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日本海・九州西広域漁業調整委員会 第２０回日本海西部会 

                  

１．日 時 平成２３年１１月２８日（月）１５時４５分～ 

２．場 所 コープビル第３会議室 

      東京都千代田区内神田１－１－１２ 

３．出席者 

（委 員） 

  志 幸 松 栄   ／   齊 藤 洋 一   ／  吉 岡 修 一 

  生 越 日出夫   ／   森 脇  寛    ／  野 村 俊 郎 

  田 中  猛    ／   中 川 善 文   ／  川 越 一 男 

  濱 村 尚 登   ／   清 野 聡 子   ／  橋 本 明 彦 

潮 田 道 夫     

 

（臨席者） 

青森県海区漁業調整委員会事務局 事務局長 天野　勝三

新潟県農林水産部水産課 資源対策係副参事 丸山　克彦

石川海区漁業調整委員会事務局 次長 大内　善光

福井県農林水産部水産課 主任 山田　洋雄

兵庫県農政環境部水産課 課長補佐兼漁政係長 中岸　明彦

兵庫県但馬水産事務所 水産業専門技術員 内田　径孝

鳥取海区漁業調整委員会事務局 書記 前田　啓助

島根県農林水産部水産課 主任 細田　昇

島根県農林水産部水産課 企画員 為石　起司

全国漁業協同組合連合会 職員 涌井　海

兵庫県漁業協同組合連合会但馬支所 支所長 塩谷　政人

日本遠洋旋網漁業協同組合企画推進部 課長 保田井　真

日本遠洋旋網漁業協同組合企画推進部 係長 末武　大幸

社団法人全国底曳網漁業連合会 主任 筆谷　拓郎

北海道機船漁業協同組合協同組合連合会 常務理事 柳川　延之

兵庫県機船底曳網漁業協会 事務局長 守山　京都
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株式会社日本政策金融公庫農林水産事業本部情報戦略部 調査主幹 澤野　敬一

独立行政法人水産総合研究センター北海道区水産研究所 資源管理部長 檜山　義明

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 資源管理部長 浅野　謙治

独立行政法人水産総合研究センター 研究開発コーディネーター 八吹　圭三

水産庁資源管理部管理課 課長 丹羽　行

水産庁資源管理部管理課資源管理推進室 室長 熊谷　徹

水産庁資源管理部管理課資源管理推進室TAE班 課長補佐 鏑木　健志

水産庁資源管理部管理課資源管理推進室TAE班 計画係長 佐々木　剛

水産庁資源管理部管理課資源管理推進室TAE班 助成係 山本　隆久

水産庁資源管理部管理課資源管理推進室管理型漁業推進班 課長補佐 高橋　清輝

水産庁資源管理部管理課資源管理推進室管理型漁業推進班 指導係 牧　賢司

水産庁資源管理部漁業調整課 課長 長谷　成人

水産庁増殖推進部漁場資源課沿岸資源班 課長補佐 新村　耕太

水産庁増殖推進部栽培養殖課 漁業資源情報分析官 佐藤　力生

水産庁増殖推進部栽培養殖課栽培漁業企画班 企画係長 荒井　大介

水産庁漁港漁場整備部整備課調整班 課長補佐 小林　一彦

水産庁北海道漁業調整事務所資源課 課長 柳田　英樹

水産庁北海道漁業調整事務所資源課 資源管理係長 熊谷　浩二

水産庁仙台漁業調整事務所 資源管理計画官 猪狩　勝一郎

水産庁新潟漁業調整事務所 所長 富岡　啓二

水産庁新潟漁業調整事務所 資源管理計画官 永井　周

水産庁境港漁業調整事務所 所長 堀尾　保之

水産庁境港漁業調整事務所資源課 課長 成澤　行人

水産庁境港漁業調整事務所 資源管理計画官 黒田　博之

水産庁瀬戸内海漁業調整事務所 資源保護管理指導官 青木　滋

水産庁九州漁業調整事務所 所長 福田　安男

水産庁九州漁業調整事務所沖合課 課長 島崎　織人

水産庁九州漁業調整事務所 資源管理計画官 佐藤　英雄

水産庁九州漁業調整事務所資源課 資源管理係長 藤尾　竜太
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４．議 題 

