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１．日時：令和元年１１月２９日（金）１３：００～１５：２３ 

 

２．場所：コープビル６階第３会議室 

 

３．出席委員 

【会長】 

学識経験    田中 栄次 

【都道府県互選委員】 

北海道     濱野 勝男 

青森県     角田 順一 

秋田県     大竹 敦 

山形県     加藤 栄 

富山県     網谷 繁彦 

石川県     志幸 松栄 

福井県     小林 利幸 

京都府     岡田 政義 

兵庫県     眞野 豊 

鳥取県     板倉 高司 

島根県     中東 達夫 

山口県     中島 均 

福岡県     本田 清一郎 

佐賀県     杠 学 

長崎県     髙平 真二 

熊本県     福田 靖 

鹿児島県    甲山 博明 

沖縄県     藤田 喜久 

【農林水産大臣選任委員】 

漁業者代表   岩田 祐二 

漁業者代表   濵田 憲志 

漁業者代表   土門 哲也 
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漁業者代表   宮本 洋平 

漁業者代表   山内 得信 

学識経験    波積 真理 

 

４．議 題 

  （１）広域魚種の資源管理について 

 

    １ 部会における取組 

 

    ２ トラフグ 

 

    ３ 日本海沖合におけるベニズワイガニ 

 

    ４ 日本海西部・九州西海域マアジ・マサバ・マイワシ 

 

  （２）太平洋クロマグロの資源管理について 

 

  （３）令和２年度資源管理関係予算について 

 

  （４）水産政策の改革と今後の広域漁業調整委員会のあり方について 

 

  （５）その他 
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午後１３時００分 開会 

○事務局（竹川） 皆さん、こんにちは。定刻の少し前ですけれども、皆さんお揃いです

ので、ただいまから第34回日本海・九州西広域漁業調整委員会を開催いたします。 

 私は、事務局を務めます水産庁管理調整課、竹川と申します。今日はよろしくお願いし

ます。 

 本日ですが、都道府県互選委員であります福井海区の小林委員、新潟海区の本間委員、

大臣選任委員の金子委員、小林委員、合瀬委員が事情やむを得ずご欠席されておりますが、

委員定数29名のうち、定足数であります過半数の24名の委員のご出席を賜っておりますの

で、漁業法第114条で準用いたします同法第101条の規定に基づき、本委員会は成立してい

ることをご報告いたします。 

 なお、福井海区の小林委員、ご欠席でありますが、現在お配りしている資料の配席図及

び出席者名簿には小林委員の名前が残ったままとなっておりますので、お詫びして訂正い

たします。 

 それでは、田中会長、議事の進行をよろしくお願いします。 

○田中会長 本日は、お忙しい中、皆様におかれましてはご出席いただきまして、ありが

とうございます。本委員会は、各海域の調整委員会の重鎮にお集まりいただきまして、重

要な議題についてご審議いただく重要な会議でございます。本日も忌憚のないご意見を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 本日は、水産庁から神谷資源管理部長、江口漁場資源課長、岩本資源管理推進室長、ま

た、水産研究・教育機構から、西海区水産研究所の大下部長、日本海区水産研究所の川端

部長、瀬戸内海区水産研究所の片町主任研究員をはじめ、多数の方にご出席をいただいて

おります。 

 それでは、本日ご臨席いただいております水産庁の神谷資源管理部長から、委員会の開

催に当たり、一言ご挨拶をよろしくお願いいたします。 

○神谷資源管理部長 皆さん、こんにちは。資源管理部長の神谷でございます。 

 第34回の日本海・九州西広域漁業調整委員会の開催に当たりまして、ご挨拶申し上げま

す。 

 委員の皆様におかれましては、ご多忙の中ご出席いただき、ありがとうございます。 

 本委員会は広域魚種の資源管理に係る漁業調整を行うことを主な目的として平成13年の

漁業法の改正により設立された委員会となっております。 
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 本日の会議ですが、議事次第にございますように、トラフグや日本海沖合のベニズワイ

ガニ、日本海西部・九州西海域マアジ・マサバ・マイワシといった広域資源の管理の取り

組みや、太平洋クロマグロの資源管理について、ご意見をいただくこととしております。

それぞれ関係する皆様のご理解をいただきながら資源管理を進める必要があるものばかり

でございますので、皆様には、これまでの様々なご経験やご知見をもとに、是非闊達なご

意見を賜りたいと思います。 

 どうぞ今日一日よろしくお願いいたします。 

○田中会長 神谷部長、どうもありがとうございました。 

 続きまして、資料配付の確認を事務局からお願いいたします。 

○事務局（竹川） それでは、配付資料のご確認をさせていただきます。 

 お配りしている資料ですが、まず本日の委員会の議事次第、それから委員名簿、配席図、

出席者名簿。続いて、ご説明させていただく資料としまして、資料１－１、１－２－１、

それから１－２－２、続きまして資料１－３－１、１－３－２、１－４－１、１－４－２、

１－４－３。続いてクロマグロの関係の資料ですが、資料２－１、２－２、２－３、２－

４、そして２－５となっています。あとは、資料３、予算の関係の資料と、最後に改正漁

業法の成立後の流れと書いてある資料４という資料になります。 

 なかなか量も多いので、会議の途中でも結構ですので不足等ありましたら、事務局のほ

うにお申しつけいただければと思います。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 続きまして、後日まとめられます本委員会の議事録署名人の選出でございますが、事務

規程第12条により、会長の私のほうから指名させていただきます。 

 都道府県互選委員から鹿児島県の甲山委員、大臣選任から山内委員、以上のお二方に本

日の議事録署名人をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 報道関係の皆様にお伝えいたします。冒頭のカメラ撮りはここまででございますので、

