
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海・九州西広域漁業調整委員会 

第５回日本海西部会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１５年１０月１４日 

水産庁資源管理部管理課 



１ 開催日時 

平成１５年１０月１４日（火）１３：００～１４：０５ 

 

２ 開催場所 

東条インペリアルパレス 曙の間 

 

３ 出席者 

（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 

（独立行政法人水産総合研究センター） 

 木下貴裕 日本海区水産研究所資源評価研究室長 

（水産庁） 

 髙柳充宏 資源管理部管理課長 

 佐藤力生 資源管理部管理課資源管理推進室長 

 齋藤晃  資源管理部管理課資源管理推進室資源管理企画班課長補佐 

 寺谷志保 資源管理部管理課資源管理推進室資源管理企画班企画調整係長 

 阿部智  資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班課長補佐 

 笠原光仁 資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班計画係長 

 宮﨑孝弘 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班調査企画係長 

 宮崎潤太 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班資源管理調査係長 

 栗田雅弘 境港漁業調整事務所長 

 渡邉崇也 境港漁業調整事務所資源管理係 

 渡部勝弘 新潟漁業調整事務所資源管理計画官 

 永井周  新潟漁業調整事務所資源管理係長 

 

４ 議 題 

 （１） 水産資源の状況について 

 （２） 日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画の実施状況について 

 （３） 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について 

 （４） その他 
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５ 議事内容 

 

開    会 

 

○阿部管理課課長補佐 

 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５回日本海西部会を開催させていただきます。 

 本日は、委員数 15 名のところ全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、本部会は成立していることを御報告させていただきます。 

 それでは、吉岡部会長、議事進行の方をよろしくお願いいたします。 

○吉岡部会長 

 それでは、ただいまから部会を開催するわけでございますが、本日は、大変お忙しい

中を、また午前中の会議に引き続きまして御出席をいただきましたことをお礼申し上げ

たいと思うわけでございます。 

 さて、本年３月 26 日に開催をされました第４回日本海西部会におきまして、平成 15

年度資源回復計画関係予算、なおまた、日本海西部アカガレイ資源回復計画の実施状況

及び一部見直し、次期対象候補魚種についての審議を実施いたしたところでございます。 

 次期対象魚種候補につきましては、特にベニズワイガニにつきまして、日韓暫定水域

を除く大臣許可漁業水域のベニズワイガニ資源にかかわります資源回復計画の作成に

着手することについて、当部会において承認をいたしました。 

 また、ハタハタ等の４魚種につきましては、魚種の提案がありました漁業者及び当該

魚種に関係ある漁業者主体に検討を進めるとともに、さらに沿岸漁業におきます対象魚

種の検討を行うこととなりました。 

 このような前回部会の結果を踏まえまして、本日の部会におきましては、まず日本海

西部海域における水産資源状況の報告を受けまして、実施中の日本海西部アカガレイ資

源回復計画の実施状況の報告、そして、ベニズワイの資源回復計画の進捗状況と検討素

案の説明、そのほか候補魚種の検討状況等について、後ほど事務局から説明をいただき

まして審議を進めてまいりたいといたしております。どうかひとつ、よろしくお願いい

たしたいと思うわけでございます。 

 それでは、議事に入ります前に、本日、水産庁の方から髙柳管理課長にお越しいただ

いておりますので、御挨拶をいただきたいと思います。 

○髙柳管理課長 

 恐れ入ります。水産庁の管理課長、髙柳と申します。よろしくお願い申し上げます。 

 本日、日本海・九州西広域漁業調整委員会の第５回日本海西部会が開催されるに当た

り、一言、御挨拶申し上げます。 

 委員各位におかれましては、このたび、御多忙中にもかかわらず御出席いただきまし
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て、まことにありがとうございます。資源回復計画につきましては、本部会で御審議い

ただきました日本海西部アカガレイ資源回復計画を初めといたしまして、これまでに５

計画・11 魚種につきまして策定・実施しております。 

 午前中に開催されました本委員会におきましては、日本海沖合ベニズワイガニ資源回

復計画の今後の検討に関しまして、本部会及び日本海北部会で審議を進めることで了承

いただいております。本日の審議事項といたしましては、日本海沖合ベニズワイガニ資

源回復計画につきまして予定しております。 

 また、こういった資源回復計画の実行への支援につきまして、午前中の委員会でも御

審議を賜りましたが、水産庁といたしましては、休漁などについて支援措置を用意して

おりまして、今後とも、こういった計画につきまして、当委員会・部会等と御審議いた

だきながら支援してまいりたいと考えております 

 特に平成 15 年度からは、公共事業の中に資源回復計画により発生する休漁者に参加

していただきまして、漁場保全事業を行う新たなメニューを立ち上げておりまして、こ

ういった事業も積極的に御活用いただければと思っております。 

 さらに現在、平成 16 年度概算要求といたしまして、資源回復計画策定を加速化する

ために、栽培漁業との連携強化等につきまして財務省等に要望しております。 

 こういった資源回復計画の着実な推進のため、当部会がその役割を十分果たされるこ

とが、資源管理、そして水産業の発展のために、極めて大きいものがあると考えており

ます。 

 このため、当部会におきまして委員各位から忌憚のない御意見を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

 はなはだ簡単ではありますが、私の挨拶とさせていただきます。 

○吉岡部会長 

 課長、どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして部会の議事に入りたいと思うわけでございますが、まず、

お配りをしてございます資料の確認を事務局の方からお願いをいたします。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、委員のお手元にお配りさせていただいております資料の確認をさせていた

