の御努力をいただきまして着実に実施されました。①の「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させていた

だいております。

小型魚再放流について、青森県で実施されております。

また、保護区の設定につきまして、秋田県、山形県、新潟県で実施されておりま

す。

さらに、休漁につきまして、山形県、新潟県で実施されております。

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、

現在いずれの改良漁具につきましても使用されているところです。

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・放流が秋田県で実施されました。そのほか、青森県、秋田県で
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漁業者みずからの取り組みといたしまして、採捕したブリコの自然孵化放流が実施

されましたが、山形県におきましても本年度から新たに実施されたところでござい

ます。

ハタハタの産卵場のための藻場造成につきましては、秋田県象潟におきまして実

施されました。

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

ていきました漁具の回収を関係漁業者間で実施されております。平成20年度につき

ましては、おおむね60トン回収されました。

また、休漁する漁業者を活用しました海底堆積物の除去、ごみの除去につきまし

ては、新潟県の下越地区におきまして、平成20年度に7300haにわたって実施されま

した。

３ページ目をごらんください。資源回復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23年までに漁獲量を平成14年の13％増加の341トンを目標にして

おります。右下の【漁獲量の推移】をごらんください。平成15年、18年と目標値を

達成しましたが、平成19年も漁獲量378トンの、目標達成率が111％となっておりま

す。また、その上に示しております資源水準動向につきましては、資源回復計画の

スタート時は低位水準・減少傾向でしたが、以降、水準は同じものの、減少傾向を

脱し、おおむね横ばい傾向という状況が続いております。

次に、ハタハタにつきましては平成23年までに漁獲量5000トンを目標にしており

ます。右下の漁獲量の推移をごらんください。平成16年に目標値を達成したほかは8

5％前後で推移しておりましたが、19年の漁獲量は2590トンということで、目標達成

率52％と大幅に落ち込んでいる状況です。この点につきましては、前回の部会でも

御報告させていただいたとおりですが、例年より小型のものが多数来遊したという

ことで、地域により取り控えがされ、結果的に漁獲量が減少したと推測しておりま

す。

なお、20年の漁獲量につきましては、地域によって平成19年に比べて急増したと

聞いております。また、資源水準・動向につきましては、資源回復計画のスタート

時は低位水準でしたが、平成16年以降、中位水準で安定しております。

以上の資源水準・動向、それから資源回復計画の達成状況から、マガレイ、ハタ
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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動向を踏まえ、必要に応じ資源回復計画の見直しを検討した

いと考えております。

、 。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、御質問等ございませんか。

小田委員、どうぞ。

○小田委員

新潟県の小田でございます。

マガレイについて、私たち下越のほうでは、網目目合いの拡大から、２日出たら

３日目には出ないという休漁もとって、また休漁期間には堆積物、下越は非常に大

きな川があるわけで、流木等が海底に非常に沈んでいるために、それを全部処理し

て上げているわけでございます。状況としては、マガレイは少しずつ、私たちもそ

れをとっているわけですが、確実に資源は回復傾向にあると私は思っています。新

潟県の下越地区がマガレイをほとんどとっているわけでございますから、ほかの県

についてはわかりませんが、新潟県はそんなような状況であります。

以上です。

○森本部会長

貴重な情報、ありがとうございました。ほかにございますか。

三木委員、どうぞ。

○三木委員

資料１－１で資源回復計画の取り組みによる効果の検証方法について協議された

ということですが、資料１－２で、漁獲量の推移が100％に行っていない部分もある
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と思うのですが、効果の検証方法は漁獲量だけではないと思うのですが、どういう

