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１ 開催日時 

  平成１４年２月１９日（火）午後２時～午後４時 20 分 

２ 開催場所 

  米子コンベンションセンター（６階第７会議室） 

３ 出席者氏名（出席委員） 

   橋本志朗／平野利男／佐々木新一郎／吉岡修一／生越日出夫／屋田孝治 

  和田耕治／本川廣義／濵田素司／風無成一／三門良一／宮本光矩／畔田正格 

  石川賢廣／三木奈都子 

 

  (研究者) 

  山口?常  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     

資源部部長 

 

 （水産庁出席者） 

  大石修宗  水産庁資源管理部沿岸沖合課課長 

  佐藤力生    〃  資源管理部管理課漁業管理推進官 

  羽鳥達也    〃  資源管理部管理課管理型漁業推進班課長補佐 

  寺谷志保    〃  資源管理部管理課企画班企画調整係長 

  笠原光仁    〃  資源管理部管理課企画班計画係長 

  楠富寿夫    〃  増殖推進部漁場資源課沿岸資源班調査企画係長 

 高橋史久    〃  境港漁業調整事務所資源管理係長 

 高橋智行    〃  境港漁業調整事務所資源管理係員 

 古賀剛      〃  境港漁業調整事務所資源管理係員 

 在本英教    〃  境港漁業調整事務所資源管理係員 

 石山靖幸    〃  九州漁業調整事務所資源管理計画官 

 

 

議 事 次 第 

１ 開 会 

２ 水産庁挨拶 

３ 議 題 

 （１）資源回復計画関係予算について 

 （２）あかがれい（ずわいがに）資源回復計画案について 

 （３）資源回復計画対象魚種候補・優先順位について 

 （４）その他 

４ 閉 会 

 

 

 

-2-



 

議  事  内  容 

１ 開 会 

○事務局（笠原計画係長） 

 それでは、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２回日本海西部会を開催させていただきます。 

 本日の部会につきましては、委員数１５名のところ１５名全員の出席を賜ってお

りますので、部会事務規程第５条の規定に従いまして、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、吉岡部会長に議事進行について、よろしくお願いいたします。 

○吉岡部会長 

 一言ごあいさつを申し上げます。 

 本日山陰は皆様方を歓迎しているかのような雪景色になっております。 

 きょうは、東京からも委員の皆様方、あるいは来賓の方々にお越しをいただきま

して、厚くお礼申し上げる次第でございます。 

 日本海西部会におきましては、昨年の１０月１６日に開催をされました第１回日

本海西部会におきまして、日本海西海域における資源状況の説明、回復計画対象魚

種候補、優先順位の決定に向けた手続、特定魚種資源回復計画の作成に向けた手続

についての審議を行っていただき、資源回復計画対象魚種候補・優先順位の決定に

向けた作業手順及び特定魚種資源回復計画の具体化に向けた作業手順につきまし

て承認をしたところでございます。 

 本日の部会におきましては、その後の漁業者協議会、行政・研究担当者会議にお

きます協議の経過、資源回復計画の案の内容、あるいはまた資源回復計画対象魚種

候補・優先順位等につきまして、後ほど事務局から説明をいただきまして御審議を

いただきたいと思います。 

 それでは、議事に入ります前に、本日は大石沿岸沖合課長にお越しをいただいて

おりますので、一言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。 

２ 水産庁挨拶 

○大石沿岸沖合課長 

 沿岸沖合課長の大石でございます。 

 吉岡部会長の方から、外は雪で皆様方を歓迎しておるということでございますけ

ども、こういう厳しい中で実質中身のある議論がされれば非常にありがたいことで

はないかと思います。委員の皆様におかれましては、お忙しい中を御出席いただき、

ありがとうございます。 

 資源管理ということが言われて久しいわけでございますけども、我が国の水産資

源管理に関して漁業の許可制度をとり、そして大きな発展をしてまいったわけでご

ざいますが、ここ何年も資源的な問題が出てきているという中で、資源管理型漁業、

あるいはＴＡＣ制度、それから資源回復計画、あるいはＴＡＥ制度等々、いろんな
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仕組みを用いながら資源を回復していかなければならないということで、皆様方の

賛同を得ながら進めているわけでございます。 

 実際に大きな問題がある中で、例えば魚価の問題がありますし、あるいは漁業者

の高年齢化の問題もございます。しかし、なかなかその辺の解決はできないわけで

ございますけれども、資源の問題であれば、漁業者の皆様方が本当にその気になれ

ばできる話ではないかなと思うわけであります。あらゆる手段を使って資源の回復

をしていくということが、我々に与えられた大きな使命でもあると思います。本日、

議論していただくことが、日本海西部会の来年以降の資源回復計画をつくるという

ことになるわけでございます。どうか忌憚のない御意見をいただきまして、中身の

ある充実した会議にしていただくことを祈念いたしまして、あいさつとさしていた

だきます。本日はどうも御苦労さまでございます。 

○吉岡部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、事務局の方から配付資料の御説明をお願いします。 

○事務局（笠原計画係長） 

 それでは、事務局の方から、既に配付してございます資料の説明をさせていただ

きます。 

 まず、１枚物の資料でございますが、「日本海・九州西広域漁業調整委員会 第

２回日本海西部議事次第」、こちら１枚物の資料になっております。 

 続きまして、「日本海西部会委員名簿」、こちらも１枚物でございます。 

 続きまして、「日本海・九州西広域漁業調整委員会第２回日本海西部会出席者名

簿」、こちらは２枚物の資料になっております。 

 続きまして、「第２回日本海西部会座席表」になってございます。こちらも１枚

物でございます。 

 続きまして、議事次第の中の協議事項の資料の説明に入らさせていただきます。 

 協議事項の（１）資源回復計画関係予算についてというところで使用させていた

だく資料でございまして、「資源回復計画に基づき実施される具体的措置への主な

支援策」ということで、資料ナンバーの１、７枚物の資料になってございます。 

 続きまして、議事次第の協議事項の（２）あかがれい（ずわいがに）資源回復計

画案についての中で使用する資料でございまして、「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（日本海西ブロック）」、こちらの資料ナンバーが２

－１、６枚物の資料となってございます。 

 続きまして、「日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画の概要」、資

料ナンバーの２－２、こちらが１枚物の資料でございます。 

 続きまして、「日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画（案）」、資

料ナンバーが２－３、こちら１０枚物の資料でございます。 

 続きまして、「日本海西部あかがれいについてのＴＡＥ制度の適用について」、

こちら資料ナンバーが２－４、１枚物の資料でございます。 

 続きまして、議事次第の協議事項の（３）資源回復計画対象魚種候補・優先順位

についてのところで使用する資料でございますが「関係府県において選定された資
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源回復計画の候補魚種と意見」、資料ナンバーが３－１、横表になっている資料で

ございます。 

 続きまして、同じ横表でホッチキスどめをしてございます２枚目の資料ですが、

資料ナンバーが３－２、「一部の関係府県が資源回復計画の対象魚種とすることを

見送る方向とした魚種と意見（参考）」、１枚物でございます。 

 続きまして、協議事項の（４）その他のところで参照していただく資料でござい

ますが、「現在作成中の資源回復計画の内容概略（平成１４年２月）」、参考資料

というふうに記してございます資料ですが、こちら１枚物の資料となっておりま

す。 

 最後になりますが、ちょっと太目の資料で、別冊で２冊おつけしてございますが、

こちらは昨年の１０月の１５日と１６日に東京で開催しました日本海・九州西広域

漁業調整委員会の議事録と、２日目に行いました第１回の日本海西部会の議事録、

こちら２冊を別冊でおつけしてございます。 

 資料説明の途中で大変申し訳ないんですが、協議事項の（４）のその他のところ

で参考資料としまして「現在作成中の資源回復計画の内容概略（平成１４年２月）」

という１枚物の資料がおつけしてあるんですが、ない方が結構おられるようですの

で、資料のない方は手を挙げていただきたいんですが。 

 こちらの資料につきましては、協議事項の（４）のその他に入る前にお配りした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上で配付されてございます資料につきまして説明させていただきましたが、配

付されている資料で、ほかに御不足の資料等はございませんでしょうか。 

 それでは、ないようでございますので、これで事務局より資料の説明を終了させ

ていただきます。 

○吉岡部会長 

 それでは、議事に入ります。 

 まず最初にお願いをしておきたいと思いますが、できますならば、１７時ぐらい

で会議を終了したいと思いますので、質問等ございましたら、簡潔にお願いしたい

と思います。ご協力をお願い致します。 

 それではまず、議事録署名人の選任でございますが、部会事務規程第１１条によ

りますと、部会長より２名以上を指名するということでございます。まことに僣越

でございますが、私の方から御指名をさせていただきたいと思いますが、いかがで

ございましょうか、お諮りさしていただきます。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○吉岡部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事録署名人といたしまして、海区漁業調整委員会の互選委員の方か

ら福井県互選の平野委員、大臣選任漁業者代表委員の方から風無委員のお二人にお

願いをいたしたいと思います。よろしくお願いします。 
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 それでは、次に進ませていただきます。議事の１番目でございますけれども、資

源回復関係予算についてでございます。 

 まず、資源回復計画におきましては、漁獲努力量削減等の資源回復措置を進める

ためには、財政支援措置が必要でありますので、支援措置の予算について事務局よ

りご説明をお願いします。 

 

３ 議題（１）資源回復計画関係予算について 

○事務局（羽鳥課長補佐） 

 では、以降の議事につきまして説明させていただきます。 

 管理型漁業推進班の羽鳥です。よろしくお願いします。以降は座って説明させて

いただきます。 

 資料は、７枚組の資料が資料１ということを先ほど申し上げたとおりです。２枚

目以降７ページ目までですが、前回の第１回の日本海西部会に提示させていただい

たものとほぼ変わりありません。第１回部会の時点では財務省の要求段階でありま

した。確定してないものということで、提示させていただいたんですけども、今回

は財務省の内示段階のものということで、御認識いただきたいと思います。したが

って、資料に関しては、資料の１番の１枚目を使って説明させていただきたいと思

います。 

 全体的には、名称等が変わったものが若干あります。それから公共事業の優先枠

ということで、この資料の４の水産基盤整備事業が７０億円と書いてありますが、

これについては金額及び資源回復措置として運用可能な事業項目の名称が変わっ

たということでご理解いただきたいと思います。 

 １番の資源回復計画推進支援事業、これは漁業者が実施する休漁期間中の経営維

持、漁具改良、休漁中の漁船の有効活用等が内容で、漁獲努力量の削減もしくは維

持を行うために重要な事業でございますけれども、これは現在資源回復計画を作成

している４魚種に対して４億ほどを確保しております。 

 次の資源回復推進等再編整備事業、約３０億ほどございますけれども、これは新

たに資源回復計画の対応の資源回復型というメニューを既存の４つのメニューに

加えまして拡充を図ったということで、これも全額認められております。 

 それから、３番目は、これも２魚種ほど目的を絞りまして要求しておりましたけ

れども、栽培漁業地域展開事業のうちの資源回復計画事業ということで１，２００

万円ほどついております。 

 ４番目が先ほど申し上げました水産基盤整備事業の中の２つ項目がありますけ

れども、漁場造成とか対象資源の生息環境の保全を行うもの、それから漁礁等の設

置に関しての事業ですね、合わせて７０億ほど、優先枠を確保しております。 

 最後に、これは以前からあるソフト事業ですけれども、漁場環境保全推進事業と

いうことで、漁業者が自発的に海域のごみ掃除について取り組む場合に助成する措

置を講じてきたということで御紹介しておきます。 

 それから、１番、２番につきましては、今後、資源回復計画の対象魚種が増加す
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るに従って、拡充要求なり、あるいは１番と２番の事業の相互の流用を図るような