だきます。 

 まず議事次第、これは１枚紙です。座席表が１枚、委員名簿１枚、出席者名簿１枚で

ございます。 

 続きまして、ホッチキスとじしているものでございますけれども、横長の表がついて

おります資料１、資源評価対象種の資源状況という資料でございます。 

 続きまして、資料２－１「日本海西部関係県別の漁業者協議会等の開催実績」、資料

２－２「アカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画の実施状況」、資料３「日本海沖合ベ

ニズワイガニ資源回復計画の検討素案」、資料４「次期候補魚種に係る検討状況及び今
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後の検討方向について」、以上の資料を提出させていただいております。 

 もし資料がないようでしたら事務局の方に申し出てください。 

 

議事録署名人の指名 

 

○吉岡部会長 

 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。 

 部会の事務規程第 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

署名人を選出する必要があるわけでございます。事務規程では部会長から２名以上指名

するということになっておるわけでございますので、まことに僭越ではございますけれ

ども、私の方から御指名をさせていただきたいと思います。 

 今回の部会議事録の議事録署名人といたしまして、海区調整委員会の互選委員の方か

ら石川県の橋本委員、大臣選任の漁業者代表委員の方から三門委員のお二方にお願いを

いたしたいと思います。 

 

議題１ 水産資源の状況について 

 

○吉岡部会長 

 それでは、議題に移らせていただきたいと思います。 

 １番目の日本海西部海域の水産資源状況について、９月上旬に全国の資源評価会議が

開催をされまして、平成 15 年度の資源評価の結果が公表されました。つきましては、

当部会関連で作成済み又は検討中の資源回復計画の候補魚種の平成 15 年度の資源評価

結果について、独立行政法人の水産総合研究センター日本海区水産研究所の木下室長の

方に御説明をお願いいたしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○木下資源評価研究室長 

 水産研究所の木下と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 皆様にお配りしてある資料１に基づいて、今回の対象魚種の資源状況について御報告

したいと思います。 

 水産研究所では、日本各地で 80 系群の魚種の資源評価を行っております。そのうち

日本海に関係するものとしては、お配りしている資料１の横長の表ですけれども、大体

40 種類・系群の魚種の資源評価を行っております。そのうち、今回評価の御説明をい

たしますズワイガニ、アカガレイとベニズワイガニですけれども、お手元の表の中のＴ

ＡＣ対象魚種としてズワイガニの資源評価を行っております。これは日本海系群、Ａ海

域とＢ海域、海域によって分けておりますけれども、その資源状態というのは、大体中

位水準で、今現在、増加傾向にあるというふうに評価しております。それで、ＴＡＥ魚
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種と書いてありますアカガレイですが、日本海系群として中位の横ばい状態、その他の

魚種としてベニズワイガニ、これの日本海系群ですけれども、この資源状態というのは

低位であり、動向というのは減少傾向にあるというふうに総括をしております。 

 この魚種の資源状況の説明について、もう少し詳しく御説明したいと思います。１ペ

ージ開いていただきたいと思います。 

 まずアカガレイですけれども、アカガレイは日本での漁獲対象魚種としては、かなり

深海性の深いところに棲んでいる魚種でして、日本周辺海域の太平洋側にも分布してい

る魚種です。評価の対象として今やっているのは、日本海のアカガレイの資源状況です

けれども、1980 年代は、かなり高水準に資源というのは存在しておりました。しかし、

その後、90 年代にかけまして、非常に資源状態は悪化しております。その後、また増

加傾向にありまして、一時、1980 年代から 90 年代にかけて資源は低レベルになったん

ですが、現在は中位水準まで回復していると考えております。 

 ３ページ目の右上の表、棒グラフをちょっと見ていただきたいのですけれども、アカ

ガレイは石川県から西の方の海域のアカガレイを一つの系群として考えておるのです

が、非常に小さいグラフで見にくいんですけれども、その中の石川県などの福井・石川

あたりの海域のアカガレイの資源状態、漁獲量というのは、かなり 80 年代近辺と同じ

ぐらいまで増加をしております。しかし、もう片一方の、もっと西の方の鳥取県や隠岐

周辺のアカガレイの漁獲量というのは、依然として低水準のまま増加傾向が見られてお

りません。 

 このような全体の状況から判断いたしまして、アカガレイというのは現在、中位ぐら

いの水準であって、資源動向というのは、大体、横ばい状態にあるのではないかという

ふうに考えております。したがいまして、ＡＢＣ、これは生物学的な許容漁獲量ですけ

れども、現在の漁獲量を若干下げた程度で漁獲水準を維持した方がよろしいんじゃない

かというふうなことを我々としては考えているのがアカガレイの今の資源状態です。 

 次に、２ページほどめくっていただきたいのですけれども、これはズワイガニです。

ここで評価の対象としておりますズワイガニも、これは日本海におけるズワイガニの資

源状態の評価を行っているわけですけれども、このズワイガニの資源状態にいたしまし

ても、これは６ページの左の一番上の棒グラフを見ていただきたいと思います。 

 まず、棒グラフで示しているのは日本海全体でのズワイガニの漁獲量ですけれども、

過去 70 年代には、大体１万 6000 トンぐらい漁獲量があったものが、現在では、大体

4000 トン程度の漁獲量を示しております。ただ、ＣＰＵＥや資源量指数などいろいろ

なものを検討いたしますと、近年、かなり増加傾向が認められておりまして、大体、今

の傾向としては、資源的には中位水準ぐらいだろう。それで動向としては、増加傾向で

あるというふうに考えております。したがいまして、現状の漁獲のあり方としては、大

体 5000 トン程度、これは、今の漁獲量よりも若干多いんですけれども、かなり資源状

態が回復傾向にありますので、今の漁獲量よりも少しいいぐらいのところで漁獲を抑え
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ておきなさいというのが我々の資源評価の結論です。 