以降の撮影につきましてはお控えいただきますよう、お願い申し上げます。 

 それでは、早速、議題に移らせていただきます。 

 議題の（１）広域魚種の資源管理についてに入ります。 

 昨日の午後から本日午前中まで、当委員会の日本海北部会、日本海西部会、九州西部会

がそれぞれ開催されたところでございますが、当委員会の事務規程第14条におきまして、

それぞれの部会での調査・審査の結果を当委員会に報告しなければならないこととなって
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おります。 

 まずは、１の１、部会における取り組みについて事務局より説明をよろしくお願いいた

します。 

○事務局（竹川） それでは、事務局より説明いたします。 

 まず、日本海北部会のご報告です。資料１－１をご覧ください。 

 日本海北部会では、１番のスケトウダラ日本海北部系群、そして11番の日本海北部マガ

レイ・ハタハタ、こちらについて調査・審議を行いました。部会の中では、特にスケトウ

ダラの日本海北部系群について、資源評価の結果、管理目標の設定、こういったことにつ

いて委員から意見が出されたところでございます。その他、マガレイの資源評価につきま

しても、隣接する海区の資源評価結果などについてもご意見があったところでございます。 

 続いて、九州西部会のご報告をいたします。 

 昨日の午後開催されました九州西部会ですが、資源としましては、15番の有明海のガザ

ミ、それから16番の九州・山口北西海域のトラフグ、そして17番の南西諸島海域のマチ類

について調査・審議が行われました。 

 まず有明海のガザミですけれども、こちらにつきましては、次回の本委員会において委

員会指示をお諮りするということで、了承が得られたところでございます。 

 また、九州・山口北西海域のトラフグにつきましては、こちらは現在、委員会指示を２

つ出して管理をしているところでございますが、こちらについては２つの委員会指示を統

合する方向で調整し、次回の本委員会にお諮りするということで、了承が得られたところ

でございます。 

 また、マチ類につきましては、その資源評価についてご意見が出されたというところで

ございました。 

 最後に、日本海西部会でございます。 

 本日の午前中開催されました日本海西部会ですが、資源としましては、14番、日本海西

部アカガレイ、ズワイガニについて議論がなされました。議論としましては、特にズワイ

ガニにつきましては、体長制限、措置を今回変更したわけですけれども、その変更した結

果についての効果などはどうなのかといったご意見が出されたところであります。 

 以上の点が部会において議論し、調査・審議した結果でございます。 

 また、日本海西部会におきましては、その他の議題としまして、石川県の志幸委員のほ

うからご発言がありましたことについてご報告いたします。 
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○田中会長 ありがとうございました。 

 まず、ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば、承ります。 

 特段ないということでよろしいでしょうか。 

 それでは、日本海西部会における志幸委員からの発言なんですけれども、趣旨としては、

日本海の排他的経済水域における大和堆において、イカ釣り、底びきの好漁場になってい

るんですが、近年、外国漁船の違法操業が横行しているということで、水産庁におかれま

しても、海上保安庁と協力した連携による取り締まり、それから網漁業によるスルメイカ

等の壊滅的な漁獲を禁止等、スルメイカ等を正しく資源管理をしてほしいというお願いの

趣旨の発言がありました。 

 ということで、この他、志幸委員先にご発言いただくことがあればお願いいたします。 

○志幸委員 ちょっと３分ばかりお願いいたします。 

 今、会長さんが言われたとおり、私たち、日本海に出漁していた時には、日本の漁船だ

けでございました。しかし、現在、５カ国、６カ国という外国船が出てきている中で、今、

この会議で議論している資源管理型漁業というものをこれから外国船にも指導していただ

きたいと思うのです。様々な漁法で大和堆や日本海のいろんな魚を獲り尽くしてしまうと、

日本海の沿岸漁民の方々も、本当に漁業をやれなくなるという状況になるのじゃないかな

と思っております。 

 それは皆さん、テレビなどマスコミ等に騒がれております太平洋のサンマ漁船の状況を

見ても分かるのじゃないでしょうか。中国、台湾の方々が大型船でサンマを獲ると日本の

沿岸へサンマが寄ってこなくなっています。これは自然の成り行きかも分かりません。た

だ、その事態が、これから日本海にも多分に起きてくると思われます。そうすると、私た

ち沿岸漁民、定置漁業者のほうも、漁業を続けられなくなるんじゃないかと思っています。

今やっている資源管理漁業、エビ漁業でも、カレイ、アカガレイに関して、皆さん資源管

理型漁業をやっておられるからこそ生活していけるのだと思っています。今、外国船が日

本海の中で、魚を獲り尽くしてしまうと、沿岸漁民にもこれから響くじゃないか、漁業を

続けられなくなるのじゃないかと思っております。 

 そういうことで、皆さん、神谷資源管理部長、ひとつ、これから資源管理型漁業を重要

視しながら、私が一番いいと思っているこの会議をよろしくお願いします。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 時間があるので、先にご発言いただきました。 
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○志幸委員 ありがとうございます。 