（１）水産資源の状況について 

（２）資源回復計画の取組状況について 

  ・日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画の取組状況 

（３）資源回復計画の評価・総括について 

  ・日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画の評価・総括（案） 

（４）その他 

 

５．議事内容 

開   会 

 

○事務局（成澤） ただいまから、日本海・九州西広域漁業調整委員会の第 20 回日本海

西部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様をはじめ、来賓の方々におかれましてはお忙しい中ご出席をいただき、まこ

とにありがとうございます。 

 申し遅れましたが、私は４月から、事務局である境港漁業調整事務所の資源課長をして

おります成澤と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は、委員数 15 名のところ京都海区漁業調整委員会互選委員の佐々木委員、及び島根

海区漁業調整委員会互選委員の岸委員が事情やむを得ずご欠席をされておりますが、過半

数を超える 13 名の委員のご出席を賜っておりますので、部会事務規程第５条に基づき本部

会は成立していることをご報告いたします。 

 それでは、吉岡部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○吉岡部会長 ただいまご紹介いただきました、部会長を仰せつかっております吉岡でご

ざいます。 

 本日は、大変お忙しい中を委員の皆様、来賓の方々におかれましてはご出席いただきま

して、まことにどうもありがとうございます。 

 さて、本日の部会では３つの議題が用意されておるわけでございまして、最初に水産資

源の状況についてご説明をいただくことになっております。続きまして、日本海西部あか

がれい（ずわいがに）資源回復計画の取り組み状況についてご説明いただきまして、その

後、当計画の評価・総括（案）についてご説明をいただくことになっておりますので、よ
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ろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、議題に入ります前に、まず、お配りしております資料の確認を、事務局のほ

うからお願いをいたします。 

○事務局（成澤） それでは、配付資料を確認させていただきます。 

 まず、議事次第。その次に委員名簿。配席図。続きまして、出席者名簿。それに続いて、

資料１、資料２、資料３、４と続きまして、最後に参考資料というふうになってございま

す。 

 以上でございますが、不足等ございましたら事務局のほうまでお知らせください。よろ

しくお願いします。説明の途中でも資料に何かございましたら、お手数ですが、その都度

事務局に申しつけいただければと思います。 

 それでは、吉岡部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○吉岡部会長 それでは、議事を進めます前に、部会事務規程第 11 条にありますように、

本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。事務規程

におきましては、部会長から２名以上を指名することになっておりますので、僭越ではご

ざいますけれども私のほうから指名をさせていただきます。 

 今回の部会議事録の議事署名人といたしましては、府県の互選委員のほうからは生越委

員、大臣選任委員のほうから田中委員のお二方にお願いいたします。どうぞよろしくお願

いいたしたいと思います。 

 それでは、まず、議事次第に従いまして進めさせていただきます。議題１の水産資源の

状況について、アカガレイ、ズワイガニでございますけれども、日本海区水産研究所資源

管理部の浅野部長からお願いいたしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

○日本海区水産研究所（浅野部長） 日本海区水産研究所の浅野でございます。 

 それでは、アカガレイ及びズワイガニの資源評価の結果について、ご説明申し上げたい

と思います。お手元に資料があると思いますけれども、ダイジェスト版というものを使っ

て説明させていただきます。 

 それではまず、アカガレイからということで。 

 アカガレイの日本海系群という資源ですけれども、まずこの漁業の特徴ですが、日本海

のアカガレイの９割以上が底びき網で漁獲されています。そのほかは、わずかに刺し網で

漁獲されているという状況です。 

 府県別の漁獲量を見ますと、沖合底びき網の１そうびきが全体の４割から６割を占めて
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おります。また、県別で見ますと、鳥取県、兵庫県、福井県、石川県の漁獲量が多いこと