 次に、今度はベニズワイガニにいきたいと思います。９ページ目からベニズワイガニ

ですけれども、ベニズワイガニというのは、他の魚種に比べると、生物学的な知見が乏

しく、また、周りの状況も余りよくわかっておりません。周りの状況というのは、ベニ

ズワイガニは日本海全体としましては、これは日本も獲っておりますけれども、韓国も

相当漁獲しております。それで、韓国の漁獲量と日本の漁獲量が、大体同じぐらいのレ

ベルにありますので、なかなかその状態というのが把握しにくい、そういうような魚種

です。 

 このベニズワイガニの資源状態を評価するのに、我々としては篭によるＣＰＵＥ、１

篭当たり、どれぐらいベニズワイガニが獲れているかというのを指標として評価を行っ

ております。その評価になりますと、10 ページ目の左上の棒グラフと折れ線グラフが

ついているグラフですけれども、主に、このグラフによるＣＰＵＥの動向に基づいて資

源の評価を行っております。ベニズワイガニは沖合での大臣許可漁業のＣＰＵＥという

のは、近年、余り状態はよくありません。これは、かなり明瞭に減少傾向を示しており

ます。しかし、沿岸の方に近い知事許可漁業の方は、それほど悪い状態にはありません

ので、ベニズワイガニに対しましては、全体として資源状態は低位であり、動向は減少

傾向ですけれども、特に、沖合における大臣許可漁業に関しては、非常に資源状態はよ

ろしくない。これは、もっと漁獲努力量を下げるべきだというふうに我々は評価してお

ります。 

 それで、評価結果は過去の漁獲量の推移から計算して求めております。 

 非常に雑駁な話ですけれども、これが、今回の評価対象種の御説明としたいと思いま

す。 

○吉岡部会長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明に対しまして御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。 

 どうぞ。 

○畔田委員 

 ベニズワイガニで、知事許可水域と大臣許可水域の資源の動向が極端に違いますね。

一方はふえつつあるし、片一方はかなり減少している。これは理由というか、その辺、

わかっている範囲で教えていただければと思います。 

 同じ種類で、同じような生態系で、これは、大臣許可水域の漁獲努力量が資源に対し

て知事許可水域よりは高かったとか、そういうこともあるんでしょうか。 

○木下資源評価研究室長 

 これは、正確にそういうふうな確証があるのかと言われると、なかなかそういうこと

をつきとめるだけの情報はそろってはいないんですけれども、やはり全体の資源動向と
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か水準から考えますと、今の畔田さんから言われたとおりのことを私も想定しておりま

す。 

 やはり沖合水域、つまり大和堆周辺の海域の漁船の獲っている漁場位置などをいろい

ろ見ておりますと、割と沖合水域に努力量が集中されているところというのは、大和堆

付近であっても、だんだん少しずつ場所の重点が変わってきてしまっている。漁場とし

ての価値がなくなったらば次の漁場に移ると、そのような関係があるのではないかと考

えております。 

 それに対して知事許可漁業というのは、これは日本の割合と沿岸水域に近いところで

すけれども、割と安定した同じようなところで、漁区も同じようなところで獲っており

ますので、私は、これの動きから見ますと、沖合水域に関しては、漁獲努力量がかなり

過大にかかってきている。その結果として、ＣＰＵＥがかなり減少傾向にあるのではな

いか。まず、１点目はそういうふうに考えます。 

 このベニズワイガニのお話をするときに、最初にもちょっと申しましたが、日本海に

おけるベニズワイガニというのは、大体、韓国と日本と同じぐらいのレベルで漁獲され

ております。韓国というのは、当然のことですけれども、日本のＥＥＺ内では、暫定水

域を除いて漁業はできないわけですが、暫定水域を含めてＥＥＺの外のところというの

は、韓国も当然、漁業を行っているでしょうし、日本の漁獲努力量と韓国の漁獲努力量

をあわせたときにどうなるでしょうかとなると、これは想像の世界でしかないんですけ

れども、かなり高いものだと考えております。 

 また、沖合水域でとられているベニズワイガニの甲幅組成を見ましても、かなり小型

化が明瞭に認められますので、沖合海域におけるＣＰＵＥの減少というのは、私は過剰

努力量だというふうに推測します。 

 ただ、それを確証するだけのデータというのを確実に持っているとは、ちょっと言え

ない状態にあります。一番大きいのは、やはり韓国がどういうふうに獲っているんです

かということを確実につかまえられないというところが大きい問題です。 

○畔田委員 

 どうもありがとうございました。 

○吉岡部会長 

 そのほかにございましたら。 

 それでは、ないようでございますので、次に進ませていただきたいと思います。 

 

議題２ 日本海西部のアカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画の実施状況について 

 

○吉岡部会長 

 次は、「日本海西部のアカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画の実施状況について」

でございます。 
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 この資源回復計画につきまして、昨年の９月６日に作成公表されました。関係府県の

漁業者によりまして、同計画に基づきます削減措置が実施されているところでございま

すが、現在までの実施状況につきまして事務局の方から説明をお願いいたしたいと思い

ます。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、資料２－１、２－２に基づきまして説明させていただきます。 