措置を財務省方と協議して確保していきたいと考えております。以上でございま

す。 

 とりあえず、資源回復計画の支援及び関連措置の説明を終わらせていただきま

す。 

○吉岡部会長 

 ただいまの説明によりますと、休漁等の支援策は認められたということでござい

ますが、こうした件につきましてご意見、ご質問がございましたら承りたいと思い

ますが、いかがでございましょうか。 

 ご質問ございませんか。 

〔傍聴席より「よろしいですか、済みませんけども。 

        栽培漁業展開事業……。」の声あり〕 

○佐藤推進官 

 すみません、この場は委員会になっておりますので、申しわけありませんが、委

員の方以外の質問は、後程個別に休み時間なりにお聞きいただけますでしょうか。

もし部会長が特別にお願いするということで、関係の方に発言をお願いするとき

は、お願いすると思います。 

○吉岡部会長 

 もし時間等ございましたら、その他のところでお願いしたいと思います。 

 委員の皆様方から何かございませんでしょうか。 

 それでは、別段ないようでございますので、次の議題に進みたいと思います。 

 ２番の協議事項ということで、あかがれい（ずわいがに）の資源回復計画案につ

いての審議に入ります。 

 昨年１０月の第１回部会におきましては、資源回復計画対象魚種候補・優先順位

の決定に向けた作業手順及び特定魚種資源回復計画の具体化に向けた作業手順に

つきまして承認をされたところでございますが、その後、行政・研究担当者会議、

漁業者協議会等の場でどのような議論がなされたのか、その経過等について事務局

に説明を求めたいと思います。よろしくお願いします。 

 

３ 議題（２）あかがれい（ずわいがに）資源回復計画案について 

○事務局（羽鳥課長補佐） 

 それでは、漁業者協議会等の開催状況について、配付資料２－１から２－４に基

づき説明申し上げます。 

 最初に、資料２－１で行政・試験研究担当者会議、それから漁業者協議会等の開

催実績というのがございますけれども、それぞれの枠組みにおいて議論されたこ

と、それから回数等を御報告したいと思います。 

 まず、行政・試験研究担当者会議なんですけれども、これは今までに４回、それ

から付随して資源回復効果の試算をするためのサブワーキンググループ、つまり作

業担当者会議を開催しました。これを加えて計５回開催しました。 
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 それから、ブロック別の漁業者協議会ということで、６府県で漁業者協議会を開

催させていただきました。 

 沖合底びき網漁業におきましては、この一番下、２月８日でございますけれども、

京都で日本海西ブロック会議を開催させていただいております。 

 次のページですが、これは各府県における漁業者協議会等の開催実績ですけど

も、全府県で延べ５１回の会議を開催してございます。それから前回の１０月１６

日の部会以降は２７回ですので、アカガレイの資源回復計画の具体化のために約３

０回にわたる協議を各府県で行ったということでございます。これらの６府県の会

議につきましては、各２回、水産庁から出席して、その場に臨んでおります。 

 これらの漁業者協議会の内容ですが、まず１枚目に戻りたいと思います。部会の

承認（検討素案を漁業者協議会に諮りつつ具体化すること）に基づき、担当者会議

で予め具体化し、これを漁業者協議会に説明する手順を踏んでおります。出だしは

７月２５日の境港における担当者会議でした。本年度は魚種が決まっていませんで

したので、最初にある魚種を想定して資源回復計画の検討素案、たたき台をつくる

必要があるということで、そのために仮置きする魚種について議論しました。 

 そこでズワイガニ及びアカガレイについて回復する必要があるということでい

ろいろ意見交換をして、第１回部会でもお話したと記憶しておりますが、ズワイは

ＴＡＣ魚種であり、資源の回復のためにはＴＡＣの削減について議論する必要があ

り、更に、それについては支援措置が講じられないという問題があります。また、

休漁を講じようとしてもこの海域においては漁獲努力量の削減措置として休漁を

講じるといったことが実態として困難であるということが明らかになりました。冬

場は海が荒れて、休漁ということになると、漁業経営に対する影響が大きいという

ことになりまして、ズワイを資源回復計画の対象魚種として資源保存管理法で担保

することは問題であろうということになりました。 このような議論を経て、ズワ

イと漁場を一にするアカガレイをこの資源回復計画の対象魚種としてＴＡＥ管理

する方向で、漁業者や関係府県が合意したということでございます。 

 それから、８月３１日に２回目の担当者会議を開きまして、アカガレイとズワイ

の共通の措置も含めて、追加規制措置が各府県においてどのようなものが可能かと

いうことを整理させていただき、漁業者協議会に提示して合意形成しております。 

 １０月１５日、１６日の第１回の広域漁業調整委員会、日本海西部会が開催され

ておりますが、その時点では、以上の検討結果を検討素案の形で御報告させていた

だいたわけです。 

 １１月８日は、いよいよ各府県ごとの追加規制措置に基づきどの程度の資源回復

効果が生じるのかという試算に関する協議を行わせていただきました。そこで、や

はり試算ということになると、研究者の専門的な知識が必要になるということで、

別な作業部会を開催して、ここで協議し、作業をするというようなことで決まりま

して、それを受けて１１月３０日にサブワーキンググループを日本海区水産研究所

で開催することにしたということです。ここにおいては規制措置、例えば減船、休

漁及びそれ以外のものも含めて、これを例えば休漁区を拡充するということになる

と、その面積の拡大率ですね、例えば１０２％とか、そういう値がＦ（漁獲係数）
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に換算してどのくらい減少するのかというふうなことを試算します。それによって

獲り残される資源尾数を出します。それらを対象魚種の年齢ごとに、成長量と産卵

量を計算して、最終的に１０年後の資源回復指数ということで計算をしました。後

ほどこの値について述べさせていただきます。 

 １月１１日の担当者会議ですが、それまでは検討素案として資源回復計画を示し

て参りましたが、資源回復計画に盛り込むべき共通の項目を定め、これらについて

具体化することを協議しました。以降の漁業者協議会でも具体化途中の内容を提

示、協議しました。 

 別途１月２２日のブロック別漁業者協議会において、この資源回復計画の案の具

体化の方針については説明させていただきましたし、同様に２月８日の底びき網の

漁業者協議会においても同様の説明をさせていただいたところでございます。 

 それから、漁業者協議会における委員等からの御意見ですけれども、共通の御意

見として、支援策の充実をしてほしい、それから資源が増加しても価格の問題にど

う対処するのかということを頂戴しました。そのほか地域別にいろいろな御意見を

頂戴しましたので、その都度回答させていただいたところでございますけれども、

ここでは割愛させていただきます。 

 以上が資源回復計画の検討素案又は案の検討の経過でございます。 

 次に、資料２－２、それから資料２－３の内容に入らせていただきます。 

 資料の２－２につきまして、これは資料２－３のダイジェスト版ということで、

御参考のためにお付けしたということで御了承いただきたいと思います。何かあり

ましたら、これを見ていただいて、中身の概要を御理解いただきたいと思います。 

 資料２－３に入らせていただきます。 

 今回の部会までは、水産庁が出席した２回目の漁業者協議会等においては、この

資料のの核心部分となる３番、４番、５番の項目のみ事務局で具体化し、御説明し

てきたわけですが、それ以降、それらの漁業者協議会等の御意見を反映つつ作業を

進めまして、全体的に内容を具体的に盛り込ませていただきました。 

 最初に、１ページ目の「資源の現状と回復の必要性」ということで御説明させて

いただきます。 

 この項目につきましては、水産研究所が実施している資源評価ですね、これは平

成１３年の９月に公表したものが、我が国周辺漁業資源調査資源評価票ということ

で、既に公表されておりますけれども、この内容を（１）のところに反映したとい

うことでございます。 

 まず（１）でございますけれども、資源の特性と資源水準の現状でございます。 

 日本海におけるアカガレイの主分布域ですけれども、これは我が国の日本海側の

大陸棚の縁辺部、水深１８０メートルから５００メートルのやや深いところに生息

していると考えられるということでございます。成魚は夏季から秋季にかけて水深

３００メートル以深に多く分布するということでございます。晩秋から冬季にかけ

て接岸し、２月、３月に水深１８０から２００メートルの浅いところに産卵場を形

成するということになっております。 

 主産卵場ですが、これは日本海西部の経ケ岬沖周辺及び赤碕沖を中心とする隠岐
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諸島の東側の海域であると考えられるということでございます。対象漁業ですが、