○田中会長 神谷部長、お願いします。 

○神谷資源管理部長 ありがとうございます。 

 私の記憶が間違っていなければ、志幸委員は昔はイカ釣り漁船に実際乗っておられて、

日本海やロシア水域へ行かれていた経験がかなりおありだと承知しております。その頃の

海から比べれば、今の状況がどんなに悪いかというのは、志幸委員自身が一番おわかりで

しょうし、逆に、今しか見てない我々がむしろわかってないところがかなりあろうかと思

います。 

 そういう中で、一生懸命やっておりますという役所の言葉自身は、もう随分聞き飽きた

と思います。次はどうやって成果を出すかということでございます。特に、資源管理とい

うことに関しましては、日本海だけで見ますと、日本とロシアと韓国と北朝鮮という部分

がありますし、イカの産卵場ということに関しては、やはり東シナ海まで目を向けて、中

国とどうしていくかというようなところがあろうかと思います。 

 資源管理の国際交渉も、特に中国との関係はしっかり進めていきたいと思いますし、ま

た、日本海については、私、また別件で来週モスクワに参りますので、そのときにこの話

もしようと思っておりましたので、私なりにできることは一生懸命やっていきたいと考え

ております。 

 また別の機会にご報告させていただければと思います。よろしくお願いします。 

○志幸委員 ありがとうございます。 

○田中会長 神谷部長、ありがとうございました。広域の共通の話題としてふさわしいも

のだと思います。よろしくご対応のほうをお願いしたいと思います。 

 本部会の報告について他に何かございますでしょうか。 

 角田委員、どうぞ。 

○角田委員 青森県の角田でございます。 

 ただいまの答弁は結構なことですけども、この大和堆周辺は非常にイカの宝庫でありま

して、今、日本海側はここ４～５年、全くイカの漁がなく、そして、大和堆に行くと、イ

カが結局水温がいいというのか、非常に獲れるということなんですけれども、10月の新聞

にもあるように、非常に北朝鮮のイカ釣り船が日本海の沿岸に来て、違反操業していると

いうことで、水産庁の船が現場に行って放水をして、北朝鮮の船が沈んだと。そして60名

が救助されたという見出しが新聞に大きく出ているんですけども、しかしこの問題は、以
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前からしょっちゅうやっていることで、今まだなお一向にやむ気配もないし、我々漁業者

にとっては本当に残念だと思いますよ。 

 ただ、この問題は政府がもっと力を入れるべきであって、答弁は立派ですけど、中身に

ついてはだんだん悪くなっているのが状態で、これは日本海にとっても日本国中において

も、大変な一つの大きな国際問題であるので、やっぱり水産庁、政府がもう少しちょっと

力を入れるべきじゃないかと思いますね。春の桜の会よりも、この大和堆のことをもう少

し厳重に私は調査したほうがいいと思いますよ。 

 以上でございます。 

○田中会長 我が国、国民の財産を守るのは国の義務だと思いますので、どうぞ水産庁の

対応をよろしくお願いいたします。 

 他によろしいでしょうか。 

 無ければ、次の議題に移りたいと思います。議題の１の２、トラフグについてです。 

 まずは、水産研究・教育機構のほうから資源評価のご説明をいただきまして、続いて事

務局から資源管理の方向性についてご説明いたします。 

 それでは、瀬戸内海区水産研究所の片町主任研究員より、トラフグ日本海・東シナ海・

瀬戸内海系群の資源評価についてご説明をいただきます。よろしくお願いします。 

○片町主任研究員 水産研究・教育機構の片町です。 

 資料１－２－１をご覧ください。令和元年度のトラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系

群の資源評価概要についてご説明いたします。 

 ２ページ目に目を移していただきたいんですけれども、これは人工種苗の放流尾数と漁

獲量の推移を示しております。オレンジが漁獲量の推移ですけれども、2018年は184トン

ということで、2002年以降の資源評価の中では過去最低の漁獲量となりまして、2002年当

時の約半分という状態になっております。 

 めくっていただいて、３ページに目を移していただきたいと思います。この漁獲量です

けれども、海域ごとに分けると、それぞれの海域での様子は異なっておりまして、青色が

瀬戸内海、オレンジが日本海・東シナ海、緑が有明海の推移ですけれども、日本海・東シ

ナ海と有明海については、変動はありますけれども、比較的横ばいで推移していることが

おわかりかと思います。一方で、瀬戸内海の減少は著しい状態にありまして、これが系群

全体の漁獲量の減少の大きな要因と考えております。 

 それから、資料の４ページに目を移していただきたいと思います。 
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 こちらは九州・山口北西海域のはえ縄漁業の漁獲努力量、これは針数の漁獲努力量と

1,000針当たりのキログラムでＣＰＵＥの推移を示しているものです。針数は、浮きはえ

縄と底はえ縄の合算時ですけれども、2005年から2009年にかけて減少して、その後横ばい

で推移していることがわかります。漁獲量は2005年当時からは低いレベルに今なっていま

す。 

 そして、ＣＰＵＥですけれども、こちらはこれからお話しする資源全体の動向とは異な

りまして、ＣＰＵＥは増加傾向、魚の密度としては増加傾向にある状態です。 

 それから、５ページ目に目を移していただきたいですけれども、年齢別の漁獲尾数を示

しているものがこちらになります。全体としては、漁獲量の推移のように右肩下がりに推

移しております。特にこの系群の特徴としては、青と赤で示している０歳、１歳の未成魚

の漁獲が全体に占める割合が多いと。ただ、近年は全体に占める未成魚の割合も減少傾向

にあります。一方で、紫と水色で示している大型魚、３歳以上の漁獲尾数にはあまり変化

がないと、そういう状態にあります。 

 それから、６ページに目を移していただきたいんですけれども、2018年は、さらに海域

ごとにどういう年齢の魚が獲れているかというものを示しているものが、こちらの図にな

ります。有明海、瀬戸内海については、２歳以上の卵を産むためにやってきた魚と、そこ

から生まれた０歳が漁獲の主体であることがわかるかと思います。一方で、日本海・東シ

ナ海においては、２歳、３歳、４歳と大型魚が漁獲の対象にありまして、漁獲の推移だけ

ではなくて、獲れている魚の年齢そのものが海域によって異なると。異なっている魚をい

ろんな漁法で一つの系群の中で獲っているということが、おわかりになるかと思います。 

 めくっていただきまして、７ページですけれども、資源の解析の結果の資源量の推移と

漁獲割合の推移です。漁獲割合は資源量分の漁獲量という意味ですけれども、資源量は漁

獲量と同じように減少傾向にありまして、562トンと推定されております。2002年以降の

評価の中で過去最低値の資源量となっております。 

 それから、８ページに目を移していただきたいんですけれども、これは３歳以上の資源

量、親魚ですね、親魚量として青色で推移を示しているものと、１キロ当たりの親から何

匹の天然加入があったかというものの再生産成功率を示しているものです。親魚量につい

ては今横ばいで推移していまして、直近年は302トンで、再生産成功率については、こち

らは2006年以降ずっと減少傾向にありまして、2018年は0.3尾パーキログラムということ

で、過去最高の状態でして、再生産成功率、つまり天然の加入がずっと悪い状態が続いて
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いますけれども、親魚量は比較的横ばいで推移しているという状態です。 