 それで、資料２－１でございますけれども、これは日本海西部の関係府県管内で行わ

れた漁業者協議会の開催実績でございます。 

 石川県でございますけれども、３月の部会以降、５月、６月、７月、９月、万遍なく

地域別の漁業者協議会をやっていただいております。対象としては、底びき漁業者の協

議会もございますし、魚種、漁業種類別の漁業者協議会であるとか、地域別の沿岸の漁

業者による協議会であるとか、かなり積極的な議論がなされております。 

 福井県でありますけれども、底びき漁業者による全体的な漁業者協議会が開催されて

おります。 

 京都でございますけれども、定置の漁業者研修会における検討もなされておりますし、

底びき関係の漁業者協議会を開催してきております。 

 兵庫県でございます。兵庫県の方におきましても底曳網漁業船長会、そういうふうな

各漁協単位の会合の中で議論をしていただいておりますし、県知事許可のベニズワイガ

ニの漁業者協議会等も行ってきております。 

 鳥取県でございますけれども、鳥取県におきましても底曳網の船長会を中心に検討が

なされてきているということでございます。 

 島根県でございますけれども、これも基本的には沖底漁業者、小底漁業者というふう

な底びき漁業者による検討が進められてきているということでございます。 

 あと、資料には載せておりませんが、これにつけ加えるものとしては、ベニズワイガ

ニの漁業者協議会というのが、これは県単位ではなく広域で、ベニズワイガニの漁業者

の団体であります日本海カニ篭漁業協会の方が主体となって大臣漁業者の会議を計３

回ほどやってきております。 

 続きまして、資料２－２でございます。日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）資源回

復計画の進捗状況でございます。この資料につきましては、資源回復計画の漁獲努力量

の削減措置、資源の積極的な培養措置、漁場環境保全措置という部分を抜き出して、そ

れに実施状況をつけて、資源回復計画の削減措置を見やすいようにつくっております。 

 このアカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画につきましては、各県ごとに漁業者が取

り組む措置が異なるということでございますので、石川県から島根県まで県別に内容、

対象漁業者等を整理しております。 

 それでは、実施状況、一番右端の欄をごらんください。石川県の措置につきましては、

今年も保護区域の拡大や分離網の導入などがございますけれども、これはきちんと実施
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されております。 

 福井県におきましても、分離網の導入という部分で 15 年度分、実施済みでございま

す。 

 京都府でございますけれども、分離網の導入につきましては今年度中に導入するとい

うことでございますけれども、その他につきましては、すべて 15 年度予定部分は実行

できております。 

 続きまして、ページをめくっていただいて２ページ目でございます。兵庫県の部分で

すけれども、保護礁の設置ということでございますが、これにつきましては設置場所を

検討中ということでございまして、今、関係県間で調整をしているところでございます。

保護区の設定につきましては、導入して実行がされております。 

 鳥取県の保護礁・保護区の設置でございますけれども、これは兵庫県のところで説明

したものと同様でございますが、関係県で現在調整中の状況でございます。あと休漁措

置でございますとか、小型魚の保護、20 センチ未満サイズの保護というものにつきま

しては、今年度もきちんと実施がされております。 

 島根県でございますけれども、目合いの拡大、採捕の自粛、減船、休漁とありますけ

れども、減船につきましては前年度に実施済みのものでございますけれども、それ以外

の措置については、15 年度予定のものはすべて実施しております。 

 （２）の資源の積極的培養措置ですが、これについては、資源回復計画上も特に講じ

るという予定にはしておりませんでした。 

 ３ページ目でございますけれども、（３）漁場環境保全の措置でございます。これに

つきましては、福井県、京都府、島根県におきまして、海底耕耘・海底清掃を行うとい

うことで予定しておりましたが、これにつきましては全県ともに、15 年度に予定して

いた海底耕耘・海底清掃については、すべて実施が完了しております。 

 実施状況については以上でございます。 

○吉岡部会長 

 ただいま、事務局から説明があったわけでございますが、本件につきまして御質問が

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。 

○阿部管理課課長補佐 

 すみません、部会長、先ほどの広域漁業調整委員会のときに予算の執行等も、資源回

復計画の進捗状況のところで説明すると申し上げましたので、簡単に、どの削減措置に

対してどういう予算を使っているかということを御説明させていただきます。 

 まず、資源回復計画の推進支援事業という事業がございます。これは休漁等の支援、

休漁する漁船に対して支援をしたいとか、漁具の改良に対して、そういうふうな改良漁

具を導入する者に対する支援でありますとか、そういうものを行う事業でございますけ

れども、石川県、福井県、京都府が行う分離漁獲型底びき網の導入につきましては、支

援事業を使いまして実施がなされております。多いところでは、事業費で 2,000 万円を
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超えるような金額の県もございます。 