がわかります。 

 次に、漁獲の動向です。２ページ目の真ん中の右の図をごらんください。沖合底びき網

の漁獲量は 1981 年が最高で、それ以降減少し、1992 年が最低となっております。一方、

２ページの上の図をごらんください。日本海での総漁獲量を示しておりますけれども、こ

れを見ましても 1992 年は約 2,300 トンでありまして、これも最低でありました。その後、

1990 年代後半に増加しまして、2000 年前後では約 3,500 トンで推移しまして、さらに 2005

年前後から顕著に増加しております。最近年の 2010 年の漁獲量は約 5,600 トンでありまし

た。 

 次に、資源評価の方法についてですけれども、総漁獲量、沖合底びき網の資源密度指数、

そして、調査船による加入量調査などのデータを用いまして総合的に評価をしております。

その結果ですが、漁獲量及び資源密度指数も両者共通して言えることですが、2005 年頃か

ら数年続いた顕著な増加傾向、これが見られなくなりまして、直近３年を見ますと横ばい

となっております。また、2001 年級に続く卓越年級群というものは、残念ながらまだ見ら

れておりません。 

 以上のことから管理方策を考えるわけですが、日本海における漁獲量は 2007 年以降

5,000 トンを超えておりまして、比較的好漁が続いていると言えます。しかしながら、漁

獲量をはじめ各資源量指標値の動向は、2005 年頃のような顕著な増加傾向は見られなくな

っております。重要な点は、2001 年級群に続く卓越年級群が出現していないということで

ありまして、現在の漁獲は 2001 年級群によっている状態です。アカガレイは長寿命であり

ますので、現状よりやや漁獲圧を下げて、2001 年級群をより長く、そして大切に利用しな

がら、新しい加入を待つべきであると考えております。 

 このようなことから、2012 年のＡＢＣを計算しますとＡＢＣlimit として 5,000 トンを

提案しております。 

 アカガレイについては以上です。 

 続きまして、ズワイガニについてであります。 

 漁業の特徴としまして、富山県以西ではほとんどが沖合底びき、新潟県以北では主に小

型底びきと刺し網によって漁獲されております。資源評価を行う場合、この２つの海域に

分けて行っておりまして、それぞれ西のほうをＡ海域、北のほうをＢ海域と呼んでおりま

す。 
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 漁獲の動向ですが、２ページ目の一番上の図をごらんください。1970 年以前には漁獲量

が 1.5 万トンに達しましたが、1990 年代初めには 2,000 トン以下に減少しています。その

後、増加傾向を示しまして、2006 年、2007 年には 5,000 トンを超えました。しかしながら、

最近年の 2010 年は約 4,300 トンに減少しています。 

 韓国による漁獲もございまして、一部は日韓の暫定水域内のＡ海域でとられているもの

で、この韓国の漁獲量は近年急増しておりましたが、2008 年以降、減少しております。図

の中ではオレンジ色の線で示しているところです。 

 次に、資源評価の方法ですけれども、ここで説明は、当部会に関係するＡ海域のみにつ

いて説明したいと思います。資源評価の方法としましては、沖合底びきの漁獲統計より求

めました長期的な資源密度指数から資源水準を判断しております。 

 また、資源動向につきましては、トロール調査、これは調査船で行っておりますけれど

も、トロール調査の結果より判断しております。 

 資源評価の結果です。長期的に見ますと、密度指数は 1993 年以降、増加傾向にあります。

高い豊度の年級群が複数加入したことによりまして、2002 年以降、資源水準は中位水準に

回復しております。しかし、2007 年から加入量が減少しまして、2008 年、2009 年と資源

量は減少しましたが、2010 年は増加して、2011 年は再び減少しました。この傾向から、資

源動向は減少と判断しております。 

 管理方策についてです。資源は減少傾向にありますので、最近の平均的な加入のもとで

は現状の漁獲圧を若干削減することで親魚の維持が可能と考えられます。 

 漁獲シナリオとしましては、親魚量の維持や増加を目指すものについてＡＢＣを計算し

ております。その結果、2012 年のＡＢＣとしましては 3,100 トンから 3,800 トンという値

を提案しております。 

 以上、２魚種について説明いたしました。 

○吉岡部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、皆様方のほうでご質問ございましたら賜りたいと思いま