 少し飛びますけれども、13ページのほうに目を移していただきたいと思います。こちら

は、０歳の資源尾数に占める天然魚と放流魚の割合の内訳を示しているものです。この系

群は、種苗放流は長年にわたって続けられておりまして、標識の有無で天然魚と識別して

います。全体の０歳の加入尾数は、天然及び放流魚由来はそれぞれ減少傾向にあります。

混入割合については、近年は30％程度、つまり加入の３割程度が放流魚です。繰り返しで

すけれども、天然及び放流、それぞれの加入について下がっていますので、加入量はずっ

と下がっている状態ということになります。 

 それから、14ページに移りますけれども、こちらは添加効率と書いていますけれども、

放流した人工種苗が加入までの生き残る割合を示しているものです。2002年当時から2012

年まで上昇傾向にあって、大体７％程度の魚が加入に成功していたと考えていますけれど

も、その後、添加効率も減少傾向にありまして、直近は過去最低の0.019ということで、

２％程度しか生き残って資源に加入していないと、そういう状態にあります。 

 それから、16ページですね。これらの情報を総合してＡＢＣを算定しますけれども、こ

の系群は資源評価対象種の中で唯一、行政的な資源回復目標を定めています。これは、過

去の資源量の推移の平均値ということで、10年をめどに840トンに資源量を回復させると、

そういうふうに資源管理検討会議の中で決められておりまして、これに基づいて、現状の

放流が続けられたという条件のもと、将来の予測を行って、ＡＢＣを算定をしております。 

 その結果、2020年の漁期のＡＢＣについては、現状のFcurrent、漁獲圧に対して0.59、

６割程度に削減して、漁獲重量としては84トンという評価になりました。2018年漁期の漁

獲量が184トンですので、半分以下に抑えるという、結構厳しい管理措置を行わないと、

加えて、放流を続けておかないと、840トンの回復は厳しい状況という、そういう状態で

評価をしております。 

 最後、18ページですけれども、漁獲の管理、ＡＢＣ以外の管理方策の提言としまして、

３つ挙げております。 

 一つは、この系群は、複数の産卵場と成育場が、日本海、瀬戸内海、それから九州海域

に点在しておりまして、それらを由来する個体が主に日本海西部や東シナ海で混合して、

その後、自分の生まれた場所に産卵回帰をするということを繰り返していることが、標識

再捕調査で推測されておりますので、各産卵場と成育場の保護は、漁獲の管理と同時に必

要と考えて、提言をしております。 
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 それから、２番目ですけれども、資源管理のあり方検討会議以降、この系群については、

未成魚の漁獲抑制と種苗放流の高度化を検討するということがうたわれておりましたけれ

ども、本年度の資源評価の結果からは、天然及び放流由来の加入量はそれぞれ減少傾向と

いうことですので、現在進められている未成魚の漁獲抑制と種苗放流の高度化については、

さらなる強化が求められるという提言を行っております。 

 最後ですけれども、未成魚に加えて、３歳以上の漁獲圧の指標になるＦは上昇傾向にあ

りますので、資源管理の効率化のためには、未成魚に加えて大型の成魚についても漁獲抑

制に着手するべきだろうということを、提言として示しております。 

 資源評価の概要は以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば、承ります。 

 中島委員。 

○中島委員 すみません、昨日の部会で質問すればよかったんですけれども、最後、スラ

イド18ページで、ＡＢＣ以外の管理方策の提言ということで、今般、神戸で開かれた資源

管理検討会議ですか、ここに提言されたんだろうと思いますけれども、当会議の結論とい

いますか、この会議には現場の漁業者の皆さんも出ていますので、その点についてご説明

いただければと思いますけれども。 

○田中会長 これは行政のほうからお願いします。 

○事務局（竹川） 事務局からご説明いたします。 

 次の資源管理の取り組みの際に説明しようかと思っていたのですが、11月20日に資源管

理のトラフグの検討会議の全国会議が開かれまして、その中で資源評価結果と今後の管理

方策について説明いたしました。 

 結論としましては、やはり今、説明があったように、資源状況としては非常に悪い、そ

して再生産成功率も低い。こういった中で、今後さらに資源をしっかり増やしていく、管

理していくためにどうしたらいいかということで、課題というものを整理させていただき

ました。すみません、次の資料の説明に繋がってしまうのですが。 

○中島委員 でしたら、後ほど一緒に説明していただければ。 

○事務局（竹川） わかりました。後ほど説明いたします。 

○田中会長 では、ということで。よろしいでしょうか。 

 それでは、他にご質問等ございますでしょうか。 
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 部会のほうでは、Ｆの減少については具体的にどうするのかという質問も出ましたし、

添加効率が下がっている、種苗が生き残りが悪い原因について何かわかっているのかとい

う、そういう質問もありました。他に何か皆さん、ご質問ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 ございませんでしたら、続きまして、資料１－２－２、トラフグの資源管理について説