 続きまして、京都府の休漁漁船の活用につきましても漁場環境保全ということで海底

耕耘を実施しておりますが、これにつきましても資源回復計画推進支援事業を使って実

施しております。 

 続きまして、島根県の休漁措置でございますけれども、これについては、休漁期間中

に海底耕耘・海底清掃を行うということにしております。これにつきましては、予算の

ところでは説明しておりませんけれども、公共事業の枠を使って休漁した漁船を活用し

た海底耕耘事業というものを実施してきております。 

 事業の活用状況については、以上の状況でございます。 

 あと、実際の金額的な部分でございますけれども、日本海西の部分に係る資源回復計

画推進支援事業の執行状況としては、国費ベースで 2,400 万円程度の実施ということに

なっておりまして、ほかの事業の資源回復計画の並びからしますと、かなり使っていた

だいた部類ではありますが、予算自体が今年度 6億円という枠を用意しておりましたの

で、まだ実施について枠の余裕はあるという状況でございました。 

 以上です。 

○吉岡部会長 

 それでは、御質問がございましたら承りたいと思います。 

 どうぞ。 

○畔田委員 

 海底清掃、これは特に浅い海なんかでは、かなり有効な事業だと思うんですけれども、

海底清掃で取れたビニールの袋とか、そういう廃棄物は処理するような仕組みはできて

いるんでしょうか。 

○阿部管理課課長補佐 

 この事業を実施するときに、漁業者協議会等でも、そういうふうな清掃事業をしたと

きのごみの処理が、かなり問題で上げられておりまして、公共事業を使って海底耕耘を

したような場合に取れるごみについては公共事業で、そういうふうな処分費も出せると

いうことですので、恐らく、そういうものを使って処理がなされているのであろうと思

っています。 

 あと、推進支援事業という休漁漁船の活用、国・県・漁業者が３分の１ずつ出すとい

う事業については、ごみの受け入れは地元市町村になるので、恐らく地元の市町村との

話し合いで、そういうふうな処理についてなされているのではないかと考えておるとこ

ろでございます。 

○吉岡部会長 

 よろしゅうございますか。 

そのほかに、どうぞ。 
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○三木委員 

 海底耕耘について前の部会で、公共事業としてやる場合の問題点を幾つか出されてい

たと思うんですけれども、その辺は何か、実施に当たって具体的に効果の認定だとか、

あと漁業者の公共事業を行うに当たっての専門性だとか、この前、問われていたと思う

んですが、その辺に関して、何か出てきた問題点はあるのかということ。 

 あと、ちょっと細かい話なんですけれども、具体的に海運耕耘した場合にどういうよ

うな算定、支払い方法が行われているかを教えていただきたいと思います。 

○阿部管理課課長補佐 

 海底耕耘の事業ですけれども、公共事業で実施する資源回復支援基盤整備事業という

枠ができわけですが、これは 90 億以上の国費があるということで、これを使ってやっ

たらどうかということを水産庁として推進していたわけでございますが、前回の部会に

おいても、公共事業としては、やはり費用対効果的なものをきちんと算定していかなけ

ればいけないという部分が、この資源回復計画と結びつけてどういうふうにやっていく

のかというところが、まだはっきり水産庁として方向性というか、こういうふうに出し

たらいいんですよというものが出せなかったというところであったわけでございます。 

 これについては、関係課であります計画課というのがあるんですけれども、そちらの

方と話を進めておりまして、16 年度に資源回復計画支援基盤整備事業を使ってやろう

と言っている県に具体的に調査に入って、それで個別の例として、こういう出し方でや

りましょうというのを、今、調査を行っているところです。 

 それで、これについては関係課が聞いているところによると、本年内にはその調査を

終了して、各県、やりたいと言っている漁業者を抱えている県には、年内、遅くとも年

明け早々ぐらいには調査結果を提供できるというふうな状況になっていると聞いてい

ます。 

 また、公共事業を使った海底耕耘について、せっかく公共事業という、水産庁の中で

も非常に規模の大きな予算の中で、これを使ってという話もなかなか各県から来なかっ

たわけでございますけれども、実は声をかけていたのですが、それにつきましては、実

際にやりますよという意見もかなりふえてきておりますし、今後、そういうふうな調査

で、きちんと費用対効果の出し方まで水産庁が提示できれば、かなりの確率でふえてい

くのではないかと考えております。 

 それと、お金の支払い方法でございますけれども、これは公共事業の事業規模により

まして、県で行う事業と市町村が行う事業というのがあるわけでございますが、今も公

共事業を使って、漁業者を活用した海底耕耘を実施している事例があります。そういう

ふうな事例を踏まえますと、県や市町村が特定の漁協と契約を結んで、その中で休漁漁

業者に実施をさせるというふうなやり方で進めてきているようでございますので、恐ら

く、休漁する漁業者をきちんと生かす枠組みとしては、そういう枠組みを使っていかな

いと、なかなか休漁している漁業者に行かない可能性があるので、そういう枠組みを使
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ってやっていただけるものだと理解しております。 

○佐藤資源管理推進室長 

 三木委員の御質問は、一体、公共事業で雇われて海のごみ掃除をするときにどのぐら

いのお金を払うかと、もしそういう御質問でしたら、基本的な積算の根底は、私も聞い

たところによれば、私どもがやっている、いわゆる一般会計による補助事業の用船料、

役務提供的な形なんですが、このもともとの積算の根拠は公共事業を参考にしていると

いうことなんです。 

 それと、日韓財団による清掃事業がございますが、これをつくるときにこの程度の船

のサイズであれば、大体、この程度の経費がかかるだろうという全国の例をいろいろ調

べました。例えば、乗組員１人の日当が２万 4,500 円とか、15 トン未満の船であれば、

たしか、１日用船して１万 5,000 円とか、それから、油代は実費にするなど、公共事業

の中の最初の算定で、一応、基本形があると聞いております。 

 それで、非公共の推進支援事業の予算を使う場合は、この算定方式をまま利用してお

りますので、事業計画の中であらかじめ、そういう金額というのが漁業者はわかるわけ

です。 

 ところが、公共事業になりますと、ここに、いわゆる競争入札というのが入ってきま

す。それから事業管理主体が、場合によっては一般の事業者ということもあるようです。

そのときどうなるかというと、要するに、中に入る業者が地域によって相対で漁業者と

契約するわけですね。だから、公共事業の積算は、基本はこうなっているけれども、漁

業者の手元に渡る金額は、その金額より低くなってしまうというところもあるようでご

ざいます。 

 たしか、予算を要求するときの基本は同じだと聞いておりますけれども、例えば事業

主体が直接、漁協とか市町村になった場合は、これは、かなりそのままの金額になると

思うんですけれども、その中に業者が入りますと、それなりに競争になります。もちろ

ん、競争すればするほど、全体を低コストでやるという業者に契約は落ちます。そうし

ますと、用船する漁業者に対する支払いもそれだけ低くなってくるということ、これは

一方でまた、公共事業の枠組みとしてどうしてもある。 

 ところが、競争力のある低コストでも、ごみ掃除しますよという人が休漁以外の人で

入ってくると、これが困るわけですね。それで、私どもは公共事業の中に、休漁漁業者

しか使ってはいけませんよという枠組みをつくったわけです。そういう要綱・要領をつ

くっていますから、休漁以外の人を雇って事業をすることはできないんです。ただ、業

者が入りますと、その人が一体、休漁漁業者を幾らで雇うか、これは業者と休漁する漁

業者との間の話し合いになるから、この辺は一律に、公共事業に乗ったらこれだけ有利

ですよということは言えないようです。 

 ただ、一つだけ言えるのは、漁民の３分の１負担は、初めから公共事業の場合ありま

せん。それから公共事業では、回収してきたごみの処理までの経費も出ますという面か
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らすると、どちらが有利かというのは地域によって違うのではないかということでござ