日本海西部では沖合底びき網漁業、以下、沖底と略させていただきます。及び小型

機船底びき網漁業、以下小底というふうに略させていただきます。両漁業が主に漁

獲しておりますが、資源状況が極めて悪化していた１９９０年前半に比べ、加入状

況は好転しているされております。 しかしながら、沖底の漁獲物では小型個体を

多く漁獲していることを考慮すると、今後の加入状況によっては資源状況が悪化す

ることが懸念されるということで、資源的には予断を許さない状況だということで

ございます。 

 総合評価としては、平成１３年度における資源水準は低位、資源動向は横ばいと

されているということでございます。これは日本海全体の評価なんですが、実は日

本海全体の漁獲量の８割は日本海西部の漁獲であるということで、それに対して日

本海北部ですが、資源状況は良いと資源評価票の中では判断されているということ

でございます。 

 漁獲量の推移は、下のグラフにあるとおりですが、８１年に８，０００トン漁獲

していたのが、９０年以降は２，０００トンを切っております。これはあくまでも

沖底の漁獲量ということで、このアカガレイ、実は農林水産統計というのが整備さ

れておりません。単一魚種としての統計もございません。漁獲成績報告書をもとに

これをつくったということで御理解いただきたいと思います。 

 それから、次のページに入ります。先ほど申し上げましたけど、アカガレイの漁

場はズワイガニの漁場と広く重複しているということで、下の図にあるとおりで

す。黒い部分が分布域でございます。大体オーバーラップしているのがおわかりに

なると思います。ですから、これは対象漁業も同じであるということですけども、

両種を表裏一体の資源とみなして資源回復計画を講じる必要があるということで

すね。この辺の考え方につきましては、資源評価票の中でも単独の資源管理は困難

であり、ズワイガニを中心とした底びき網対象種全体を考慮する必要があるという

見解が示されております。 

 それから、２番目の資源の利用と資源管理の現状へ入らせていただきたいと思い

ます。 

 関係漁業の現状ですけれども、お手元にありますとおりです。石川から島根まで、

現状では沖底で合計１６８カ統ですね、実は島根は２そうびきということで、隻で

は扱わずカ統という言い方にさせていただきます。それから小底の許可数では２２

４隻ということで、西側では沖底が主体であり、東側、石川の方では小底と沖底が

混在しているということでございます。それから、船の規模はやはり西側の方が大

きいということになります。 

 それから、漁獲量及び漁獲金額の推移ということで、これは次のページに集計表

なりグラフがございますけれども、まず漁業種別の漁獲量を見ますと、沖底がやは

り６割を漁獲しています。それから小底は４割で、刺網も石川県を主体にあります

けど、２％にすぎません。 

 それから、府県別の漁獲量ですけれども、これは石川県、福井県、それを合わせ

て５５％、それから次いで鳥取県、兵庫県と合わせて３２％ですね、こういった偏
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りが若干ございます。 

 次に、漁業種別、府県別の漁獲金額の推移ということで示しております。漁業種

別の漁獲金額ですけれども、これは沖底が６割、それから小底が３５％ということ

ですね。刺網は１％になっております。府県別には、これは先ほどの漁獲量と同様

ですけれども、石川県、福井県で５割ということです。それから兵庫県、鳥取県で

４割でございます。 

 以上がアカガレイの漁獲量及び利用状況でございます。 

 次の４ページを見ていただきたいと思いますが、③の漁業形態及び経営の現状と

いうことで簡単にまとめております。この辺は既存の資料の中で十分まとめきれて

いない部分になってる可能性がありますので、今後、各府県の担当者の方に再度諮

って、この内容を詰めていきたいと思います。漁獲対象魚種は、１１月から３月ま

でのズワイ、アカガレイを中心に、春季から秋季までアカガレイのほかカレイ類、

エビ類、ハタハタ、ホタルイカを対象として操業しているのが、この地域の底びき

漁業であるということであります。 

 それから、先ほど申し上げたとおり島根は沖底は２そうびき、それから日本海西

部の他府県の１そうびきということで、若干操業水域あるいは対象魚種について操

業形態が異なっているということでございます。 

 それから、小底では基本的に各府県の地先を主体とした操業を行っていますけれ

ども、一部の県では入会操業を行っている県もございます。 

 日本海西部ではズワイガニに対する依存度が高く、島根を除きますけれども、底

びきではそういった状態で、大体８０億から９０億円は漁獲しているということで

す。その他の魚種については、それぞれ３０億円程度を漁獲しているというのが実

態です。 

 それから、消費と流通の現状ですけれども、アカガレイは、やはり子持ちガレイ

としての消費者ニーズが高いということでございますけれども、京阪神、中京、北

陸方面に出荷されている状況です。それと地元消費がメインでございます。ズワイ

ガニの漁期の前後における日本海西部の各府県の漁獲物として主要な位置を占め

ているということでございます。生鮮魚、干物等の加工用として流通しているとい

うことでございます。刺し身需要というのは余り聞いたことがありません。魚屋さ

んに行っても、これはあまり生では食べないというような話をしていました。煮つ

け用ですとか干物ということで流通しているということでございます。 

 次に、資源管理等の現状、（２）のところに入らせていただきます。 

 関係漁業の主な資源管理措置として、ここに表として入れるのが困難でしたの

で、別表に、９ページ目と１０ページ目に資料１、資料２として付けております。

９ページ目から説明します。 

 まず、これはアカガレイに関係する公的規制措置でございます。まず沖合底びき

漁業、これは大臣管理漁業ですので、当然、漁業法第５８条第１項の告示に基づく

規制を行っているということです。それから、指定漁業の許可及び取締り等に関す

る省令（１８条）ということで、操業禁止区域及び期間に関する規制をしていると

いうことでございます。それから、その下に石川県から兵庫県まで、各県の規制措
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置がここに書いてありますけど、①、②、③につきましては、これは漁業法の規定

に基づいてそういった漁獲取り決めの規制をしているということです。あと４番と

か５番には各県ごとの調整規則、委員会指示を書いております。こういった公的な

漁獲努力量の管理がなされているということでございます。 

 次のページは自主規制措置ということで、漁業者が自主的に講じている自主規制

の内容でございます。内容はここにあるとおり操業禁止区域ですとか再放流、網目

規制、保護区の設定ですとか、夜間操業の禁止とか、そういった措置がここに盛り

込まれております。保護区関係の措置は、ズワイと共通の措置ということで講じら

れているところでございます。この表に書いてある通りですので、簡単ですが説明

を終わらしていただきます。 

 次に、遊漁の現状ですが、これは遊漁の対象となっているとの情報はないという

書き方ですけれども、間違いがありましたら、確認しておきたいということで入れ

ております。 

 それから、③の資源の積極的資源培養です。アカガレイは、栽培放流等は特に実

施されてないと認識しております。ズワイですけれども、大和堆からの移植放流を

一部の県で実施してきた実績があるということで、これは調査途中ですけれども、

入れております。確認した限りですが、石川県で１９８４年から１９９８年まで、

それから福井県で１９８２年から１９９６年まで、兵庫県につきましては１９８４

年から２００１年まで、移植放流をやってきたという経過がございますけれども、

一説ですが、大和堆の系群は、どうも日本沿岸のものと系統群が違うと。それによ

って生態系を乱す可能性があるというふうな意見もあるということで、現在、これ

を実施しているというところは確認しておりません。 

 それから④の漁場環境の保全措置でございます。これはアカガレイ漁場の環境保

全を目的とした措置として、福井県が平成７年から継続して漁場保全事業、小規模

保全という事業ですけれども、これによって海底清掃及び海底耕耘を小型底びき網

漁船で実施してきたということでございます。 

 それから別途、日韓財団による漁場環境維持管理事業として、サデを用いた刺網、

ひっかける漁具ですけれども、こういったカギを使いまして刺網、あるいはかご等

の漁具回収を３年間、６府県で実施しているということであります。それから、県

によってはクリーンアップ事業等による海底清掃を実施したということでござい

ます。 

 次に、資源回復の目標ということで御説明したいと思います。 

 まず（１）ですが、先ほど申し上げたとおりの資源状況であるということで、２

００１年に至っても依然として低位横ばいの水準にあるということで、資源回復す

る必要がある。（２）ですけれども、漁獲努力量の削減等、資源管理措置の強化を

図り、資源を安定的に回復傾向に転じさせることが必要である。しかしながら、資

源水準が高かった１９８０年前半を目安に資源回復目標を設定することは、漁獲努

力を大幅に低下させる必要があるということで、漁業経営への影響及び、それから

日本海西部の海況特性を踏まえ、資源回復計画に段階的に取り組むべきであるとい

うことを書いております。以上の点から、次の４に具体的な措置を個別に書いてあ
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りますけれども、これらの措置によって計画開始年における資源水準を指数で１０

０とした場合に、１０年後に１２０とすることを目標とするということを考えてい

るということであります。 

 なお書き以降でズワイガニのことを書いておりますけど、これらに示す資源回復

措置を講じることによって、それらの効果が波及するものと考えられます。アカガ

レイと表裏一体の資源ですから、当然ズワイガニも回復する。ズワイガニでは雌ガ

ニ及びミズガニの保護が再生産を保証するために必要であり、それによって関係漁

業者は従来から公的規制に加え自主的に組織してきた日本海ズワイガニ特別委員

会等において雌ガニ及びミズガニの保護を講じてきた。ここは簡単に紹介したいと

思います。現在、資源状況は中位横ばいということでございますけれども、本格的

なズワイガニの資源回復に向け、資源回復計画の中で追加措置を講じる必要がある

ということを書いております。 

 まず、ズワイの今の規制を簡単に御紹介させていただいて、次にアカガレイの措

置として講じる４番を説明させていただきたいと思います。 

 まず、ズワイの公的規制ですけれども、ここで簡単に説明させていただきます。

今は省令で操業期間、それから採捕禁止期間が規定されております。それから未熟

ガニの採捕禁止ということで、未抱卵の雌と甲幅長９センチ未満の雄について規制

されておるということでございます。それから、ＴＡＣによって漁獲可能量が決ま

っているということであります。 

 それから、自主規制につきましては、日本海ズワイガニ採捕に関する協定がござ

いまして、その中で平成１３年度の日本海ズワイガニ特別委員会で１２年度の措置

を延長することを決議しております。これによって現在、自主規制をしているわけ

です。それで、その決定の内容ですけれども、採捕の始期ですね、始まる時期が雄、

雌ガニ、これは省令どおりということですけれども、ミズガニについては１２月２

１日ということで規定しております。 

 それから、漁期の終わりですけれど、雌ガニの１月１０日ということで、省令よ

り１１日ほど繰り上げて終期を設定しております。それから雄とミズガニについて

３月２０日で、それは省令どおりになっております。そのほか箱数制限とか、箱の

規格ですとか、それからアカコといって、アカコは初産ガニだそうです。それから

マンジュウガニの採捕禁止。マンジュウガニは未成熟、未受精ガニでですけども、

アカコとマンジュウガニの採捕禁止ということで規定されているということでご

ざいます。 

 それから、さらにズワイガニ特別委員会では各府県の自主規制も盛り込んだ形で

記入されていますけれども、京都で甲幅、甲羅の幅が１０センチ未満のミズガニも

採捕を規制しているということでございます。それから兵庫、鳥取は民間底びき協

定というような自主協定がございますけれど、甲幅長、甲羅の幅が１０．５センチ

未満のミズガニについて規制しているということで、それからミズガニの始期が１

月２０日からということで、日本海ズワイガニ採捕に関する協定では１２月２１日

になっているのが、さらに上乗せ規制をして１月２０日になっております。それか

ら７センチ未満の雌ガニを採捕しないということも決まったそうです。 
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 それから、このほか鳥取の沖底、兵庫の沖底、島根のかにかご漁業組合との間で