明を事務局よりお願いいたします。 

○事務局（竹川） それでは、資料１－２－２を使ってご説明させていただきます。 

 まず、ページをめくっていただきまして、２ページ目、スライド番号でいきますと、４

番のスライドをお開きください。２ページ目の下の４番のスライドですけれども、まず、

このトラフグの日本海・東シナ海・瀬戸内海系群につきましては、こちらは広く日本海か

ら瀬戸内海まで分布し、索餌回遊、産卵回遊をする魚ということで、本委員会のほかに瀬

戸内海区漁業調整委員会のほうでも同様に扱っている資源でございます。 

 続きまして、次の３ページ目のスライドの５番を見てください。実際の産卵海域の状況

ですけれども、こちらは調査の結果について記載をしております。産卵期は３月から６月

ごろで、水温の上昇とともに北上していくということで、ここにありますように、放流し

たところから再採捕される海域を見てみますと、九州、日本海、それから瀬戸内海に広く

分布して、産卵している資源になっております。 

 そして、この資源の特徴として、先ほど資源評価のほうにもありましたが、この３ペー

ジの下の６番のスライドを見ていただきたいんですけども、これがすごく大事なところで

ございまして、資源量については、資源評価が始まって以来最低の値で、今562トンとい

う数字になっています。そして、もう１点、この右側のほうの６番のスライド、右側のほ

うですけれども、再生産成功率、こちらについても資源評価が始まって以来最低の数字に

なっている。これが今の資源の状況です。どちらもこれは2005年以降、低下傾向が現在ま

で続いているという状況です。 

 そのために、４ページ目の７番のスライドですが、このように減ってしまっている資源

量をどのように回復させるかということが、大事な点であります、資源量を増やす要素で

ある加入や成長をどのように増やしていくか、そして、もう一方の資源量を増やす要素で

ある漁獲や自然死亡、なかなか自然死亡はコントロールできませんけれども、漁獲をどの

ように抑えていくかということが重要で、このことについて議論をしてきたのが、先ほど

言いましたトラフグの全国会議でございます。トラフグの全国会議はこれまでに６回開か
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れまして、11月20日が６回目の会議でございました。 

 このような問題点に対して課題を整理したところが、10ページの縦に２つ繋がっている

スライドです。これまでのトラフグの資源管理の取り組みは、それぞれの各浜でできる限

りのことをやろうということで、それぞれの取り組みの深掘りということをメインにさせ

ていただきました。しかし、この取り組みが始まって、もうトラフグの全国会議が６回な

んですけども、この中で資源というのは年々減っているという状況です。 

 このために、全国会議の中ではこのような形で課題を整理しています。資源の概況とし

ましては、先ほど言いましたとおり、トラフグの資源量と再生産成功率は、資源評価が始

まって以来の最低値、３ポツ目にありますように、瀬戸内海の産卵場における産卵率が非

常に低いという調査結果も出ております。こういった中で、それぞれ資源管理をする部分、

それから資源評価・調査をする部分、そして、最後に資源管理の体制の部分、こういった

中で何ができるかというところを整理して、議論をしています。 

 まず、一番初め、管理の現状ですけれども、現在、こちらの日本海・九州西の委員会で

は、広域漁業調整委員会指示を出しております。そして、この委員会指示のもとで、再放

流などの取り組みが実施されているところです。 

 一方で、連動する資源であります瀬戸内海ですけれども、瀬戸内海につきましては、そ

れぞれの深掘りを進めていますけれども、なかなか近隣県と同一の取り組みというのが今

のところなされていないというのが、現状としての課題として挙げられております。 

 資源評価や調査についての現状の課題というところですけども、まず資源評価結果がな

かなか安定しない、再評価なども行われて、増減するといったところの結果も、業者から

のご不満ということで挙げられているところの課題でありました。 

 また、昨日の部会でもありましたが、どの産卵場由来のものであるかというその把握の

部分、産卵回帰の実態、どこの資源がどこにどう反映しているか、こういったものについ

ても実態がまだ不明な部分というのが出ております。 

 そして、昨日の部会でもあったんですが、外海、日本海・九州西では、大きいほうの親

の魚は獲れているんですけども、一方で加入が非常に下がっているという実態があります。

なぜ子供が加入していないのに親が獲れているのかといった調査結果についても、まだま

だ不明な点がある。こういったところが調査研究の大きな課題として残っているところで

ございます。 

 最後に、資源管理体制の課題というのがあります。これは、漁獲の情報をはじめ、必要
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な情報が、まずトラフグを獲っている関係者全体に共有されてないという課題があります。

そして、もう１点、資源評価調査結果に対する関係者の理解の醸成というのも、まだまだ

不十分だという点もあります。最後に、地域によっては、漁業者が取り組みに参加する体

制づくり、こういったものもまだ遅れているという状況もあります。 

 こういったものを課題として解決するために、先日の会議では幾つかの検討すべき課題

として、下に書いてある３つの点について議論がされました。 

 例えばですけども、体長制限の設定の引き上げというのがございます。これについては、

会議の中で山口県から、20センチに引き上げてはどうかという提案がありました。このこ

とについては、それぞれの浜で持ち帰り、宿題として検討するということが前回の会議で

は決まっております。 

 その他行政につきましては、関係者が集まる会議の設定などというのをやっていく。こ

ういったことが宿題として整理されております。 

 また、研究につきましては、現在の環境下で目指すべきものはどこかという点、資源管

理の取り組みが実際の資源の増大に向けてどの程度効果があるのか、こういったものにつ

いても出せないかという提案がなされたところであります。 

 こういった点を来年整理して、必要に応じて、またこの広域漁業調整委員会の場で、委

員会指示の見直しも含めて議論をしていただければと思っております。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 中島委員。 

○中島委員 わかりました。 

○田中会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

他にどなたかご質問、ご意見等ございますれば、承ります。 

 関係県の福岡、佐賀等、九州等です。それから内海は今日はいらしてないですかね。よ

ろしいでしょうか。 

 なければ、このとおり進めていただくということで、対応させていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

 それでは、この議題はここで閉じさせていただきまして、次の議題１の３、日本海沖合

におけるベニズワイガニについてです。 

 まずは、資源評価について、水産研究所からご説明いただき、続いて資源管理の取り組
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み内容については、事務局よりご説明いたします。 