視点で効果を検証されようと考えられているのか、現時点の段階でも教えていただ

ければと思うのです。

○森本部会長

効果の検証方法について御質問がありますが。

○小泉新潟漁業調整事務所資源管理計画官

21年度の予算で調査を実施できるような予算的な枠組みはあります。現在のとこ

ろ、具体的な調査の中身については検討中ですが、例えば資源的な面から言います

と、もし回復計画を実施されていなかった場合はどういう資源の動きになっていた

だろうかという予測と現在の資源状況を比較検証いたしまして、どれぐらいの効果

があったのか検討したいと思っています。

また、ハタハタにつきましては、20年度につきまして19年の段階よりも漁獲量が

急増したということで、新たに価格低下の問題なども出ておりますので、こういっ

た観点から今後どういった漁獲の方法があるのか、合理的な漁獲をどういうふうに

したらできるのかといったところ。それから、昔と比べまして需要がかなり低下し

ていると考えておりますので、その需要の低下の原因なども含めまして、今後回復

計画でどういった取り組みがふさわしいのかというところを検討したいと思ってお

ります。

○森本部会長

ありがとうございました。ほかにございますか。ないようでございます。

議題（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

○森本部会長

続きまして、議題（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」でございます。本計画は昨年度からスタートした計画でございます。
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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２－１～２－４にて御説明をさせていただきます。本計画につきましては、

昨年の10月の本部会において、主といたしまして沖底における取り組み状況につい

て御報告をさせていただきましたが、その後、沿岸におきましても昨年秋から漁期

を迎えましたことから、今回は沿岸における今漁期の漁獲状況を主体に御報告をさ

せていただきます。

初めに、資料２－１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、昨年11月４日に第４回漁業者協議会を開催し、試験研究機

関から関係漁業者の方々に対しまして最新の資源評価結果を御説明するとともに、

今後の資源管理措置の取り組みについて意見交換をいたしました。

また、今年の２月４日に第５回漁業者協議会を開催いたしまして、沿岸における

今漁期の漁獲状況を御報告いただくとともに、沖底の小樽地区の構造改革、減船に

ついての御説明をいただき、厳しい資源状況を踏まえ、今後、本資源に対するさら

なる取り組みを引き続き検討していくこととしたところでございます。

、 、 。次に 資料２－２に基づき 沿岸における漁獲状況について御説明をいたします

なお、本資料の数量につきましては、沿岸におけるスケトウダラの盛漁期は冬であ

ることから、ＴＡＣの管理期間も４月～３月となっており、これら数字も４月～３

月の数字となっておりますので、御了承いただきたいと思います。

また、今回の数字の平成20年につきましては、欄外にありますとおり１月31日ま

での速報値とさせていただいております。

資料の１枚目は、日本海北海道沿岸漁業における採捕数量を13年漁期から直近の

ものまでお示ししております。スケトウダラはえ縄漁業と刺し網漁業の合計でござ

います「すけとうだら漁業」で見ますと、７年前の13年漁期の数字と比べまして、

平成20年漁期におきましては28.2％であります4425.2トン。また、19年漁期と比べ

ましても66.6％と大幅な減少となっております。
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次に、資料の２枚目でございますが、これらの数字を北海道の各支庁別の内訳で

示させていただいております。最も漁獲の多い檜山支庁におきましても、同じく13

年漁期と比べまして20年漁期は24.1％、前年漁期と比べましても67.1％の3305トン

と、大幅に減少しております。このように非常に厳しい状況でありますため、下の

囲みのところにありますとおり、檜山地区におかれましては、自主規制といたしま

「 」 「 」して産卵親魚保護のため 操業開始時期の繰り下げ または 操業の早期切り上げ

措置を実施し、今漁期においては漁期全体で11日間の漁期の短縮を実施するととも

に、新たな休漁措置を検討しているということでございます。

続きまして、資料２－３でございます。沿岸につづいて、今度は沖底の取り組み

状況につきまして御報告をさせていただきます。まず、１「漁獲努力量削減の取り

組み」といたしまして隻日数の削減でありますが、平成20年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475隻日数となってい

るところ、328隻日数となり、取り組みどおり削減が達成されております。

次に、２「未成魚の保護」でございます （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未成魚の漁獲量が総漁獲量の20％を超えた場合の漁