ズワイガニの採捕に関する協定書を取り交わしております。やはりカニかご漁業は

島根県のみでございまして、これズワイのカニかごですけれども、その間でこうい

った自主協定を取り交わして、カニ保護に関する自主管理を講じているということ

でございます。 

 以上が、ズワイガニの公的規制なり自主規制の話でございます。 

 ５ページの下の、アカガレイに対して資源回復のために講じる措置と実施期間と

いうことで説明したいと思います。県別に説明させていただきます。 

 まず、１番の漁獲努力量の削減措置ですけれども、石川県においては保護区の拡

大、それから保護礁の設置、それから漁具改良。この漁具改良の内容は網目拡大に

よる小型魚の混獲防止等でございます。実施年度は１４年度からとなっておりま

す。 

 福井県については、改良漁具の導入が主体です。まず先行して小底に対して平成

１５年度から実施する予定です。、平成１４年度は改良漁具の実用化試験を行いま

して、その結果をもって１５年度からズワイガニ漁期以外について実施していくこ

ととなります。それから漁具の大きさが違いますので、沖底はその小底の結果を見

て試験操業しながら、１６年度からこれを実施することを考えているということで

ございます。 

 京都府ですけども、保護区域の拡大ということで、まず決めています。それから

福井と同様の改良網の導入ということで、主要漁期について決定しています。操業

回数の削減を行います。それから操業禁止期間外の海底耕うん及び海底清掃という

ことで、４月から５月及び９月から１０月に実施することを検討しているというこ

とでございます。 

 次は兵庫県ですけれども、２つの種類の保護区の拡大ということで、１つは周年

の措置で保護区の拡大ということと、それから、特定月と特定水深帯について保護

区を設置することを考えているということでございます。９月から１０月というこ

とで検討しているということでございます。 

 それから、鳥取県ですけども、保護区の拡大を２カ所程度を保護礁を併用して予

定しているということでございます。更に、全長２０センチ未満の採捕禁止という

ことで、混獲した場合は再放流ということで、これらの小型魚に対する漁獲、漁業

区域をある程度制限していこうという目的で設定しています。これについては日本

海西ブロック全体の共通措置として導入を提唱しております。次に休漁ですけど

も、産卵親魚の保護として４月に沖底で１週間程度ということで考えております。

それから小型魚保護のための休漁を９月ごろ１週間程度ということで、これら２つ

の休漁に関しては、やはり隣県の調整が必要であるという考え方を漁業者の会の結

論として出しているそうです。 

 島根県につきましては、目合い規制ということで、５節に網を拡大することを考

えていると。それから採捕自粛ということで、これはアカガレイに対してそういう

捕獲努力が行われないよう抑制していくという意味で採捕の自粛ということでご

ざいます。それから、減船なんですけれども、これは１３年度か１４年度かという
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ことで検討してきたわけでございますけれども、これ措置済みと書いてあるのは、

これは１３年度の実績を書いてますが、措置がなされたということでここに含めた

ということでございます。 

 資源の積極的培養措置は特にございません。 

 次に、漁場環境の保全措置でございます。福井県、京都府、島根県につきまして、

福井県と京都府は、これは現在の操業禁止期間前に実施するということを考えてい

るということでございます。島根県につきましては現状の操業禁止期間中に実施す

ることを１５年度から考えているということでございます。この目的でございます

けれども、一つはアカガレイの生息場の確保ということで、やはり底生生物ですか

ら、底質の中に潜ったりしますので、潜りやすくするための措置もした方がいいと

いう考え方でございます。それから餌をふやすといった意味でも、これは必要じゃ

ないかという考え方でございます。更に、環境が悪化していれば、これは底質の環

境ですね、例えば硫化物とか、そういったものを改善するというふうな意味でも用

いられるという考え方があると聞いております。 

 それから、海底清掃ですけども、これも２つ目にございますけれども、１つは不

合理漁獲の軽減ということで、例えば廃棄漁具、例えば廃棄かご等があったりした

場合に、こういったものでゴーストフィッシングされる魚の減少という意味では役

に立つ。さらに、ビニールとか、そういうものが当然海底に落ちてれば、魚が潜れ

ないとか、生息場所として不適当になるというふうなことがありまして、海底清掃

を従来にも増して積極的に行うこととしております。 

 次に実施期間ですけど、これは先ほど申し上げたとおり１０年間ということで設

定しております。 

 ５番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ですけれども、

１つは資源保存管理法による措置ということで、アカガレイに対して漁獲努力量の

管理を講じます。資源管理法の規定に基づく第二種特定海洋生物資源として指定す

るということでございます。それから、ズワイガニについても従来同様、第一種特

定海洋生物資源としてのＴＡＣの適切な管理を継続するということで規定してお

ります。 

 さらに、基本的に日本海西部のアカガレイの資源管理措置につきましては、これ

までも自主的にやってきた経過があります。現段階において、それを踏まえれば自

主的規制で担保することが適切ではないかということなんですけれども、万が一支

障が生じた場合及び生じることが見込まれた場合は委員会指示等によって担保す

るということをここに改めて書き込んでおくということでございます。 

 ６番の資源回復のために講じられる措置に対する支援策ですけれども、これは、

それぞれの措置に対して具体的な支援事業名を、事業の項目も含めて書き込んでお

くということで御理解いただきたいと思います。冒頭で支援事業について紹介しま

したのでここは省略させていただきます。 

 それから、（２）（３）ですけれども、同様に海底耕運とか海底清掃等の漁場環

境の保全措置を講じる場合については、水産基盤整備事業ですね、それから資源回

復計画推進支援事業もこれ休漁期間中の漁船活用の具体策としてこの中に規定し
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ておくということでございます。 

 それから、７番目、８ページに入りたいと思います。資源回復措置の実施に伴う

進行管理ですけれども、資源回復措置の実施状況の把握ということでございます。

これは国及び府県がモニタリングをしていきますということを書いております。 

 それから、資源変動の調査ですけれども、これはアカガレイ日本海西部の系群に

ついて調査・評価体制を構築して資源状況の把握を行うということで、現状の資源

評価レベルをこの資源回復計画も踏まえて、ある程度拡充していくというようなこ

とも、今検討しているということですけれども、今後必要な措置を追加してモニタ

リングをしていくというようなことを検討しています。 

 それから、３番目ですけれども、資源回復措置の見直しについて、これはこのモ

ニタリングの結果を踏まえて資源回復措置の効果を評価するとともに、必要に応じ

て資源回復措置の見直し、追加、修正を行うということをここに規定しています。

いわゆるフィードバック管理をここで規定しているということです。 

 それから、（１）（２）（３）の進行管理に関する組織体制ですけれども、この

図のとおりです。左側のボックスの中はモニタリング体制ということで、右側が管

理体制ということで、このような体制を考えているということでございます。 

 その他については今のところ書き込むことは考えておりませんが、必要があれば

書き込むこととしたいというふうに考えております。 

 以上が現状の「日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画（案）」とい

うことでお示ししましたが、ここで一旦部会長の方にお返ししたいと思います。 

○吉岡部会長 

 大変詳しく長い説明をしていただきましたが、ただ今の説明についてご質等を受

けたいと思います。いかがでございましょうか。 

○畔田委員 

 アカガレイの資源が随分減少してきていることが、ＣＰＵＥの大きな変化によっ

て示されていますが、分布域の縮小、漁獲サイズの小型化、高成長・早熟傾向等資

源量の減少に伴って顕在化すると考えられる資源の質的変化についてはいかがで

しょうか。 

○事務局（羽鳥課長補佐） 

 その小型魚がどちらで増えたとか、その辺の話につきましては、地域的な偏りが

あるという状況程度しか伺ってないんですが、そのような詳細な資源状況になりま

すと、本日日本海区水研の方から山口部長がいらしていますので、部会長、山口部

長にお願いしていただけますか。 

○山口部長 

 分布域が変わったとか、そういう変化は余りないと思います。ただ、過去に沢山

獲れたのが減っていったということで、魚が目につかなくなったというか、そうい

う事はあったようです。今説明がありましたように、福井県など、東の方は小型の

ものが多く、それから西の方へ行くほど大型が多いという地域的な差はどうもある

ようですね。 

 先ほどの説明でありましたように、産卵場はあちこちにありますが、どこがメイ
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ンなのか、例えば西の方、隠岐の東側にありますということで、どこがメインで、

そこで生まれた魚が北の方へ行ってまた下がってくるということについてはまだ

今のところよくわかってないというのが実態なわけです。今一生懸命調査に手を着

けて、標識放流を始めているということです。昔、卵稚仔調査で仔魚がとれたとい

うことを基にして、大体ここら辺が産卵場ではないかという想定はあるんですが、

現実に今もそれがそのまま残っているかどうかというところまでは、まだ把握でき

ておらず、これから一生懸命探ろうということになっております。 

 一番の問題はやはりＣＰＵＥが下がっているということです。海の中にかつてた

は沢山いたほどはいなくなったというのが一番の問題であってですね、いなくなる

場所がどちらか偏ったとか、そういう傾向はあんまりないようです。 

○吉岡部会長 

 よろしゅうございますか。そのほかにないでしょうか。 

○橋本委員 

 漁場保全の項目のところに福井、京都、島根の海底耕うんというのが載せてあり

ますが、この効果というのを試験研究機関ではどのように認識されているんです

か。 

○吉岡部会長 

 日水研の山口部長お願いします。 

○山口部長 

 海底耕耘というのは、我々いわゆる資源研究者の研究の範中にはなくて、これは

ある意味でいったらむしろ工学研究とか海洋土木とか、そこら辺の問題だと思い

ま。考えていただきたいのは、結局子供が生まれる場所だとか、それから産卵場と

か、あとは例えばカレイは結構砂の中に潜る等、そういう生態があると思うんです。

そうすると、現実には今、何が原因かわかりませんが、砂が締まって固くなってい

るとか、何かそういう実態があるとすれば、耕耘をして柔らかくしてやれば、それ

だけ隠れる場所がたくさんできるとか、底がやわらかくなったのが原因で餌になる

生物がふえたということになれば、よりカレイがふえる引き金になるという発想

で、多分いわゆる物理的な部分、元いた場所を昔の状態に戻すとか、昔と今とどう

違うのかと言われたらよくわからないんですけれど、そういうことを考えているの

だというふうに考えていただいたらいいんじゃないか思います。 

○吉岡部会長 

 よろしゅうございますか。 

○橋本委員 

 わかったようなわからないような。 

○佐藤推進官 

 私もその専門家ではないんですけど、この事業をするときに一応は事業効果とい

うものをその事業の中にうたって、これによってどういう魚にどういう影響がある

かということを一応書いている様です。これも聞きかじりの話なんですけども、エ

ビ類については海底耕耘の後多く漁獲されるということで、相当効果があったとい

う話は聞いています。特に別府湾などでは非常に効果があるということで、地域に
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よっては極めて熱心にやっているものもあります。 