 それでは、日本海域水産研究所の川端部長より、ベニズワイガニ日本海系群の資源評価

についてご説明をいただきます。 

○川端部長 川端です。よろしくお願いいたします。 

 ベニズワイガニ日本海系群の今年度の資源評価結果について、説明させていただきます。 

 資料１－３－１のスライドの２のところに、生物学的特性と漁場ということで載せてお

ります。 

 本系群は、青森県から島根県の沖の日本海の水深1,000～2,000メートルの海域に分布す

るものというふうにしております。寿命が10年以上と長く、成熟は雌では７～８年以上か

かるとされています。ここに年齢とあと甲羅の幅の関係で図を示していますけども、図の

中の数字は脱皮した回数の脱皮齢というものになっております。 

 漁業としましてはかご網でありまして、雌のカニと甲羅の幅、甲幅が９センチ以下の雄

は禁漁とされておりまして、漁獲対象となっているのは、９センチを超える雄だけとなっ

ております。 

 操業水域は漁業許可によって分けられていまして、青森県から兵庫県の地先の漁場の知

事許可水域と、東経134度以西の兵庫県から島根県の地先の漁場、それから大和堆、新隠

岐堆などの沖合の漁場の大臣許可漁業の水域というふうに分かれております。この大臣許

可水域の大半は日韓暫定水域と重なっておりまして、韓国漁船と競合する漁場というふう

になっております。 

 めくっていただきまして、３番目のスライドのところに、漁業と資源の動向の大臣許可

水域のほうを示してございます。大臣許可水域におけます年別の漁獲量の推移を棒グラフ

で示しておりますけども、1978年以降で見ますと、80年代に漁獲努力量が増大したことも

あって、３万トン以上まで増加しましたが、その後は減少しまして、2003年の5,300トン

まで減少しました。その後やや増加して、2000年代後半以降は１万トン前後で推移してい

たんですけども、最近は減少しておりまして、直近の2018年は5,930トンというふうにな

っております。 

 資源状態を判断するための指標値としまして、かご漁業の月別・漁区別のとれぐあいで

すね、ＣＰＵＥと漁場面積から資源量指数というのを算出しておりまして、それを用いて

おります。それを折れ線グラフで示しておりますけども、資源量指数の推移から、大臣許

可水域の資源の水準は低位に入りまして、動向は減少というふうに判断しております。 



－16－ 

 なお、漁場が重なっている韓国漁船においても、最近は資源減少によって漁獲量が減少

しているというふうな情報が入っております。 

 次に、下の４のスライドですけれども、こちらは知事許可水域の漁獲と資源の動向を示

しております。漁獲量は、棒グラフで示していますとおり、2000年代後半以降、6,000ト

ン前後で推移しておりまして、2018年は5,957トンというふうになっております。資源の

状態は、先ほどの大臣許可水域と同様に、折れ線グラフで示しておりますけども、かご漁

業のとれぐあい、ＣＰＵＥから算出した資源量指数の推移から判断しておりまして、高位

水準で動向は増加というふうに判断しております。 

 次めくっていただきまして、最後に、５番目のところですけども、系群全体で見てみま

すと、漁獲量としましては、2000年代後半以降、１万5,000トン程度で推移していました

が、最近は大臣許可水域の減少とかありますので、2018年は過去最低の１万1,900トンと

いうふうになっております。 

 なお、韓国の漁獲量は２万300トンというふうになっておりまして、2017年が約３万ト

ン、２万9,700トンとなっていますから、それよりはかなり減少しているような状況です。 

 資源の状態としましては、折れ線グラフに示しました大臣と知事許可、両水域の合計の

資源量指数の推移から、水準は中位で、動向は減少というふうに判断しております。 

 最後、６番目のスライドのところに、資源評価のまとめということで、上ですけども、

これまで説明しました資源の水準と動向を書いております。本系群の資源評価につきまし

ては、評価の精度を上げるために、調査船によるけた網を使った調査や、それからかご網

の漁船の協力によりまして、試験かごを使った調査を実施しておりまして、加入状況等の

把握に努めております。今回、その結果については示しておりませんけども、そういった

取り組みを進めているところです。 

 それで、その調査結果をご紹介しますと、大臣許可水域である隠岐諸島の以西では、今

後３年程度のうちに漁獲対象まで成長することが見込まれる甲幅が６～８センチ程度のカ

ニは少なくて、当面の加入してくる資源量の増加というのは見込まれないんですけども、

その後に漁獲対象まで成長することが見込まれる５センチ以下の小さいカニは、比較的多

いということがわかっておりまして、これらが順調に成長すれば、この海域において資源

が回復するということが期待されているような状況です。 

 ６ページの下が、2020年のＡＢＣの表になります。管理方策は、資源の水準・動向に合

わせて漁獲を行うこととしておりまして、生物学的許容漁獲量のＡＢＣと呼んでおります
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けども、それはそれぞれの許可水域について、基準とする漁獲量に資源水準と動向に基づ

く調整の係数を掛けて、算定しております。 

 大臣許可水域では、低位水準、動向は減少ということで、漁獲を抑えるという調整係数

を掛けておりまして、2020年のＡＢＣは6,700トンというふうに算定しております。知事

許可水域につきましては、高位水準、動向は増加ということで、漁獲をふやすような係数

になっておりまして、ＡＢＣは5,800トンというふうに算定しております。全体のＡＢＣ

としては、１万2,500トンとなっております。不確実性を考慮して、予防的措置をとって、

漁獲の強さを軽減させるターゲットでは、１万トンというふうに算定しております。 

 本資源は雌が漁獲されないということから、親ガニの量やそれから生み出される産卵量

は確保されているというふうに考えられるんですけれども、生まれてから稚ガニとして着

底するまで、３～４カ月に及ぶ浮遊幼生期ですね、海を漂っている時期が長くありまして、

その時期の生き残りや着底する場所の年変化が主な要因となって、資源量が変動している

というふうに考えられております。着底後の移動は大きくないということが知られており

ますので、各漁場における加入動向を把握して、その動向に応じた漁獲を行っていくとい

うことが、管理上望ましいというふうに考えられます。 

 以上で説明を終わります。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば、承ります。 

 これはなかなか関心のある日本海の県があるんじゃないかと思いますが。操業している

のは、鳥取、島根あたりでしょうか。漁業者の代表に聞いたほうがよくわかるのかもしれ

ませんが、これはそもそも沖のほうの漁場には、日本船行けているんでしょうか。 

○佐々木課長 境港漁業調整事務所でございます。 

 船籍といたしましては、鳥取船、あとは島根船、そして新潟漁船も２隻ほどございます。

その３県、大臣許可についてはですね。その３県で大臣許可の水域では操業しているとい

うことでございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 漁獲成績報告書のデータは十分とれている状況でしょうかね。 