場移動でございますが、許可隻数15隻において平成20年９月16日～平成21年２月末

日までの間で、20％を超えた操業は10月に４件、21年１月に５件。いずれの場合に

つきましても、他の漁区への移動または帰港を行うとともに、北海道漁調に御報告

をいただいております。

次に （２）といたしまして日本海全体の取り組みで、１日の総水揚量が一定量を、

超えた場合の操業自粛でございます。現在までのところ、１日の総水揚量が一定量

（800トン）を超えた日はございませんでした。

最後に、資料２－４でございます。先ほどもちょっとお話ししましたが、沖底の

小樽地区におきまして、構造改革、減船を昨年の夏に行っております。それにつき

まして御説明をいたします。小樽地区の沖合底びき網漁業におきましては、近年、

９隻体制で操業をしていたところでございますが、スケトウダラ資源の動向や厳し

い経営環境にかんがみ、操業及び経営体制の抜本的な合理化を行うこととし、３隻

のスクラップ減船や共同経営化を行うことにより、昨年９月16日から６隻体制とな

りました。また、これら６隻のうち、船齢の高い２隻につきましては、省エネ・省
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人化船型や計量魚探等を導入した代船の建造を検討しているところでございます。

特に計量魚探の導入につきましては、これによって小型魚を見分け、全船でその情

報を共有することにより未成魚の漁獲圧を減らしていきたいということでございま

す。

本資源につきましては、このように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引き続き努力をされているところでありますので

御理解いただきますようよろしくお願いいたします。

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をさせていただきました。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の取り組み

、 、 。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か

ないようでございます。

議題（３）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、続きまして議題の（３ 「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、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

明をお願いいたします。

○笠原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で資源管理計画官を担当しております笠原でございます。よ

ろしくお願いいたします。座らせて説明させていただきます。

私からは、資料３－１、資料３－２につきまして説明をさせていただきたいと思

います。まず、資料３－１を御覧下さい。ここでは 年 月の広域漁業調整委員20 10
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会以降に開催されたマダラ陸奥湾産卵群資源回復計画に関係します漁業者協議会等