すが、いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 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。 

 ２番目は、日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画の取り組み状況について

説明を受けたいと思います。事務局からお願いいたします。 
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○事務局（黒田） 境港漁業調整事務所の資源管理計画官の黒田と申します。よろしくお

願いします。着席してご説明したいと思います。失礼します。 

 では、早速、資料の説明に移りたいと思います。まず、お手元の資料２からご説明した

いと思います。こちらの資料は、「日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源管理計画の

取組状況」ということで、内容は前回 19 回の日本海西部会での報告以降の取り組み状況で

す。 

 １枚目が、漁業者協議会等の開催実績ということで、兵庫県、鳥取県が参加して本年８

月９日、因但底曳協議会を開催しております。 

 その後、石川県、島根県の関係県が集まりまして、８月 24 日、日本海西部広域資源管理

検討協議会ということで開催しております。 

 次に、９月 27 日にズワイガニ特別委員会を開催しています。 

 各会議の内容は右のほうに簡単に記載されておりますので、後で見ていただきたいと思

います。 

 めくっていただきまして次のページになりますが、これまでに回復計画を策定してから

行ってきた漁獲努力量の削減措置及び漁場環境保全措置の実施状況ということで、その次

のページまで一覧表形式としております。 

 内容としては、県別に各県どのような漁獲努力量の削減措置を行ったかということで

（１）に整理させていただいて、（２）に漁場環境保全措置ということで、この実施した

府県について一覧表で整理させていただいておりますので、こちらも前回の会議でお配り

しているものとほとんど内容が変わっておりませんので、後でまた目を通していただけれ

ばと思います。 

 最後の４ページ目になりますけど、これまでの資源回復計画における資源回復の進捗状

況ということで、簡単に記載させていただいております。これまでの計画に基づいた削減

措置、または環境保全措置等について、関係者によって着実にこれが実施されており、漁

獲量の推移については下表のとおり、年変動は多少あるものの若干の回復傾向が認められ

る状況にあります。 

 ただし、先ほど資源評価の報告でもありましたけど、16 年以降の漁獲量の急増は 2001

年級群の卓越年級群によるところが大きいので、本計画期間である 23 年分までの漁獲量の

削減策なり漁場環境の保全措置については、引き続き確実に実施して、この 2001 年級群を

長く漁獲していくという努力をする必要があると考えております。 
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 あと、回復計画の内容を簡単に記載させていただいておりますので、これもまた後ほど