 ただ、後ろにもう一つあります海底清掃の方は、指数的に効果を明確に出せとい

うのはちょっと難しいですが、やっぱり漁業者の感覚として、網の中に入ってくる

いろんなゴミが明らかに生物的によくない影響を与えているというところは言え

るんではないかと思います。 

○橋本委員 

 栄養分としてマリンスノーがありますが、これが海底に堆積すると、えさになる

という考え方が一つあるわけです。それが耕うんされますと泥の中にまじってしま

うということが一つ考えられます。それからアマエビは、福井県が何年か調査をさ

れまして、福井県の試験場の方にどんな効果があるんだって聴きましたら、アマエ

ビというのは、例えば畑の畝のようになると、そのくぼみのところに集まる性質が

ある。だから耕うんをしてある程度、底が波打ってくるとそこに集まるから非常に

効果があるんだということなんですね、また、それが漁獲効果になると思うんです。 

その辺が漁場の保全のために非常に有効だという結果が出れば、これはもう積極的

に石川県でも取り入れていかなくてはならないと思うんです。 

 この調査は福井県が何年も調査していますので、そろそろ結果が出るんじゃない

かなと思います。また、福井県だけじゃなくて、全国的に効果があるということが

出ていれば、後でお聞かせいただければ我々も積極的に取り入れていかなければな

らないと思いまして、お尋ねしたわけです。何かいい効果の情報が入りましたら、

ぜひお知らせを願いたいと思います。 

○事務局（羽鳥課長補佐） 

 今の効果の話なんですけれども、３月に入って資源回復制度普及啓発事業のブロ

ック別講習会があります。その中で日本水産資源保護協会の専門家に来ていただい

て、その効用について話していただきたいということでお願いしておりますので、

御参考までにお知らせしたいと思います。 

○吉岡部会長 

 他にございませんか。 

○石川委員 

 規制措置についてなんですけれども、現状においても公的な規制あるいは自主的

な規制、各府県においてかなり凹凸があるように見えるんですね。そういう中で、

また今後、この法律によってとり得る措置というのにも各府県でかなりの凹凸があ

るといいますか、その辺は、当面これはしようがないのかなあという感じはしてい

るんですが、将来にわたってもこれはできるだけ標準化していくとか、そういうこ

とをやるつもりはあるんでしょうか。 

○吉岡部会長 

 水産庁として、お答えをお願いします。 

○佐藤推進官 

 先ほど羽鳥班長から説明しましたが、まずこの計画作成に向けての協議の冒頭に

関係者に集まってもらったときに、水産庁としては同じ海、同じ資源を使う場合に

はできるだけ規制措置は共通の方がいいんではないかという形で投げかけました。
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しかし、地域の漁場の事情もそれぞれ異なるということで、いわゆる機械的な統一

性というものは、現実として無理かなと。しかし、幸いこれまでの自主的な管理の

取り組みによって少し上向きつつあると。その措置をもう一歩進めることとし、関

係府県としてこういうことをもう少しやってみてはどうだろうかというものを集

めてとりあえずつくったということです。 

 これが資源構造から、例えばどこかで保護すると明らかにその結果が短期間のう

ちに別のところに発生するというようなものであれば、恐らく横の関係はもっと厳

密なものにしていかないと、関係漁業者のご理解は得られないんだろうと思いま

す。しかし、アカガレイについては、大きい資源構造の関係では西で生まれて東に

行って、成長しながら東から西に戻るというのはあるんですが、漁獲対象の主対象

となる年齢の期間はおおむね浅深移動を繰り返すことと言われています。そのた

め、より長期的大局的にみれば、両わきの県にも及んでいくということはあります。

だからいずれにしても最初の入り口としてはこういう形なんですが、将来としては

今、石川委員が言われたとおり、もう少し共通的な取り組みというものもやった方

が良いということであれば、関係者と議論していく必要あります。多少そういう面

からすると、現段階では横から見た場合に各県ごとの取り組みに多少のでこぼこが

あるという指摘もあると思います。 

○吉岡部会長 

 よろしゅうございますか。 

 ないようでございましたら、ＴＡＥ制度の問題もございますので、ＴＡＥ制度の

適用について御説明をしていただきたいと思います。 

○事務局（羽鳥課長補佐） 

 それでは、資料２－４ということで、「日本海西部あかがれいについてのＴＡＥ

制度の適用について」という１枚物の紙を御参照ください。 

 このＴＡＥ制度については、これまでも何回か御説明したと思うんですけれど

も、新たに海洋生物資源保存管理法、今まではＴＡＣ法、中身はＴＡＣだけだった

んで通称ＴＡＣ法ということで言っておりましたが、ＴＡＥ制度の整備によって資

源保存管理法と言っております。ＴＡＣ法自体は平成８年の７月２０日に海洋法関

連で制定されております。それで、新たに今回はＴＡＥということで付け加えてお

ります。 

 基本的な仕組みは、漁獲量の総量を管理するＴＡＣ制度と同様なんですけれど

も、漁獲努力量の総量を管理する点が異なっております。 

 適用の理由ですけれども、資源回復計画では資源の回復を図るためにいろんな資

源回復措置、休漁期間の追加とか減船等による漁獲努力量の削減措置、こういった

措置を関係漁業者の負担や公的資金の投入により実施します。通常放置しておけ

ば、資源回復措置の果実は、漁獲努力の集中により減殺されてしまいますが、漁獲

努力量を通常レベルに抑制するために公的担保措置としてＴＡＥ制度を適用する

という考えでございます。 

 どのようにＴＡＥを定めるのかということですけれども、資源回復計画の内容に

沿って、漁場と期間と漁業種ですね、これを限定して対象漁船の出漁日数の総和、
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出漁隻日数等ですね、これをＴＡＥとして設定するということです。 

 具体的な手順ですけれども、まずＴＡＥ対象種として政令指定します。ここから

入りまして、今度は基本計画を策定する。これＴＡＣと全く同じ考え方ですけども、

基本計画を策定、公表するということです。これはＴＡＥを大臣管理漁業と、それ

から府県別に配分するといった対応が基本計画の中に盛り込まれます。府県計画を

策定して、これを国によって承認するというような手続が法的に必要であるという

ことです。これ、各府県が配分されたＴＡＥを知事管理漁業へ配分していくという

ような手続が必要です。ＴＡＥ制度の運用を開始するというようなことですと、漁

業者に操業実績を報告していただくというような、そういった手続が必要になると

いうことです。それを定期的に集計していって、超過のおそれがあるときには最終

的に操業停止を命令するということが法的な措置として必要であるということで

す。 

 このように、大体ＴＡＣに準じた管理が可能であるということで、資源回復計画

の資源回復措置をむだにしないために、法的に担保したものだということです。 

 まず、ＴＡＥの対象種として３月１２日の水政審でこのアカガレイを指定するこ

とを最初の手続として考えております。以上でございます。 

○吉岡部会長 

 ＴＡＥ制度の適用につきまして質問等ございますでしょうか。 

 ないようでございましたら、一応私の方で２番のアカガレイ（ズワイガニ）の資

源回復計画の案につきまして、要約をしたいと思います。 

 まず、１つ目といたしましては、資源回復計画の内容ですけれども、昨年度の部

会で公表した資源回復計画の素案を踏まえまして、その後の行政・研究担当者会議、

並びに漁業者協議会等の場で協議された内容を整理して、事務局において回復計画

の案としてまとめたということでございます。 

 ２つ目といたしましては、継続協議事項とその取り組みの方針につきましては、

今後、資源回復計画の具体化に当たりまして、継続して協議が必要な事項につきま

しては引き続き行政・研究担当者会議並びに漁業者協議会において協議していこう

という方向でございます。 

 ３つ目といたしましては、今回の部会におきまして皆様方から貴重な御意見をお

聞きしているわけでございますが、今後、行政・研究担当者会議及び漁業者協議会

におきます協議の結果を回復計画として漁獲努力量削減実施計画に移して反映い

たしまして、最終的には新年度に入ってから計画を公表したいという予定でござい

ます。 

 それから、ＴＡＥ制度につきましては、資源回復計画の作成と並行いたしまして、

今のところ３月１２日に水産政策審議会の資源分科会でアカガレイに対しまして

は第二種特定生物資源、ＴＡＥ対象魚種ということで政令指定することで諮問をす

る予定となっております。 

 ただ今要約いたしました件につきましてご意見がございましたら、ご発言をお願

いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 ご意見がないようですので、そのように決めさせていただいてよろしゅうござい
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ますか。 

 恐らく総論賛成、各論反対というか、これを決めたからスムーズにいくというこ

とはなかなか難しいと私個人として考えているわけでございまして、同じ県におい

ても、港によっても考え方は随分違うと思うんです。これはやはり１年たち２年た

ち３年たてば漁業者の理解が得れるもんだと思いますけれども、決めたからすぐあ

れをやをりなさい、これをやりなさいということになると、なかなか対応が難しい

と思っているわけでございます。いずれにいたしましても、この部会があります以

上は、十二分に皆様方のご意見をお聞きしながら進めていくとになりますので、今

後は遠慮なしにいろんなご意見を拝聴したいと思うわけでございます。 

 そこで、本日のところはこういうことで要約をさしていただくことにつきまし

て、ご異議ございませんでしょうか。お諮りします。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

○吉岡部会長 

 ありがとうございました。 

 ただ今、３時２０分前でございますが、１０分間、休憩をして３時半から再開を

したいと思います。 

〔休  憩〕 

○吉岡部会長 

 それでは、時間になりましたので、会議を再開したいと思います。 

 議題３の「資源回復計画対象魚種候補・優先順位について」に入りたいと思いま

す。 

 この件につきましては、漁業者協議会等におきまして意見の集約が行われており

ます府県につきましては、その結果を報告するということでございますが、その他

の県につきましては、漁業者協議会としての意見が固まっていないということでご

ざいます。途中経過ということで報告をさせていただきたいと思いますので、その

点、あらかじめご了承を賜っておきたいと思います。 

 それでは、事務局の方から説明をお願いをいたします。 

 