います。 

○三木委員 

 丁寧な御説明、ありがとうございました。 

○吉岡部会長 

 そのほかに。 

 よろしゅうございますか。 

 

議題３ 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について 

 

○吉岡部会長 

 それでは、次に進ませていただきます。 

 ３番目の議題でございます「日本海沖合ベニズワイガニの資源回復計画について」で

ございます。 

 このことにつきましては、前回の部会で回復計画の作成に着手することに了承いたし

ました。その後、日本海の北部会でも承認をされまして、本日、午前中に行われました

本委員会では、ベニズワイガニ資源回復計画の審議を、今後、本部会及び日本海北部会

で行うこと、また、両部会で了承されますれば、その結果をもって委員会の了承とする

こととされました。 

 当部会といたしましては、本委員会の決定を受けまして、今後、日本海北部会ととも

にベニズワイガニ資源回復計画に係る審議を実施していくこととなります。 

 それでは、前回の部会以降に進められております日本海沖合ベニズワイガニ資源回復

計画の作成状況について、水産庁から説明をお願いいたしたいと思います。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について説明させていただきます。 

委員の皆様に御提供させていただいている資料としては資料３、検討素案でございます

が、これは本委員会にも諮った資料でございまして、それ以外の資料はございません。

それで、この資料により、もう一度、前回部会から今回までの漁業者協議会等での検討

状況について説明させていただきたいと思います。 

 まず、前回部会で報告したのは、部会長からも御説明がありましたとおり、今年の２

月ごろ、大臣管理の漁業者の漁業者協議会がありまして、そこで資源回復計画に着手し

ようという話があり、その後、この日本海西部会にこの漁業者協議会での決定をもって

事務局より提案し、資源回復計画の作成に着手するということが了承され、日本海北部

会でも了承されました。それで、さらに今日午前中に開かれた本委員会では、今後の検

討についても、日本海西部会と日本海北部会で行っていくということが決められたわけ

ですが、前回部会以降で言いますと、大臣管理漁業者、対象漁業者数としては、かなり
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限られておりまして十数人の漁業者しかおりません。 

 それで、前回の部会以降も水産庁側から、資源回復の方策、減船であるとか、休漁で

あるとか、保護区域の設定であるとか、あと、篭を海に敷設している時間によって、か

なり小型魚が抜けていくということも試験研究の結果からあるので、そういう操作はと

れないとか提案をさせていただきました。 

 そういう中で漁業者の方からは、まず水産庁から提案したものを見て、これは、すぐ

に結論が出せないので一度持ち帰って、またもう一度、大臣管理の漁業者協議会を開い

て、ある程度の方向性を出したいということで話がありまして、実は、その提案を９月

の上旬に行いました。漁業者はその提案を持ち帰って、もう一度９月の下旬、９月 25

日にもう一度、ベニズワイガニの大臣管理の漁業者に集まっていただきまして検討しま

した。 

 その中では、資源の状況のところでも水産研究所の木下室長から話がありましたが、

大臣管理漁業者をめぐる漁業の状況としては、かなり大臣管理の水域、特に大和堆の東

部分のＣＰＵＥが落ちているということで、篭を入れても獲れないような状況がかなり

あって、それから、漁場をどんどん水深の浅い方から 2,000 メートル付近の深い方のま

で東に移動してきている状況であると。それで、かなり小型魚も獲られてきているとい

う状況もあるという話がありました。そういうものを何とか打破するのにどのような方

法がいいのかということを議論しましたが、やはり減船という枠組みは必要であるとい

う意見が出ました。また、減船だけではなくて、そこで漁業を実施する漁業者みんなが

何かできるような措置として休漁措置、これについてやってはどうかという方向でまと

まりました。 

 それで、休漁につきましては、今、７～８月が休みですので、その前後につけるとい

うふうな意見もございましたし、あとは全然別の期間にやるという意見が出ました。休

漁のやり方としては、長期で１カ月程度の休漁をとるようなやり方もあるだろうし、10

日ぐらいの単位の休漁を断続的に実施していくというような方法もあるだろう。ベニズ

ワイガニ漁業の実態からいたしますと、各漁業者ごとに漁場が固定されているというこ

とがありまして、自分の漁場をいかにして守るかという方策を各漁業者が検討して最終

的な方向づけができればというところまで、今進んできているところでございます。そ

れで、休漁と減船を組み合わせてやりましょうというところまできました。 

 今後の状況といたしましては、具体的な内容、やり方についてはまだ決まっておりま

せんので、それについては、また大臣漁業者間で集まってもらって検討していってもら

うことになると思います。それについては、漁業者の数がかなり限られておりますし、

それほどの会議の回数も必要ないのではないか、これは水産庁の憶測でございますけれ

ども、今後、この部会以降、また漁業者の方に集まってもらって協議を続けていき、次

の部会ぐらいまでに、ある程度の素案がかけられるぐらいの予定でやっていきたいなと

いうことで考えております。 
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 資料が広域漁業調整委員会の資料と同じものでございますけれども、より深い検討状

況としては、以上のような内容となっております。 

○吉岡部会長 

 大変、詳しく説明があったわけでございますが、本件について、御質問、御意見がご

ざいましたらお願いします。 

 特に御意見等ないようなので、資源回復計画におきます削減の措置といたしまして、

ただいま休漁と減船の組み合わせによります削減を主体とすることで検討されている

ということでございます。そういうことで、大臣許可水域のベニズワイガニ資源につき

ましては、非常に悪化が著しいということでございますので、早急に資源回復計画の作

成がされますよう、さらに漁業者協議会等で検討を進めていただきますようにお願いを

いたしておきたい、このように思うわけでございます。 

 

議題４ そ の 他 

 