見ていただければと思います 

 続きまして、資料３ですが、関係する「魚種別資源回復計画の実施状況」ということで、

これは国の作る回復計画でなくて、県が単独で作成している回復計画についての実施状況

について、簡単に一覧にさせていただいているものです。 

 まず、石川県のヒラメ・沿岸性カレイ類資源回復計画ということで、19 年から実施され

ておりまして、前回の西部会以降、会議は開催はされておりません。その２として、これ

までにこの計画に基づいて実施された実施状況が、こちらのほうに整理させていただいて

おります。 

 次のページが、京都府で策定されております底びき網の包括的資源回復計画及び定置網

漁業の包括的資源回復計画ということで、両方とも平成 20 年に策定しておりまして、こち

らのほうも前回の西部会から 10 月末まで会議は開催されておりません。（２）で、同様に

これまでにこの計画に基づいて実施された、削減措置の実施状況について整理をさせてい

ただいております。 

 最後のページになりますが、島根県で作られている小型底びき網漁業、機船手繰網漁業

ですね、の包括的資源回復計画。これも同様に 20 年に作成されたもので、前回の西部会以

降の会議実績はありません。（２）で他のところと同様に、措置の実施状況について実施

したものをここに整理させていただいております。 

 内容的には前回の資料と変わっていないので、全体的に後ほど目を通していただきたい

と思っております。 

 資料は以上でございます。 

○吉岡部会長 ただいま、資料によりましてご説明があったわけでございますけれども、

日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画の取り組み状況の説明について、何か

ご質問ございましたら受けたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 どうぞ。 

○清野委員 資料２について幾つか教えてください。 

 漁業者の方々の合意形成を図られたり、いろいろ協議の場を持っておられると思うんで

すけれども、この資料２の１ページ目に４つ会があって、最後のズワイガニ特別委員会と

いうことなんですけれども、これについては私も経緯をよく勉強していないので申し訳な

いんですが、これと他の協議会との違いというので、どんな方がどんなふうに議論されて
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いるのかわかればと思って質問いたしました。 

 といいますのは、ここのやっぱりズワイガニの管理は、日本の資源管理の中でも非常に

優良な事例ですので、どういうふうに誰が何を協議してどういう組織をつくるのかという

のは他にも参考になるかと思いまして、伺わせていただきます。 

○吉岡部会長 ただいまのご質問についてお答えを願います。 

○事務局（堀尾） 境港漁業調整事務所の堀尾でございます。簡単にお答えしたいと思い

ます。 

 最初に、兵庫と鳥取県の因但底曳協議会というのがございますが、石川から島根県の中

で最もズワイガニを獲る、また底びき船がたくさんいるというところで、この主力の２県

でミズガニ、メスの親ガニというんですけど、それから、当地で言う松葉ガニ、オスのカ

ニですね、等の枚数を毎年どれぐらい獲れるかということを、ここにいらっしゃる吉岡部

会長、川越委員、生越委員等が参加されて決めていかれるということでございます。 

 そこで決まったものについて、次のズワイガニ特別委員会でその兵庫、鳥取以外の石川

から島根の方々にご提案して、全海域で合意形成を図って、Ａ海域ということになります

かね、そちらのほうでその年のズワイガニの漁獲についての自主規制を決めていくという

流れになってございます。 

○清野委員 ありがとうございました。よくわかりました。そういうので、主力のところ

がやっぱりきちんと段取りされてリーダシップもとられて、周辺とも協議をしていかれる

ということですね。 

 ありがとうございました。 

○吉岡部会長 ほかの委員の方々、いかがでございますか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、次に進ませていただきます。議題３でございますけれども、日本海西部のあ

かがれい（ずわいがに）資源回復計画の評価・総括の案についてを議題とさせていただき

ます。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（黒田） 引き続きまして、説明させていただきます。 

 資料４になりますが、日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画については、

平成 14 年に策定されまして、計画期間が 10 年ということで、ちょうど今年度、平成 23

年度に終了するということになっております。 
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 １枚目は、14 年に策定したときの計画の概要を、簡単に１枚にまとめさせていただいて