の開催実績を時系列に整理しているものでございます。

まず、20年11月28日に、マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画に係る情報交換会とい

うことで、八戸市にて開催いたしました。水産総合研究センター、担当県の行政・

研究担当者が出席し、本計画の実施措置状況等を踏まえた今後の方向性につきまし

て、意見交換をしております。

年を明けまして21年１月29日でございます。こちらにつきましては、本計画にか

かわります現地での意見交換会ということで、私どもの方で脇野沢村漁協に赴きま

して、脇野沢及び佐井村漁協の関係者、青森県の行政・研究者担当者と意見交換を

しております。内容につきましては、本計画の実施状況説明及び計画推進のための

意見交換を行いました。

それから２月４日でございます。これは、陸奥湾のマダラ栽培漁業資源回復等対

策事業について、私どもと青森県の行政担当が北海道庁に趣きまして、打ち合わせ

を行いました。本事業につきましては、国の予算でございまして、現在計画で取り

組んでおります種苗放流の適地放流体制を構築するため21年度から北海道庁と青森

県が連携して行う予定としております。

続いて２月26日でございます。これは第２回目になりますが、陸奥湾地区の漁業

者協議会を青森市にて開催しております。参加者につきましては、第１回目と同じ

ということで、関係漁協、県漁連、青森県の行政・研究担当者が出席しまして、本

計画の取り組み状況等についての意見交換を行っております。

続きまして、資料３－２でございます。この資料につきましては、マダラ陸奥湾

産卵群資源回復計画の取り組み状況ということで整理させていただいております。

まず１．でございますけれども、本計画で実施しております漁獲努力量削減措置と

いたしまして（１）の①では、底建網漁業の操業統数の削減を実施しております。

これは知事許可漁業になりますが、平成19年に216カ統から176カ統、約２割の40カ

統の削減をしております。既に実施済みの措置となります。

②以降の放卵・放精後の親魚及び小型魚の再放流と種苗放流につきましては、引

き続き 年以降も実施することとしております。21



- 10 -

２．が陸奥湾内におけるマダラの漁獲状況でございます。数字を見ていただいて

もお分かりのとおり、平成21年につきましては、今のところ１月までの速報値で144

トン漁獲されております。この豊漁の要因は二つございまして、既に新聞報道にも

なりましたが、北海道大学の見解として、2004年、2005年、2006年の稚魚の豊度が

高いという調査結果が得られており、今漁期の主体が５歳魚、４歳魚、３歳魚でご

ざいますことから、あと１、２年はある程度の漁獲が見込めるものと予想しており

ます。

もう一つの要因としては、陸奥湾内の水温がマダラの回帰に適した状況であった

ということでございますが、マダラの適水温は一般に８度～９度と言われておりま

すので、これらの要因がこのような豊漁に結びついているのではないのかなとの推

測がなされているところでございます。

続きまして、３ 「再放流の実績」でございます。こちらにつきましては、放卵、．

放精後の親魚及び小型魚の再放流実績を整理させていただいております。

20年につきましては、１月～５月までの統計でございますが、93尾の再放流を行

っております。そのうち33尾を標識放流したわけでございますが、これまでに４匹

採捕されているという実績が上がっております。

続きまして、平成21年でございますが、 月までの実績で77尾の再放流が行われ1

ております。今年は豊漁でございますので、今後５月までの実施で再放流尾数がさ

らにふえるものと期待をしているところでございます。

次に、４ 「マダラの種苗放流実績」でございます。これにつきましては、平成14．

年～20年までの実績を整理してございます。20年につきましては、放流数が１万500

0尾ということで、過去の統計推移からすると若干少ない結果となっております。放

流数が少ない要因としましては 年の漁獲量が低調だったことから産卵用親魚の20

確保がうまくいかなかったこと、種苗の初期餌料であるワムシの培養が難しいとい

う課題等がございましてこのような数字になっているものと思われます。

しかしながら、21年漁期につきましては今のところ豊漁で推移しておりまして、

安定的に親魚確保も進んでいる状況でございますので、放流尾数につきましてもあ

る程度期待できるのではないかと考えております。

続きまして、５ 「その他」でございます。これは、資源回復計画関連の国の補助．
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事業で作成しました本計画のポスターになります。

内容につきましては、本計画のメイン措置である放卵・放精後の親魚及び小型魚

の再放流、種苗放流魚の情報提供に関する内容を網羅してございまして、今のとこ

ろ３月中に2000部を作成し、北海道から東北は青森、秋田、岩手県の関係漁協に順

次配布させていただく予定としております。

以上です。

○森本部会長

ありがとうございました。ただいま、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

せんか。

西崎委員、どうぞ。

○西崎委員

私は関係の青森県でありますので、私から。ただいま御報告ありましたように、2

、 。 、 、1年度はかつてない 数十年来の豊漁に恵まれました 今 説明がありましたように

広域対象魚種に取り組んだのは19年でありまして、それ以前から県単としていろい

ろな取り組みをしてきた。それが功を得たのかなと。さらにまた、私はいつもこの

会議でお話をしておりますように、マダラに対しての海洋環境も、ことしは本当に

恵まれたのかなと。ただ、我々人の力で取り組んだことがもちろんこのようないい

方向に向いているのは確かでありますが、先ほど説明がありましたように、海洋の

水温の関係が本当によかったのかなと思っております。

なお一層、また広域漁業対象魚種で取り組んでおることからして、陸奥湾の漁業

者は大いにこれから期待できるということで、喜んでおります。本当にありがとう

ございます。

○森本部会長

数十年来の豊漁ということで、青森県がこの回復計画の取り組み以前から御努力

をされておられたわけでございますが、その成果。海洋環境の好転ということもあ
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ったのでしょうが、このような状況が続いていけばと私どもも願うわけでございま