○川端部長 ええ。とれておりまして、それを解析した結果で資源評価を行っているとい

うふうな状況でした。 

○田中会長 ありがとうございます。日本の知事許可水域のほうが資源の動向としてはい
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いというのは、大臣水域より開発が進んでいないという、そういう理解でよろしいでしょ

うか。 

○川端部長 そういうことよりも、加入の変動がやっぱりきいていると考えられまして、

知事許可水域と大臣許可水域でちょっと加入の動向に違いがあって、そういうことで違い

が出ているというふうに考えております。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 よろしいですか。それでは、特にないということですので、次に事務局のほうから、続

きまして資料１－３－２、日本海沖合ベニズワイ広域資源管理の取り組みについて、ご説

明をお願いいたします。 

○佐々木課長 境港漁業調整事務所の佐々木と申します。 

 まず、資料１－３－２、１ページ目でございますけども、日本海ベニズワイガニ漁業の

概要というところでございます。ここでは大臣許可漁業についてご説明をさせていただき

ます。 

 こちらの漁業につきましては、資料の地図のほうに赤、緑、青と色で塗ってあります大

和堆、新隠岐堆、隠岐西方などの沖合漁場と、鳥取県から島根県にかけての地先の800メ

ーターより深い水深のところで、カニかごを用いて行われている漁業でございます。操業

期間は９月から翌年の６月までの10カ月間となっております。 

 （２）番の資源管理の方向性でございますけども、資源管理指針、資源管理計画に基づ

きまして、資源の維持・増大を図るということで、操業区域や操業期間、あと船舶別の漁

獲量の上限、ＩＱですね、こういった設定を行いまして、公的管理を行っております。こ

れに加えまして、日本海ベニズワイガニ漁業を営む漁業者が締結しております日本海沖合

ベニズワイガニ資源管理協定というものがございまして、保護区の設定、漁具の制限、小

型ガニの保護というような、自主的管理に取り組んでいるところでございます。 

 ページめくりまして、２ページでございます。関係者による連携を図るための体制とい

うことで、境港ベニズワイガニ産業三者協議会というものがございます。これは、境港の

ベニズワイガニ産業に関係する漁業者、加工仲買、卸売関係者の三者で構成されている会

議でございます。ここでは、あわせて、行政、研究機関を加えて協議会を随時開催してお

りまして、資源管理措置の取り組みを情報共有していこうというものでございます。 

 この協議会で具体的にどんなことをしているかというのを表したのが３ページ目、ペー

ジめくりまして３ページ目になります。広域資源管理に係る会議の開催実績と記録されて
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いる部分でございます。直近２カ年の内容を記載しております。具体的には、ベニズワイ