います。 

 内容は、まず（１）、資源の現状と回復の必要性ということで、当時は、アカガレイは

ズワイガニとともに日本海西部海域、石川県から島根県における重要魚種であること。こ

れは現状でも変わっておりません。当時 1990 年以降、沖底で 1,000 トン台であって、最盛

期の 8,000 トンに比べ非常に低い水準となっていること。このような状況の中、アカガレ

イの漁場については、ズワイガニの漁場と広く重複していることから、漁業種類としても

同じということで、両種とも沖合底びき網漁業と小型機船底びき網漁業の対象種であると

いうことから、一体的な資源管理が必要であるということで本計画が作成された経緯があ

ります。 

 ２として、資源回復の目標ということで対象魚種をアカガレイに絞りまして、アカガレ

イについて計画開始年度、基準年14年の資源水準を100として見た場合に、本年度に115、

漁獲量で 110 に上げるということを目標として計画を策定しております。 

 対象漁業については、沖合底びき網漁業と小型機船底びき網漁業が対象となっています。

計画期間は 14 年から平成 23 年の 10 年間です。 

 計画において資源回復のために講じる措置ということで、大きく２つ、漁獲努力量の削

減措置と、２つ目として漁場環境の保全措置です。 

 漁獲量の削減数については、保護区の拡大、これについては沖合底びきと小型底びきの

両方。保護礁の設置、改良漁具の導入、これも同様です。休漁についても各々沖合底びき、

小型底びきとともに実施します。最後に、沖合底びきについては減船も加わっています。 

 ２番目の漁場環境の保全措置は、海底耕耘、海底清掃して、漁場環境を保全するという

ことを大きな柱として組まれております。 

 次のページですが、実際の計画に基づく取り組み状況として、漁獲努力量の削減措置と

いうことで、下に一覧表で書かせていただきますが、大きく６つ、項目は先ほどご紹介し

たとおり保護区の拡大の設定、保護礁設置、漁具改良、小型魚の保護、減船、休漁という

ことで、平成 14 年度から各関係県の方の努力で、こちらの右に書いているとおり実施内容

について措置がされてきているところであります。 

 

 具体的には、表と相対しまして右に県別に実際にどういうことをやられたかというのを

地図に落としておりますので、ご参考で見ていただければと思います。 
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 ２つ目の漁場環境保全措置の取り組みということで、海底耕耘・海底清掃ということで、

福井県については毎年実施すると、島根県については 15 年から 17 年に実施しているとい

う状況になっております。 

 続きまして、３ページ目になるんですが、目標の達成状況と資源の水準・動向等という

ことで、まず１つ目として目標の達成状況ということで、まずアカガレイなんですが、日

本海西部海域における沖底の資源量指標値は非常に現在、良好な値を示しておりまして、

2009 年、10 年は過去 20 年最高の１万 7,000 トンという指標の値になっております。 

 漁獲量の流れとしましては、1992 年に、先ほどの資源評価のほうでもお話がありました

けど、約 2,000 トン、最低を記録した後、1995 年は若干微増し、その後 3,000 トン台で横

ばいとなったんですが、2001 年ですね、卓越年級群というものが漁獲加入した 2004 年以

降は、この年級群が寄与して非常に漁獲量は伸びていったということで、2007 年以降は

5,000 トン台で推移している状況にあるということです。 

 実質的に、計画を策定した平成 14 年、2002 年から 2010 年度の指標値を見た場合、ほぼ

倍増というような状況、あと、漁獲量についても同様の傾向になっているという状況にな

っております。 

 アカガレイと一緒に資源管理すべきとしたズワイガニについてなんですが、漁獲量につ

いては 1963 年１万 5,000 トンに達しましたけど、70 年以降は急減しまして、1991 年、92

年と 2,000 トンを下回るというような状況になりましたが、その後、若干増加傾向に転じ

つつ、2007 年には 5,000 トンまで増加しましたけど、９年以降、直近二、三年は減少傾向

にあるという形になっております。 

 続きまして、（２）として資源の水準・動向ということで、沖底の漁獲量の一番多かっ

た 1980 年代の指標値、これ 20,000 以上あったんですが、これに対して少なかったのは

9,000 未満ということで、こういう状況の中で資源水準というのは推移しているんですけ

ど、特に見るべきものは、2009 年以降の資源量指標値というのが、2001 年に生まれた卓越

年級群の漁獲加入によって支えられて回復しているということになっています。大体アカ

ガレイというのは 10 歳程度で成長が止まるということで、これが今、ちょうど漁獲サイズ

になってこれ以上増えないという状況で、漁獲量は横ばいという状況になっております。 

 ズワイガニについては、1970 年代に減った後に、80 年代に最低レベルとなって、90 年

に入ってから徐々に増加して 2006 年まで増加していますけど、2008 年以降は、若干の上

下はしているんですが減っているというような状況になっております。 
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 最後のページになるんですが、今回の資源回復計画の評価・総括ということで３つ書か