○吉岡部会長 

 それでは、その他でございますが、その他の議題といたしまして、前回の部会で取り

上げました次期候補魚種等の検討状況についての報告を予定いたしております。 

 水産庁の方から説明をお願いいたします。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、その他のところでありますけれども、次期候補魚種に係る検討状況及び今

後の検討方向ということで、資料４として一枚紙の資料をつけさせていただいておりま

す。これをごらんいただきたいと思います。 

 前回部会で、資料４の１にあります５つの魚種について、各漁業者協議会から提案な

りがありました、ということで説明させていただきました。それで、そのときにおいて

は、関係漁業者間でもう少し、この魚種をどうするかについてもんで、さらに絞り込み

を行うとか、漁業者間で連携してやるとか、その辺の方向性をこの部会にお示しすると

いう予定になっていたと思います。 

 それで、資料２－１のところで説明しましたけれども、県によっては、かなり沿岸の

漁業者を含めてさまざまな漁業者単位での検討が行われた県もございますし、やはり一

方では、部会における検討の中で、沿岸漁業も含めてやりましょうという検討もあった

わけですが、なかなかそういうふうな場が持てなかったという県もあるわけでございま

す。 

 そういう状況にありますので、今日、ここに最終的な方向ということで、まだ出せる

状況のものではございませんので、検討状況と方向ということで説明させていただきた

いと思います。 

 まず１でございます。前回部会に提案のあった着手魚種及び候補魚種の検討状況です。 

 - 15 -  



 まず、ベニズワイガニにつきましては、先ほど説明したとおりでございます。今後、

漁業者協議会を開いて、さらに具体的な内容を決めていくということでございます。 

 ハタハタでございます。京都府の特定漁業者協議会、これは底びき漁業者の協議会で

ございますが、そこにおいて、ハタハタについてはどうしてもやっていこうということ

で、再度、合意がなされております。その一方で、その他の底びき漁業者の協議会にお

いては、まず資源状況がそれほど悪くない。特に昨年来、かなり漁獲が上がっていると

いうことがあること。また、アカガレイの効果が、まだ十分出ていない段階でちょっと

早いんじゃないかという理由から、これを具体的に対象魚種と決めるには、ちょっと早

いよというふうな意見があったようでございます。 

 続きまして、ニギスでございます。これについても鳥取県、これは前回の部会でも提

案漁業者として上げさせていただいておったわけでございますけれども、これの沖底関

係漁業者の漁業者協議会において、このニギスというのを引き続き検討していくという

ことが確認されております。また、その他の底びき網の漁業者協議会においては、アカ

ガレイの効果を見てから検討すべきという話があります。 

 ヤナギムシカレイでございます。これについては、京都府の底びき漁業者協議会にお

いては、まずハタハタが第一だけれども、これの次の魚種としては、当然、このヤナギ

ムシガレイが候補となるであろうという話がありました。そういうことで、今後、ハタ

ハタの次の対象候補魚種として検討を進めていくという話になっております。 

 また石川県におきましては、底びき網だとか刺し網だとかの沿岸漁業者協議会での検

討が引き続き進められているところでございます。また、それ以外の底びき漁業者から

は、ニギス、ハタハタと同じく、アカガレイの効果を見てから検討すべきというふうな

話で時期尚早という意見が出てきております。 

 沿岸性カレイ類につきましても、石川県で沿岸漁業者を含めた検討がなされておりま

す。また、その他の底びき漁業者からは、アカガレイの効果を見てから検討すべきとい

う意見が出てきているということが現在の検討状況でございます。 

 それで、今後の検討の進め方でございます。当然、引き続き検討していただくという

ことになるわけでございますけれども、まずベニズワイガニにつきましては、先ほどお

話したとおりでございまして、具体的に内容を詰めていく。また、それ以外のハタハタ

から沿岸性カレイ類までについては、まだ関係する漁業者間で、完全にこの魚種をどう

するかということについて意見がまとまっておりません。それで、その意見を早く集約

していただいて、その結果を見て今後の対応を考えていかなければいけないということ

で、次回部会までに漁業者協議会において、きちんとこの魚種をどうするのかというこ

とを確認していく。自分達としてはどうしていくのかということを漁業者協議会で確認

していくという作業を引き続きやっていただきたいと思っております。 

 あと、その他でございますけれども、上記候補魚種以外につきましてでございます。

これについては、前回部会でも話が出ていましたとおり、底びき網以外の漁業種類にお

 - 16 -  



ける資源回復計画候補魚種について、まだ底びき網の漁業者協議会しか開かれていない

県もございますので、そういうところについては関係漁業者が集まる場を持っていただ

いて、候補魚種がないのかということを確認していただくという作業を進めていただき

たいと思っております。 

 また、これは新たな切り口して水産庁の方で、広域漁業調整委員会の本委員会の方で

も、予算で、栽培漁業と連携した取り組みというお話を説明させていただきましたけれ

ども、栽培漁業と資源回復計画と連携による効果というものを念頭に置いて、栽培対象

種に関する資源回復計画というものも、また考えていってはどうかということで、そう

いうものに対して漁業者協議会で検討を進めていただきたいと考えております。 

 続きまして、午前中の会議でも佐藤室長の方から話がありましたけれども、県単独の

資源回復計画魚種というのが、この日本海西に関係するブロックでは、まだ上がってき

ていないと水産庁の方では認識しております。これについて、対象漁業者があるのかな

いのかも、多分、わからない状況だと思うんです。やはり漁業者に聞いて、それで資源

が悪化しているからやる必要があるというものについては早急に取り上げて、次の部会

までに報告できるように、水産庁として県の方に指導していきたいと思っております。 

 とりあえず、検討状況と今後の検討方向については以上でございます。 

○吉岡部会長 

 ありがとうございました。 

 次期の候補魚種につきましては、引き続きまして、次回の部会までに検討を進めると

いう説明がございました。なおまた、栽培漁業対象魚種、あるいはまた県単独の魚種と

いった方向性を打ち出されております。このような事務局からの説明につきまして、御

質問がございましたら承りたいと思います。 

 それでは、ないようでございますので、次期の候補魚種つきましては、引き続いて検

討を進めていただきますように、特にお願いをいたしておきたいと思います。 

 そのほかに何か、部会で取り上げる事項はございますでしょうか。 

 事務局からございませんか。 

 どうぞ。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、次回部会の予定でございますけれども、これを事務局より説明させていた