３ 議題（３）資源回復計画対象魚種候補・優先順位について 

○事務局（羽鳥課長補佐） 

 先ほどの資料３－２、２枚物の１枚目の経過をまずお伝えしたいと思います。関

係府県において選定された資源回復計画の候補魚種と意見ということで、これは先

週の金曜日の時点でまとめたものということで御理解いただきたいと思います。府

県ごとに紹介させていただきます。 

 まず、これは漁業者協議会ですね、そういった議論を積み重ねてここまで来たと

いうことなんですけれども、石川県におきましては、候補魚種、現在のところ、こ

れは広域魚種ですけれども、ないということで御報告がありました。ただし、右側

の方にございますけれども、県の単独魚種として検討中であるけれども、もし隣の
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県が共通してこれらの魚種を考えている場合は広域魚種として改めて対応するこ

とを考えますよというようなことでございます。アカガレイを除くカレイ類という

ことで関係漁業種が底びき、吾智網、刺網ということで考えているということでご

ざいます。理由としては漁獲量の減少傾向にある、それから漁業者が要望している

ということで書いております。それからウスメバルということで、刺網ですけれど

も、これは長期的に漁獲量が減少傾向にある。それから漁獲圧が非常に高いという

ようなことでございます。次に、局地的な資源という認識がありますけどサヨリで

す。船びき網漁業の対象種であるけれども、同様に漁獲量が減少していて、漁獲圧

が高いという状況があるということでございます。 

 それから、福井県でございます。これは県の魚として若狭ガレイという名で名産

になっていますけれども、ヤナギムシガレイが地域重要種ということでございま

す。沖底、小底の対象種とされているということでございます。現在、中位横ばい

で緊急性は必ずしも高くないと。また、ここが重要だと思うんですけども、アカガ

レイとの並行的な取り組みは困難である。実施年度の配慮が必要であるということ

で、アカガレイをやれば、この若狭ガレイを対象にした場合は加重管理ということ

で漁業経営への影響が懸念されるというように理解しております。それから、こう

いった状況を踏まえて、実施年度の決定に当たって重要な検討事項であると理解し

ておりますので、この辺も今後の担当者会議なり漁業者協議会で十分話し合う予定

でございます。回復方策については、目合い拡大等により小型魚を保護していくと

いうようなことが考えられているということでございます。 

 京都府です。これはハタハタということで、早い段階から決まっておりました。

沖底、小底の対象種です。府の底びき網漁業の重要魚種であるということ、それか

ら最近１０年間で漁獲量が半減していると。今後、漁業者協議会で意見調整をする

必要があるということでございます。検討中の魚種についてはございません。この

ハタハタを１位として、これを優先的に取り組みたいということでございます。 

 兵庫県ですけれども、ハタハタということになっております。沖底、小底の対象

種で、県底びき網漁業の重要魚種の一つであるということ、小型魚保護が資源回復

措置になるであろうということも伺っております。ただ、産卵場が朝鮮半島沿岸の

方にありますが、生活史の全体を見た包括的管理が困難だというようなことでござ

います。第３国の排他的経済水域に跨って回遊する資源は特に九州西岸域において

そのような状況が多いんですけれども、外国の漁獲圧がかなり高いと言われるもの

ですと、この資源回復計画を講じていく上で、まず第一の障壁になるということで

すが、一定限度までは許容されることもあると思うんですけども、こういったこと

も踏まえて対応を考えなければならないということです。ソウハチ、カレイですけ

れども、同じように沖底、小底の対象種であると。同じように県底びき網漁業の重

要種であると。積極的資源培養を現在もやっているということですけども、これも

先ほどのヤナギムシカレイと同じように、アカガレイ計画の進捗を見て検討する必

要があり、漁業経営への影響も配慮する必要があるということは同じだということ

でございます。 

 鳥取県、島根県については現在検討中、これ実はアカガレイの方で非常に集中し
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て議論をしたということでございますけれども、今後、漁業者協議会等で煮詰めて

いきたいと考えているということでございます。島根県につきましては素案、これ

は４２魚種、６１系群の中には資源回復計画の対象とすることが必要な魚種はない

ということでございます。 

 以上が各府県において選定された資源回復の候補魚種と優先順位に関する意見

ということで、こうやってみるとハタハタと、それからカレイ類に対する御要望が

複数あり、漁業者の方々との、じかに話する中でも聞こえてきたというふうに記憶

しております。 

 それから、資料３－２に入りたいと思います。一部の関係府県が資源回復計画の

対象魚種とすることを見送る方向とした魚種と意見ということで、必ずしもこれは

全府県の意見ではなく、一部の県ということです。ここでもそういう理解でお願い

したいと思います。 

 まず、これは一般論で、皆さんのうちからこういった意見がございましたという

ことで、府県としてまとめたものでございません。ベニズワイガニについては暫定

水域の設定により漁場が狭隘化している。資源回復計画の必要性はあるんだけれど

も、暫定水域外の漁場で資源回復措置を講じても効果において疑問が残るという意

見があったということで、あえてお見せしました。 

 石川県につきましては、ヒラメ、それから兵庫県についてもヒラメということで、

今回、どうしてもやっぱり見送る方じゃないかということで掲げたところですけれ

ども、漁獲量減少が著しいけれど、減少要因が不明で対策が確定できないと石川県

さんから。それから兵庫県さんは、保護区域を設置し、種苗放流方法の改善を実施

している最中であると。自主的な管理を今もやっている。現在はヒラメ釣りに集中

しないで、ソデイカ及びマダイ釣り等に漁獲圧が分散しているということで、そう

いった魚種転換をしているような状況であるということがあるんですけれども、ま

ずこの石川県の右隣の備考欄になりますが、ヒラメの貧血症の原因がネオヘテロボ

ツリウムという生物ですけれども、現在、これによることが解明されたというよう

な状況です。ただ、現在、感染経路について疫学的調査を実施している最中で、ど

うしてこのような天然魚にそういったものが付着したのかということについては、

まだよくわかっていないということでございます。ですから、資源回復計画の対象

とすることについても、現段階では二の足を踏むというような状況があるというこ

とで、関係者の共通認識があるということでございます。 

 兵庫県については、、当面、現状の措置とか操業状況による資源の変化をフォロ

ーしたいということを考えています。必要性は認識しているんだけど、ヒラメにつ

いては今後の状況を見て取り組みをしていくことを考えられているということで

ございます。 

 兵庫県はニギスについて、需要が低迷して積極的な漁獲を行っていないと。これ、

むしろ流通消費対策が必要であるということでニギスについては見送ることとい

うことで、こういう問題を提起していただいております。 

 以上が関係府県にいただいた資源回復計画の次期候補魚種と意見ということで、

今後これについては、先ほど申し上げたとおり漁業者協議会あるいは担当者会議の
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中で整理をしていきます。それで各部会の共通作業として、この資源についてはい

つの時期にどういった措置を講じて取り組みますという、前回、検討素案というこ

とで作成しましたけれども、ある魚種を資源回復計画に取り組む業種として仮置き

して、素案を作成し、漁業者協議会に諮りつつ次回の部会にはその結果を御報告さ

せていただくということで、お知らせしたいと思います。 

 以上が３－１と３－２に関する御報告ということで、また部会長の方にお戻しし

たいと思います。 

○吉岡部会長 

 ただいまの説明によりますと、きょうの部会におきましては、具体的な魚種とい

うものは確定しないものの、今後全府県の意見を取りまとめまして、優先的に取り

組むべき魚種並びにその計画素案について行政・研究担当者会議並びに漁業者協議

会の場で検討をかさね、できれば次回の委員会、部会までに御質問なり御意見がご

ざいましたら承りたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

○石川委員 

 県ごとの候補魚種というのがあるわけですが、その中で石川県、福井県のように

単独魚種としていろいろやってみようという県があるようです。そのほかの県とい

うのは、そういう県単独でもやろうという計画は俎上に上がってないという理解で

よろしいんでしょうか。 

○事務局（羽鳥課長補佐） 

 まだその辺の議論が煮詰まっていないというのが正直なところだと思うんです

けれども、ただ、今の段階では、これは京都、兵庫両府県においては、特に地域単

独魚種としての御意見は伺っておりません。ただ今後、漁業者協議会をするに当た

ってそういう意見が出る可能性もあるということで、そこは今の段階で締め切ると

いうようなことは考えておりません。 

○石川委員 

 ありがとうございました。 

○吉岡部会長 

 石川委員、私の考え方を申し上げるんですが、恐らくきょうお集まりの方々もみ

んな同じだと思うんですが、今までの説明ですと、各地区の説明会におきましては、

ほとんどがオーナーといいますか、経営者といいますか、そういう方々の説明で終

わっていると思うんですね。本当の現場の意見を聞くということがね、今のところ

はまだないわけでございまして、恐らく各府県におきましても、現場の意見を十二

分にお聴きして、底びきなら５月でございますか、漁期が終了してからそういう意

見をお聞きして、今おっしゃるような魚種の選定だとか、あるいはまた保護区域に

つきましてもどの場所がいいんだとか、現場の意見を吸収するところまで行ってお

りませんので、多少時間がかかるんじゃなかろうかなと思います。そういう意見を

聞けば、恐らく前向きな意見が出るんじゃなかろうかなというのが私の考え方でご

ざいますので、そういうことで御了承いただけますならばありがたいと思います。 

 そのほかに何かございましたら。 

 それでは、御質問がないようでございますので、資源回復計画の候補魚種並びに
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優先順位の確定、計画素案につきましては、今後のスケジュール及び作業について、

部会としては一応承認をするということにいたしますので、事務局におきましては

必要な作業で進めていただきますようにお願いしたいいたします。今日の議論の内

容を地元に持って帰っていただきまして、十二分にそうした魚種等について議論を

していただきまして、次回の部会におきましてはそうした御意見を反映していただ

きまして何とかまとめたいとこのように考えますので、御協力を御願いいたしま

す。 よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○吉岡部会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、多少時間があるわけでございますので、その他の問題に入りたいと思

いますが、せっかくの機会でございますので、参考資料としまして、ほかの部会の

回復計画についての今の状況等も報告していただきたいと思いますが、よろしゅう

ございますか。 

 