せていただいています。 

 １つ目が、対象資源の維持・回復における効果ということと、２として、資源管理体制

の維持・強化における効果、３としてその他ということで、まず１番目の資源の維持・回

復における効果についてですが、本計画に基づく取り組み等は、漁業者の方のご努力とご

協力によって、減少傾向にあった資源状況がほぼストップさせられて、かつ、2001 年級群

の漁獲加入ということで著しく回復しているというような状況にあるということで、アカ

ガレイの場合、卓越年級群が入っているので非常に増加しているんですけど、それを除い

たとしても着実な回復計画の実施で増えているということで、漁獲も横ばい傾向で確保さ

れているということで、本計画の取り組みによるその効果があったものだと考えておりま

す。 

 ２つ目の体制の維持・強化ということで、この本計画を実施するに当たって、関係者に

よる会議を年２回開催いたしまして、アカガレイ、ズワイガニの漁獲状況及び意見交換等

を行いまして、計画の進捗状況を関係者で認識して共通認識を持って実施しているという

ことで、関係者の協力の上に成り立って実施されているということです。 

 計画の取り組みとしては、やはり保護区の拡大、保護礁の設置、休漁期間の設定などの

漁獲努力量の削減措置、さらに、網目の拡大、漁具の改良です。こういったものによる小

型魚の保護ということで、漁獲量が維持されているのではないかと考えております。 

 あと、生息環境の整備ということで、海底清掃・耕耘等の着実な実施によって維持され

ているということですので、これらの資源管理の取り組みが引き続き維持されることによ

って、現状の資源を維持していくことで、2001 年級群以降の次の卓越年級群のような新た

な大きな加入があるというところまで維持していくということが必要だと考えております。 

 その他については、2001 年級群が漁獲されたことで非常にそこは顕著になっているんで

すけど、その個体の成長が頭打ちになっているということでは、今後、多くの個体の加入

が見込めないということが予想されているので、今後はこれ以上の漁獲圧を増加させない

ようにしつつ、親魚を中心とした既存資源を保護するとともに、改良漁具の導入など小型

魚の保護の必要があると考えております。 

 ズワイガニについても、今年の資源評価では中位横ばいであるものの、資源密度指数は

減少傾向であるということなので、ズワイガニについて、今後はミズガニの保護であると

か漁期外における混獲対策を検討する必要があると考えております。 
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 こういったことについては、現在、新しく導入されました漁業所得補償の中で運用をさ

れます資源管理制度を活用しつつ、現在の資源管理の取り組みの体制を維持して対応して

いく必要があると考えております。 

 以上です。 

○吉岡部会長 ありがとうございました。 

 資源回復計画の評価・総括案についてご説明があったわけでございますけれども、何か

ご質問ございましたら受けたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、ご意見ないようでございますので、議題４のその他でございますが、委員の

皆様方から何かございましたらお受けいたしたいと思いますが、いかがでございましょう

か。 

 それでは、ないようでございますので、最後に事務局から、次回の部会の開催予定につ

いてご説明をお願いいたします。 

○事務局（成澤） 次回の部会につきましては、昨年と同様、今年度末の２月から３月頃

に開催したいと考えておりますが、今後、部会長をはじめ委員の皆様のご都合をお聞きし、

本委員会との兼ね合いも見ながら検討の上、改めてご案内したいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○吉岡部会長 ただいま事務局のほうから説明がありましたとおり、次回の部会の開催に

つきましては、日程調整の上で改めて委員各位にご連絡いたしますので、よろしくお願い

をいたしたいと思うわけでございます。 

 それでは、これをもちまして第 20 回日本海西部会を閉会させていただきます。 

 委員各位、ご臨席の皆様方におきましては、議事進行へのご協力及び貴重なご意見、あ

りがとうございました。 

 なお、議事録署名人の生越委員と田中委員におかれましては、後日、事務局より議事録

は送付されますので、ご署名のほどよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方、本当に今日はご苦労さまでございました。どうもありがとうございまし

た。 

 

閉   会 