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。小田委員、どうぞ。

○小田委員

陸奥湾のマダラの成績が優ということでありますが、新潟県も私たち下越のほう

の粟島周辺で毎年、ことしも揚がっているわけで、大漁なのです。その割に佐渡が

だめなのです。だから、海流か温度の関係なのかはっきりわかりませんが、とにか

く４、５年は粟島周辺で毎年小底と刺し網でとっていますが、確かにふえているの

ではないかと私は思うが、その割に佐渡はだめなのです。だから、ちっちゃい粟島

の沿岸のほうで揚がっているのに、沖合の佐渡がない。それから、夏のヒョウタン

瀬、ムカイ瀬という深いところで、はえ縄でも揚がっているけど、それが産卵に、

粟島の付近にばっかり寄るのか、４、５年そういう傾向があるから、私はマダラを

とっていませんが、うちの小底と粟島の刺し網が非常によくとって、佐渡がないか

らどういうのかなと思って。水温の関係なのか、産卵に来るあれが違うのか。そこ

らをよく調べてもらいたいなと思っています。

○森本部会長

、 。 、新潟県のマダラの状況について ありがとうございました 海洋環境との関係は

水産庁で何か特別に調査しているということはございますか。

○笠原仙台漁業調整事務所資源管理計画官

私は以前水産庁漁場資源課というところで資源関係の担当をさせていただいており

、 、まして そちらでこういった資源と海洋環境の調査を行う事業がございますことから

この事業の中で水産総合研究センターと県の水産試験場が連携してこれらの調査を行

っていると理解しております。

○森本部会長

小田委員、よろしゅうございますか。
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○小田委員

はい。

○森本部会長

齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員

私は 「その他」でお願いやら意見を申し上げようと思ったのですが、海の環境の、

関係なのか、今、調査のお話がありましたので、直接にこれとの関係はありません

が、資源の関係では関係がありますので、あえて申し上げたいと思うのです。これ

は山形だけではなくて、北部海の各県にまたがる問題だろうと思うのですが、実は

最近、いつかも申し上げたように、サワラが非常にとれるようになりました。今ま

で北のほうの、特に今の北部海域はサワラは今まで余りとれなかったのですが、こ

こ４、５年前から漁獲が非常に上がるようになりまして、うちのほうでもはえ縄の

業者は、海からいろいろ漁獲が減少している中でサワラで助けられているという表

現で、浜に行くと、関係の方々にお話を聞くようになりました。

これはやはり、調査の関係から申し上げますと、現在の状態ではサワラがとれて

いるから既存の魚種が目に見えて少なくなっているということがないのですが、あ

えて南のほうでとれているサワラが、今申し上げるようにどんどんとれるようにな

ったということは、海流なりあるいは水温なりの関係で、海の状況が相当変わって

いるのではないかなと思われます。特にこれは、従来サワラがどんどんとれておっ

た南の地域ではどうだかわかりませんが、何によって北でとれるような内容がある

のかないのか。それから、いま一つは、これから年々どんどん多くとれることによ

って、既存の魚種にどういう影響が出てくるのかどうか。それから、地球環境の関

、 、係で海の状況が相当変化をしておるとすれば どのような状況にこれから変化をし

そして海の状況がどう変わっていくのかということも浜の一人として心配している

状況もありますので、でき得れば水産庁からでも、こういう状況を調査なり研究を

してもらい、今後不安な状況があるのかないのか。それによって、既存の魚種に対
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する影響がこれから出てくるのかどうか。見通しだけでも結構なので、その調査な