３ 議題（４）その他「現在作成中の資源回復計画の内容概略（平成    

１４年２月）」参考資料 

○事務局（羽鳥課長補佐） 

 それでは、後で参考資料としてお配りしました「現在作成中の資源回復計画の内

容概略」ということで、平成１４年２月ということで、１枚物の参考資料をつけて

おりますので、これについて御説明したいと思います。 

 現在、５つの魚種について、１３年度中に資源回復計画を作成するという方向で

取り組んでまいっております。それで、今回はアカガレイが２回目の各部会のトッ

プバッターとして資源回復計画の案について御説明したということなんですけれ

ども、そのほかの魚種についてもこれから順次、サワラの場合は委員会、その他の

魚種の場合は各部会に諮っていくというようなことでございます。 

 まずサワラですけれども、従来からこれ、自主的な資源管理を瀬戸内海において

香川、兵庫等についての各県が積極的に取り組んできたという経過があります。今

回は和歌山から山口、徳島、香川、愛媛、福岡、大分ということで、１２府県が関

わってこのサワラの資源回復計画について検討している最中であるということで

ございます。それで、サワラの流し網漁業、それからまき網漁業ですね、これはは

なつぎ網漁業という非常にローカルな漁業でございます。それからひき縄釣り漁業

等ということで、多種多様な漁業種がかかわってこのサワラを利用しているという

現状であります。 

 それで、サワラは非常に長い期間、資源が枯渇の傾向にあったということで、低

位横ばい傾向で、資源量、１９８７年に１万８，０００トンあったのが近年では１，

８００トン。数百トンにまで落ち込んでおります。取り組み方針としては、秋漁と

春漁というのがございますが、秋漁というのは内海で成長したものが外海に出てい
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くときに漁をする。それから春漁というのは、外海から産卵回遊に戻ってくるとき

にとるというのが春漁でございます。ですから未成魚の保護というのは秋漁におき

まして、まず行っていくことを考えております。 

 資源回復措置ですけれども、操業期間の短縮、主漁期、春、秋のいずれかを禁漁

することと考えています。 

 それから、未成魚の漁獲抑制として、これはもう早速始まりますけれども、流し

刺網なんですが、目合い拡大による漁具改良をするということでございます。 

 それから、サワラについては日栽協の方で種苗生産及びその放流の効果が確認さ

れていますので、こういった種苗放流の実施を資源回復措置として導入するという

ことを検討しているということでございます。冒頭で予算措置の中にこういった内

容が含まれているということをお示ししたと思うんですけど、サワラはこの措置を

使って実施していくことを検討しております。 

 次に、太平洋北部の沖合性カレイ類の資源です。サメガレイ、ヤナギムシガレイ、

それから地域重要魚種でキチジ、キアンコウといったものが、県によっては非常に

ニーズが高くて、これを地域重要種として資源回復措置を講じるということを考え

ております。日本海西部と同様に、沖底、小底が資源回復計画の中で取り組んでい

くということでございます。ここも資源状況が悪化しておりまして、低位減少傾向

ということで、４魚種の合計で１９７０年代５，０００トンだったのが、近年では

１，５００トンぐらいまで低下しているということで、産卵魚、小型魚の保護とい

うことで、前者は加入乱獲、成長乱獲を防止する必要があるということでございま

す。サメガレイ産卵群の保護として、産卵期の休漁または禁漁区の設定ということ

も考えております。それから小型魚の漁獲抑制ということで、全体的に漁具改良を

して、目合いを拡大して小型魚を保護していくということでございます。それから、

ここと同じように漁場環境の保全ということで海底耕耘、清掃、あるいは休漁船を

活用して同じことを行うことを考えているということでございます。 

 次に、サワラと同じように内湾型の資源回復計画です。伊勢湾のトラフグですね、

愛知、三重として、トラフグ、アナゴ、シャコを対象とすることを考えております。

当初、トラフグで考えていた資源回復計画でございますけれども、トラフグの資源

回復措置を講じるために、どうしても小型機船底びき網漁業を取り込まざるを得な

くなったということです。小底が特に内湾で操業しているというような実態もござ

いまして、湾奥で小型魚を採捕しているというようなことでございます。そこを抑

えない限りはトラフグの資源回復はできないということで突き当たりました。この

小型機船底びき網漁業の対象種であるアナゴ、シャコを、これも現在、伊勢湾とい

う非常に都市に近く、内湾性の高い環境が悪化しているような漁場で減っていると

いうようなこと、それに漁獲努力が高いというような状況もありまして、アナゴ、

シャコを回復するということがつけ加えられて、まずそこから手をつけるというよ

うな方向に転換しました。そのような経過になっております。全体的に中位減少傾

向である。小底が非常に多くの魚種を利用しております。アナゴ、シャコ以外にも

ですね、それに内湾性のスズキですとか、そういうものも含めて利用しております

けれども、それを合わせても１９７０年代に５，０００トンぐらいの漁獲量があっ
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たと。それが近年は３，５００トン。それから主要魚種の漁獲物組成に占める割合

の低下ということで、これらのアナゴ、シャコについてはそういう現象が起こって

いると。それから魚体の小型化も起こっているということです。ですから小型魚の

保護ということと、漁獲努力の削減、それから漁場環境の保全というものが大きな

措置ということで、これには特徴に応じた、そういったことがかかわっているとい

うことでございます。具体的な措置の内容ですけれど、小型魚の漁獲抑制というこ

とで、トラフグについては小型魚の禁漁期間を設定するということでございます。

アナゴについては全長制限を強化する。それから、周防灘でも既に実用化されてお

りますけども、船上に網を上げたときに、小型魚について、海中還元する場合に、

温度が高いとどんどん死んでしまいますので、海水を注いでやって、それらを生き

た状態で海中還元してやるというような仕組みですけれども、シャワー装置を導入

して、そういった海中還元の有効性を高めるということを考えているということで

ございます。それから休漁期間を新設、冬季に１カ月程度を新設します。更に、漁

場環境の保全ですけれども、実は伊勢湾というのは貧酸素水海、今、有明海で問題

になっておりますけれども、これの面積が非常に大きくなる時期があると。それで、

これら底質環境を改善することによって、ある程度溶存酸素量、底質の溶存酸素を

高めてやるというのも有効ではないかということですけれども、休漁船の活用とし

て海底耕耘とか清掃を行いまして、この状況を改善してやろうということを考えて

いるということでございます。 

 最後に、太平洋のマサバ資源ですけども、青森から静岡まで、広域的な沖合の資

源ですね、当然これ、大・中まき網漁業の対象ということで、関連して定置網漁が

これに参加するということを考えているということです。一部はサバ釣りですか、

伊豆諸島におけるそういったものも含めてです。近年の資源状況は低位横ばい傾向

にあるということですが、漁獲量が１９７０年代８０万トン以上ありました。近年

は１０万トン前後で推移しています。ただ、１９９０年以降、２回の卓越年級群の

発生が見られておりますが、このタイミングをどうも逃がしてしまって、資源回復

にうまく結びつけられなかったという状況を反省点としまして、卓越年級群の保護

というのを第１ステージで行うことを考えています。それによって保存された資源

を成長させまして、今度は産卵親魚になった段階で、休漁等の措置で保護していき

産卵量をある程度確保しようということです。産卵親魚量の確保というのが第２ス

テージになるということです。それで、右側にありますけれども、卓越年級群によ

る稚魚の漁獲抑制ということで、休漁日を設定するということでございます。時期

と海域を指定してですね。ただ、これは卓越年級群の発生量を確認することが前提

になるということで、具体的にどのくらい発生するのかというようなことを見て、

このマサバの資源回復計画の検討素案の段階のものを案として具体化するという

ようなことを考えているということです。ですから、今のところ卓越年級群という

ものが発生したということが確認されておりませんので、今の段階では具体化して

いないということでございます。 

 以上がアカガレイ以外の資源回復計画の概要ということで御紹介しました。これ

で部会長の方にお戻ししたいと思います。 
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○吉岡部会長 

 ご説明の内容はほかの地区の部会の報告でございました。 

 最後でございますが、事務局の方から何か連絡があるようでございますので、お

願いいたします。 

○事務局（羽鳥課長補佐） 

 済みません、事務手続の方に戻る前に、先ほどアカガレイの資源回復計画の（ア）

の御説明を終了した段階で、ちょっとこちらの方で御報告しておくべきことがあり

まして、それを申し上げていませんでした。それで、今の段階でお話をしたいと思

います。 

 今後のことなんですけども、本日、委員の方々に、あるいは漁業者協議会とか担

当者会議の意見を踏まえて、今後は資源回復計画の具体化に反映していきたいと。

来年度公表をしますということで最初の方で申し上げましたけど、これ、当然支援

策を講じる関係があります。ですから予算の執行ということを念頭に置いてタイミ

ングを図って公表することを考えております。 

 並行して資源回復計画を具体化していく過程で、今度は漁獲努力量削減実施計画

を漁業者の方につくっていただく必要があると。ですから漁業者協議会との間でこ

れについて協議しつつ、作成してまいりたいと思っております。 

 それと、今度、ＴＡＥの話なんですけども、これは申し上げたとおり水政審の審

議事項であるということなんですけれども、この具体的な内容について、例えば適

用の時期、適用のレベルとか水域等について、これもやはり漁業者協議会等との間

で協議をしつつ、その結果で水政審の方に諮っていくということを考えています。 

 それで、秋ごろに、平成１４年度の第１回日本海西部会を開催し、そのときに資

源回復計画の具体化の作業状況とか、公表した内容ですね、もう一回御説明すると

いうことを考えておりますので、改めてここで御了解いただきたいと思いますけど

も、よろしくお願いします。 

 部会長、引き続き事務の方に入らしていただいてよろしいでしょうか。 

○吉岡部会長 

 はい、どうぞ。 

○事務局（笠原計画係長） 

 最後になりますが、事務局の方から１点だけ、連絡をさせていただきます。 

 既に委員の方には御案内させていただいておりました３月２６日の第２回日本

海北部会についてでございますが、事務局の都合によりまして、４月以降に新潟の

方で開催する予定で考えてございます。 

 特に、このことにつきましては大臣選任委員の漁業者代表者さんと、学識経験委

員の方に該当する事項でございますが、後ほど事務局の方から改めて事務連絡によ

りまして、ご案内させていただきます。既に日程の調整等、都合をつけている方も

おられると存じますが、よろしくお願い致します。 

○吉岡部会長 

 これをもちまして閉会をするわけでございますが、多少皆様方の御協力によって

時間がスムーズにいきましたんで、せっかくきょうは傍聴席にも県の方々もいらっ
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しゃるわけでございますので、何か御質問なり御意見ございましたら、何人かお受