だきたいと思います。 

 これまでも秋と春、大体、９月、10 月と２月、３月という期間にこの部会を開催さ

せていただいておるところでございます。次回の予定につきましても、来年の２月から

３月ごろに開催させていただきたいと考えております。 

○吉岡部会長 

 来年の２月か３月ということでございますので、それまでに、先ほど出ております次

期の魚種につきましては十二分に検討を加えておいていただきたい、これを特に御要望
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申し上げておきたいと思います。 

 せっかくの機会でございますので、何か、皆様方の方で御意見がございましたらお伺

いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 どうぞ。 

○佐藤資源管理推進室長 

 こういう場で不適切かもしれないんですけれども、テレビで、また例のエチゼンクラ

ゲ、もう去年で終わったのかと思っていたのですが、何か、ここら辺で一言、二言、現

況を御紹介いただけたらどうかなと。私どもの方から勝手に提案させていただいて申し

わけないんですけれども。 

○橋本委員 

 石川も、昨年ほどはひどくないんですけれども、定置、それから底びき、この前、ず

っと北風が吹いておったものですから、底びきの方はちょっと少なかったんですけれど

も、定置は通常の３倍ぐらいの時間をかけて網を揚げている。それから、ずっと磯まで

来ていますので、刺し網の連中も、非常に大きいものですから、揚網中に網が破れて落

ちていく、そういう状況が９月の終わりごろから現在も続いております。 

 昨年は、ちょうどカニ場が始まってしばらく、いわゆる 11 月上旬ぐらいにうんと少

なくなったんですが、今年は昨年より若干遅れているような気がしますので、底びきと

しては、カニの解禁のときにどうなるかということを心配しているという状況でござい

ます。 

○吉岡部会長 

 そのほかの県はいかがでございましょうか。 

○平野委員 

 福井県といたしましては、定置網が全面的にだめだということで切り上げてしまった

という組合が多いわけでございます。底びきの方におきましては、大体 300 メートル外

では割合少ない、１個か２個しか入らない。しかし、カニの時期になって入るか入らな

いかは、網を揚げてみなければわからないというのが本音でございまして、定置網は非

常に困っているようでございます。 

○吉岡部会長 

 そのほかの県でいかがでございましょうか。 

 どうぞ。 

○和田委員 

 鳥取県ですけれども、一応、私どものまき網、沿岸の方はわからないんですけれども、

最近というか、６月ぐらいからですか、去年と同様にエチゼンクラゲが非常に多くて、

多いときはやはり、魚と混じってですけれども、死体クラゲで 20～30 トン。それで、

港に持って帰ってきてもその処理に困るという状態が続いております。これは、いつま

で続くのかわからないんですけれども、そのような状況です。 
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○吉岡部会長 

 そのほか、よろしゅうございますでしょうか。 

○佐藤資源管理推進室長 

 実は、これは本当にその他のその他の議題なんですけれども、私、たまたま先週、宮

崎県の延岡に行きまして、目合いを拡大して定置網で非常にいい取り組みをしていると

いうところがありまして、視察してきました。それで、お話には聞いていたんですけれ

ども、あそこはハリセンボンが、その日は比較的少なかったと言ったんですが、大きな

定置の船の前と後ろに山盛りになっているんですね。ただ、そのときにある人から、海

の中からとり上げても、ハリセンボンはすぐには死なないんだそうです、なかなか元気

がよくて。それで船の前と後に山盛りになったものを、結局、持って帰っても処理でき

ないものですから、少し沖に行って、それをそのまま投げている。またそれが、明らか

にまた入ってくる。こういうことを毎年繰り返している。つまり人間にとって優位な魚

は海からとり上げるけれども、人間にとってじゃまな魚を全部海に再放流してくるとい

うことです。過去には確かにハリセンボンも 30 年くらい前に大発生して、２～３年で

消えたというんですけれども、最近は消えないと。もしかすると、海からとり上げたも

のは、やはり一度、全部処理をするとか何かをしないと、生態的にじゃまな資源だけは

海にどんどん戻して、そればかりが海の中の主体を占めるということになると、このよ

うなことを何年も積み重ねると問題ではないかということを、実はそこで強く言われた

ことがございます。 

 確かに、考えてみると、そこまで考えた資源管理というのは今までやっていなかった

んですが、いずれにしても投棄の問題とか、陸上に持って帰って処理の問題とか、いろ

いろあるにしても、何か、その辺の問題がありましたら、ちょっと勉強していかなけれ

ばいけないのかなと思っておりまして、日ごろから、こういうことをやったらいいんじ

ゃないかとか何かあれば、そのうち、御提案していただければと思います。以上です。 

○吉岡部会長 

 大変貴重な御意見をお聞かせ願いましてありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして閉会をいたしたいと思うわけでございますが、議事録署

名人の橋本さん、三門さんにつきましては、後日、また事務局の方から議事録が送付さ

れますので、御署名をしていただきますようにお願いをいたしたいと思うわけでござい

ます。 

 今日は、大変短時間のうちにすべての議題をスムーズに御協議いただきまして終了す

ることができました。来年のまた２月、３月ごろに開催をされる予定でございますので、

どうか、ひとつよろしくお願いをいたしたいと思うわけでございます。 

 本日は、どうも大変ありがとうございました。 

 

閉        会 
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