り研究をしてもらって、浜のほうにいろいろ報告が出てくれば大変ありがたいなと

思いますので、あえて申し上げました。

いま一つ、マダラの関係です。どのようなことでマダラが泳いでいるのかわかり

ませんが、山形の場合はマダラは少なかったのです。それで、青森、山形を通り越

して新潟が大漁だというから、どういう泳ぎ方をしているのかなとちょっと心配な

向きもありましたので、あえて申し上げました。もしでき得れば、調査をよろしく

お願いいたしたいと思います。要望も含めて申し上げました。

○森本部会長

ありがとうございました。

山形県の海域におけるサワラが豊漁になっている。その関連で、地球環境の変動

、 。の問題であるとか 水温あるいは海流といった面で何か関係しているのではないか

、 、これは山形県に限らず ほかの県でもそういう現象が見られていると思われますが

その辺、水産庁として全体的な取り組みをされておるということであれば、ちょっ

と御説明をお願いしたいのです。

○小林管理課課長補佐

それでは、私から。私は水産庁の管理課で資源回復計画を担当しております小林

と申します。ただいまの委員の御懸念されております温暖化のような原因というの

でしょうか、例えばあったかい海域にいる魚が冷たい海域に移動して漁獲されてい

るという特異な現象が近年見られる。代表的なのがサワラだということでございま

すが、これについては水産庁でもそういう事象についていろいろ情報を収集してお

ります。

その先ですが、それが漁業にどういう影響があってどういうことが心配されるの

かというところについては、私もどこまで進んでいるのかわかりません。いずれに

しましても、そういう情報についていろいろ収集していただきたいという委員から

の御要望につきましては、担当に伝えてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。
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また、マダラに限っての回遊がどうなっているのかというところについても、先

ほど仙台漁業調整事務所の笠原からも話がありましたが、今、マダラについての資

源の調査をやっています。また、マダラに限ってではないのですが、海洋環境調査

もやってございます。

そういうところで、どこまでわかるのかというのはわかりませんが、そういうデ

ータの蓄積により、今後明らかになっていくと期待されるのではないかと考えてお

ります。いずれにしても、委員から出ました御要望は水産庁の担当に伝えたいと思

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。ほかに何かございますか。

櫻本委員、どうぞ。

○櫻本委員

マダラについてですが、海域によってとれるところととれないところがあるよう

な話を伺ったので。資料３－２の２．に漁獲状況がありますが、平成14年～平成20

年あたりまでの資源推定値はあるのですか。

○笠原仙台漁業調整事務所資源管理計画官

推定値につきましては、後ほど調べまして情報を提供させていただきたいと思い

ます。

○櫻本委員

どうもありがとうございます。

○森本部会長

ほかにございますか。

議題（４）資源回復計画（都道府県作成）の取組状況・検討状況について
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○森本部会長

それでは、次に議題（４）にまいります。本部会の審議事項ではありませんが、

道県の管轄水域にとどまる地先資源に対して道県が作成をすることとされています

が、地先の資源回復計画について、参考として事務局から取り組み状況の説明をお

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させていただきま

す。資料４をごらんください。北海道につきましては、宗谷海峡海域のイカナゴに

ついて実施中でございます。青森県はウスメバル、イカナゴについていずれも実施

中でございます。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

ございます。新潟県は、マナマコについて実施中でございます。ウスメバルについ

、 、 。て 漁獲努力量削減実施計画を今月認定されるよう 現在調整中と聞いております

また、底びき網につきましては、現在関係者への聞き取り調査等を踏まえまして、

計画内容につきまして検討中と聞いております。

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。本件について何か御質問、御意見等ございますか。

御意見がないようでございます。

次回開催日程について

○森本部会長

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。
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○大井新潟漁業調整事務所長

次回の委員会につきましては、広域漁業調整委員会の現在の委員の任期は平成17

年10月１日から４年間となっております。昨年の海区委の選挙などにより途中補充

委員として交代された委員もいらっしゃいますが、今年９月末までが任期となって

おります。

したがいまして、次回の部会につきましては、今後、緊急の開催がなければ、例

年ですと10月ごろの開催としておりますが、この場合、海区委の代表については改

めて互選していただき、また、大臣選任委員につきましても改めて選定し直した上

で、新たな委員のもとで開催させていただくこととなる予定でございます。

委員の皆様には、任期中は大変お世話になりました。まことにありがとうござい

ました。なお、任期は９月まで続きますので、引き続き現場関係者への御指導等に

つき、よろしくお願いいたします。

なお、次回の開催日時、場所等につきましては改めて事務局より連絡をとらせて

いただくことになると思いますので、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。

委員の任期の関係で、本日お集まりの委員の皆様につきましては、恐らく再任さ

れる方もいらっしゃるのではないかと思いますが、この顔ぶれの部会は緊急な事項

がない場合は今回が最後となり、次回部会は新たなメンバーで10月ごろに開催とい

うことのようでございます。委員の皆様には、本当に御苦労さまでございました。

ありがとうございました。

それでは、本日の部会はこれに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貴重な御意

見等をいただきまして、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小田委員と宮本政昭委員に

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15回日本海
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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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