けしたいと思いますが、どなたでも結構でございますが、御意見ございませんか。 

 よろしゅうございますか。 

○佐藤推進官 

 先ほどの方、もしよろしかったらどうぞ御質問。 

○傍聴席発言者 

 先ほどちょっと言いたかったのは、栽培漁業地域展開事業ということで、３番目

の中で２魚種を要求しているという話がありましたけども、その２魚種はどういっ

た魚種を上げているのかなと、その辺を聞きたかったもんで。 

○事務局（羽鳥課長補佐） 

 まずトラフグですね。伊勢湾の資源回復計画対象魚種です。それからもう一つは

サワラですね。 

○吉岡部会長 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、委員の方々もそのほかの１番から３番まで、そのほかのことでも結構

でございますが、御意見、御質問ございましたら承りたいと思いますが、いかがで

ございましょうか。 

○石川委員 

 勉強のためにという意味なんですが、太平洋のマサバの資源で、卓越年級群が出

れば、それらの未成魚を保護していくんだと、こういう話がありましたが、卓越年

級群になるかどうかというのは、何歳魚になればわかるんですか。 

○佐藤推進官 

 毎年、春に生まれて、たしか７月ごろか８月だと思うんですけど、水産研究所が

最新のデータをもって全国の資源評価会議を開くんですが、それまでに沖の調査の

関係である程度わかってくるというふうに聞いております。 

 それで、具体的に実は２０００年級群がちょうど４年ぶり、１９９２年、１９９

６年、それから２０００年級群という形で、２０００年に確認されたということで、

慌てて準備をしたんですが、結局秋に常磐沖にあらわれるものがあらわれなくて、

結局その後、ずっとウオッチをしてたんですけどもあらわれなかったと。結局この

年明けに開洋丸という船が沖の方で網を入れて引いてみたんですけど、やはり２０

００年級群は結果的には失敗に終わったと。このように水研の船が直接沖に行って

調査網を引いております。それからあと、たしかサンマの棒受け網の中に一部早い

ものが入ってくるというようなものから推定していくということになります。 

 何で４年置きにあらわれるのかという点につきましては、４年置きに子供が産ま

れての関係であるのか、そこはよくわかってないんですが、いずれにしても研究者

の意見によれば、マイワシが卓越して４００万トン、実際の資源量２，０００万ト

ンぐらいまで増加したことが原因でサバ資源が減少したと。その後、マイワシが消

えた後、２回、資源の回復チャンスがあったが相当な高い比率でゼロ才魚を漁獲し

たことから、産卵の母体を形成するまでにはいかなかったということであります。

だから、これも入ってこない限りにはだめなんですが、いずれにしても入ってきた
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のがあったときに、直ちに発動できるように、どういうオペレーションでどのくら

いの豊度であったら一体どのくらい残す、そのためには実際の操業をどういうふう

に規制していくのかというところを詰めていこうと思っております。いずれにして

も、底魚であれば、漁場にどのくらい資源がいるとわかるんですけど、浮魚は魚群

形成という問題があり、ある日突然とまってしまうこともありまして、あらかじめ

決めた通り操業して、その数量に持っていくというのは非常に難しいようでありま

す。 

 さらに、支援措置との関係もありまして、今までやったことだけに検討する点が

多くあります。しかし、この資源は相当なボリュームの資源であり、特に基本計画

の中で、食糧自給率向上の内訳の中の大部分をここが占めております。いずれにし

ても皆さんの期待はあるんですけれども、卓越年級群の発生に左右される問題があ

ります。以上です。 

○吉岡部会長 

 よろしゅうございますか。 

 そのほかに何かございましたら。 

○畔田委員 

 産学官の連携のもと、漁獲努力量の削減によるアカガレイの資源回復という壮大

な実証実証実験が具体化しつつあるわけですが、資源の増減をより高い精度で把握

できる手法の開発や体制の整備が必要と思います。やれることから始めて、資源の

状況をみながら努力量を加減しつつ、１０年間の資源量を１２０％にしようという

目標達成を目指すのが現実的な手法と考えられますが、そのためには資源量の的確

な把握が前提となります。研究機関へに予算措置等も含めて対応する必要があるよ

うの思います。 

○事務局（羽鳥課長補佐） 

 メインは山口部長にお話ししていただきたいと思うんですけども、こちらの方か

らは、実は農林水産統計の調査体制は、もうこの資源回復計画に対応した体制に今

見直しております。もう１月からそういう体制ということがですね、今、アカガレ

イについても漁礁、今まで単独魚種になっていませんでしたけれどアカガレイをつ

け加えて、４分の１・四半期ごとに結果を速報するような体制ですとか、そういっ

た属人統計から属地統計への転換を図るとか、そういった内容を含めて、モニタリ

ングに対しての一助となるように見直しているということでございます。 

 あとは水研の方の調査体制の話になると思います。 

○吉岡部会長 

 今、貴重な御意見が実はあったわけでございますが、私はいろいろなところで勇

気をもって同じことを実は言わせていただいとるわけでございますが、今、日本海

でどの魚種でもそうでございますが、本当の生態というものがわかってないんじゃ

ないかと。暴言になるかは知りませんが、先ほど出ておりましたイワシの問題にし

ましても、アカガレイでもそうでございますが、漁業者が実際漁獲した数字でもっ

て多い少ない、増えた減ったと言われる。これじゃあ漁業者は私は納得しないと。

だからどの魚種におきましても、もっと研究予算をふやして生態調査を、今の、県
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の方々いらっしゃって失礼でございますが、各府県の縄張りとかいったようないろ

いろなことがやっぱりあるようでございますが、そういうことでなしに、やはり幅

広くね、いろんな漁業者が少なくともやはり要望するならば、そういうふうな予算

措置をしてね、本当の生態調査をすることが資源回復計画の私は基本じゃなかろう

かと思っておるわけでございまして、実は私は自民党の水産部会の小委員会でも発

言さしていただいたわけでございますが、だからもっと研究に、私は予算をつけた

ら、あるいは県のそうした指導性もね、国が大いに活用していただいて、やはり幅

広く私はやっていただくことが、漁業者を説得する一番の方法じゃないかと、この

ように思っておるわけでございますので、きょうは課長もいらっしゃいますし、推

進官もいらっしゃいますので、特に今後、こうした予算もいろいろあるわけでござ

いますけれども、それを運用できるのかできんのか知りませんが、もっと各県には

官船とか指導船というのがたくさんあるわけです。そうしたものを有効に利用して

いただいて、資源調査について格別な御支援をお願いしたいなと、このように私個

人として思うわけでございますので、お願いいたします。 

○佐藤推進官 

 調査に係わる予算の件でちょっとよろしいですか。 

 今回の資源回復計画の検討において水研なり水産試験場の方とお話ししたとき

に、今までと決定的に違うことが一つあることを指摘させていただきました。それ

は何かというと、今までは資源の評価をして、いい、悪いというものをやって、若

干の管理措置を提案することで良かったが、今後は一つの具体的な管理方策の提案

をして、その結果についても評価していかなければいけないと。つまり今までの研

究費予算というのは比較的地味な感じがしまして、調査結果が本当に漁業の現場の

管理に結びついているのか、逆に言いますと研究者が訴えてもなかなか、それは研

究者が言ってることでということで現場は動かないところがあったのかもしれな

い。そういう面からしますと、今回の場合は研究者にとっても非常に厳しいデータ

を出して、そこに対しての一定の施策を提言させられて、今度、結果についてもレ

ビューをしていかないけないと。逆に漁業者もそういう研究結果に出されたものに

対応し実行していくということになりますと、今まで以上に研究の成果と漁業つま

り最終的には経営との関係が非常に密接になってくるんではないかという感じを

期待しているわけです。 

 だから今でも、例えば伊勢湾などはいつコウナゴを解禁するかとか、こういうも

のについては水試の調査と漁業が極めて密接な関係になっているという感じがす

るわけです。また、秋田県のハタハタも毎月、県としても相当のお金を入れて資源

量の把握をやってきている。やはりそういう面からしますと、最終的に研究費の増

額というのは、新しいこういう取り組みの中で調査結果が具体的に漁業管理のどこ

に役だってくるのかというふうに明らかになれば予算にも反映しやすくなる。恐ら

く資源回復計画をやっているうちにうまくいかないのが出てきます。その理由は何

かということは当然問われます。しかし、それは後退ではなくて、必ず調査の拡充

の必要性が生じてくるし、失敗から学ぶものもあるという形で、逆に漁業者の研究

に対する信頼も注文も厳しくなるんではないかと、そういうふうに考えておりま

-31-



 

す。徐々にですけど、資源回復に取り組むことが恐らく最終的には研究費の拡充と

いうふうにつながっていくんじゃないかというふうに希望しております。 

○吉岡部会長 

 そのほかにございませんでしょうか。 

○三木委員 

 教えていただきたいんですけども、漁獲努力量の削減措置で各県の取り組みが出

されてまして、その中で先ほど石川委員からも各県の取り組み、いろんな差がまだ

あるということでしたが、その中で鳥取県が項目として休漁と、あとサイズの規制

が示されておりますけれども、こういうものはサイズ規制の下に共通措置として導

入を提唱というようなことも書かれてますように、広がる可能性というのがあると

思うんですが、鳥取県でこの休漁とサイズの規制というのが項目として出てきたそ

の経緯というものを教えていただきたいなと思っております。 

○吉岡部会長 

 きょうは生越委員も出ておられますので、直接お話をしていただきたいと思いま

す。 

○生越委員 

 まずアカガレイの２０ｃｍ規制というのを、鳥取県では平成７年ごろから実施し

ております。その後、県が中心になって資源管理を実施して、小型漁がよけとれる

ので、平成１０年に１８ｃｍにしました。しかし、１８ｃｍでは小さいじゃないか

という漁業者の意見もあり、結局２０ｃｍでいこうという格好で現在やっとる、そ

ういうことです。 

 それから、漁場の問題で、小さいカレイいうものは、おる場所はほとんど決まっ

ておりまして、だったらそこの漁場に行かんようにしようとか、それから売らんよ

うにしようやと。そこを保護しようかというのが、大体水深１８０ｍぐらいだと思

っておりますけれども、そこを保護しようというのが鳥取県の考えです。 

○三木委員 

 ありがとうございます。 

４ 閉会 

○吉岡部会長 

 よろしゅうございますか。 

 そのほかにいいですか。 

 それでは、大変長時間にわたり議事進行にご協力をいただき厚くお礼を申し上げ

る次第でございます。 

 いずれにいたしましても、やはり総論賛成、各論反対というふうな、またいろん

な問題も出てくる危険性も私はあろうと思っておるわけでございますが、そこらを

十二分に説得しながらクリアにしていかなければ目的達成ができない、このように

思っておるわけでございます。どうかひとつ、今後とも御支援、御協力をいただき

ますようにお願いを申し上げまして、閉会とさしていただきます。大変きょうはど

うもありがとうございました。 
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