ガニの水揚げの結果を共有したり、水研機構さんによるベニの資源動向、そして生態につ

いての情報提供、そして、当年漁期のＩＱの設定方法などについて説明したりしておりま

す。 

 続いて、２）の資源管理措置の取り組み状況でございますけども、資源管理措置という

のは、公的なものと自主的なものがございます。公的なものは、法令で定められたもので

ございまして、操業区域や期間、許可隻数等が制限されています。イの自主的なものにつ

きましては、操業区域の中に保護区を設定したり、あとは、漁具のかご数を規制している

というものでございます。 

 ページをめぐりまして、４ページの３）のＩＱの設定状況でございます。ベニズワイ、

ＩＱの設定というのは平成19年度から取り組んでおりまして、細かな細則等はございます

けども、基本的には、ＩＱの総枠というのはＡＢＣに基づいて設定しているということで

ございます。このため、令和元年の漁期は、ＡＢＣとイコールである9,396トン、これを

各船に割り当てて、９月１日からのベニズワイガニの漁期がスタートしているというとこ

ろでございます。 

 大きな２番、資源管理の取り組みの広報活動というところでございます。これは境港市

が開催しているカニ集会というものでございますけども、カニ集会って一体何だというこ

とでございますけども、境港市が食育の一環といたしまして、地元の保育園・幼稚園と交

流を図るというものでございます。境港のベニズワイの有志の会というものが平成23年か

ら行っておりまして、今年で９年目を迎えております。10月の中旬から11月の初旬まで、

市内の８カ所で集会を開催しているということでございます。 

 具体的には、漁船がベニズワイの漁に出かけて、店頭で販売されて、食卓に並ぶまでの

一連の流れを紹介したり、あとは、紙芝居の中で、休漁期間、脱出リングの話とか、あと

は小型ガニが脱出するような話、具体的に出ていくような話をしながら、資源管理の取り

組みというのを紹介しているところでございます。 

 こういった活動についてはメディアでも紹介されておりまして、より多くの方にベニズ

ワイガニの資源管理への理解が広がるという取り組みを、地域一丸となって進めていると

ころでございます。 

 以上で、ベニズワイガニの広域資源管理について説明を終わらせていただきます。 

○田中会長 ありがとうございました。 



－20－ 

 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば、承ります。 

 よろしいでしょうか。では、私のほうから。新しい漁業法では協定を認定する仕組みが

あろうかと思うんですけども、そういう予定はありますか。 

○佐々木課長 今のところは、このＩＱ制度がうまく動いているところもあって、新たな

協定認定ということは、まだ業界の中では出ていないところでございます。 

○田中会長 今後、認定してもらうといいことあるかもしれないので、ご検討いただけれ

ばと思います。 

 他に何かございますでしょうか。 

 波積委員、どうぞ。 

○波積委員 感想なんですけれども、カニ集会の取り組みというのがすごく良い取り組み

だなと思っております。漁業環境のことを一般消費者の方は、本当に漁業者の方がびっく

りするほど知識がなくて、非常に資源管理が厳しいとか、そういったことというのをすご

く取り組んで、資源が回復しなければならないということを、一般の方と共有するという

ことは、非常に大事なことだと思ったので、今ちょっと感想を述べさせていただきました。 

○田中会長 ありがとうございました。お褒めの言葉をいただきました。もっと推進する

ようにというエンカレッジだったと思います。ありがとうございました。 

○波積委員 福岡県でちょっと印象に残ったことがありまして、一般市民の方がごみを海

洋のほうに、ペットボトルだとか紙袋を、河川から流れていって、海の環境がすごく悪く

なって、操業に非常に悪影響を与えているということを、面白いキャラクターを立てて、

ストーリーで動画を作られているんですよね。このカニ集会も、わかりやすい取り組みな

ので、すごく良いと思いました。 

○田中会長 ありがとうございます。わかりやすいというのは、大事なポイントの一つで

はないかと思いますね。ありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、続きまして、次の議題、１の４、日本海西部・九州西海域マアジ・マサバ・

マイワシについてです。 

 当議題につきましても、まずは資源評価について水産研究所からご説明いただき、続い

て資源管理の取り組み内容について事務局よりご説明いたします。 

 それでは、西海区水産研究所の大下部長より、日本海西部・九州西海域マアジ・マサ

バ・マイワシの資源評価についてご説明をいただきます。よろしくお願いします。 
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○大下部長 西海区水産研究所の大下といいます。よろしくお願いいたします。座って失

礼します。 

 表紙にマアジが書かれております資料１－４－１をお手元にご用意ください。 

 まず、資料の２番、生物学的特性でございますけども、ここに漁場、産卵場、成育場が

示してあります。ピンク色が産卵場でございまして、東シナ海から日本海の沿岸にかけて

広く産卵場が広がっております。漁場、成育場もほぼこの産卵場と重複するような形で広

がっております。 

 生物学的特性についてはここでは省略いたしますので、後でご覧ください。 

 １ページめくっていただきまして、漁獲の動向について説明をいたします。資料の３で

ございます。青色が日本、赤色が韓国になります。2018年の漁獲量について、日本は９万

7,000トン、韓国が２万7,000トン、計12万4,000トンでございました。資源評価では、漁

獲量の統計データ、中国の統計データの期間が短い、もしくは１年おくれで発表されると

いうことから、ここでは中国の漁獲は含まずに、資源評価をしております。ちなみに、中

国の漁獲量は約２万トン程度でございまして、韓国よりもやや少ない程度の漁獲になって

おります。 

 資源の動向、資料の４番でございます。マアジは、年齢別漁獲尾数、先ほどトラフグで

説明いたしましたけども、市場に揚がりましたマアジの年齢をつぶさに観察いたしまして、

年齢別の漁獲尾数を求めております。そこから資源量を計算するというような作業をして

おります。グラフの青色が資源量になります。赤丸が漁獲割合になります。資源量は、

2018年は49万トンになると計算されております。資源動向は、過去５年間の資源量の推移

から増加。漁獲割合、これは資源量を分母にいたしまして、漁獲量を分子にしたものでご

ざいます。これは近年徐々に減ってきておりまして、2008年以降、40％前後で推移してい

たんですけども、近年は減少傾向が顕著であるということがわかっております。 

 その次、資料の５番でございます。これは親魚量、親魚の量です。親魚の量と再生産成

功率を示しております。再生産成功率は、加入尾数を親魚の量で割ったものでございます。

したがいまして、この再生産成功率の値が高ければ高いほど、子供がたくさん入ってくる

というようなことを意味します。親魚量、2018年は29万トンと計算されております。 

 Blimitというものが書かれておりますけども、これは2000年以降で高い加入─つまり

０歳魚が多かったという意味でございます─があった最小の資源量、これを15万トンで

すけども、ここの値を Blimitとしております。ちなみに、マアジではBlimitを境に、
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Blimitよりも少ないと低位、Blimitよりも多いと中位というような判断基準にしておりま

す。 

 青色のグラフを見ていただくと、真ん中に破線があるんですが、これがBlimitになりま

す。これよりも上だと中位でございます。したがいまして、現状では中位、再生産成功率

は近年では13.6～43.8、かなり変動がある中で推移をしているというふうに考えられてお

ります。 

 資源評価のまとめでございます。資源量指標値を考慮したコホート解析によって資源量

を計算しております。資源量は、1970年代前半には低水準でありましたけども、1980年、

1990年代前半にかけて増加し、2005年以降は40万トン前後で経過しております。2018年の

資源量は49万トンと推定されました。2018年の親魚量は29万トンで、Blimitを上回ってい

ることから、資源水準は中位、過去５年間の資源量の推移から動向は増加と判断されまし

た。 

 １枚めくっていただきまして、2020年のＡＢＣの一覧表を示しております。資源が

Blimitを超えているということでございますので、推定される漁獲シナリオは３つほどご

ざいます。 

 上から、親魚量の増大、これは基準値でありますＦ30％ＳＰＲというものでございます。 

 その次に、現状の漁獲圧の維持、そして親魚量の維持、この３つのＦ、漁獲圧で獲るの

は、ＡＢＣとして妥当だというふうに考えております。それぞれLimitとTargetという値

が書かれております。Limitはぎりぎりの値です。Targetは、予防的観点からややＦを下

げて、少しＡＢＣを抑えましょうという意味で書かれております。 

 一番下のFmedだけ申し上げますけども、FmedのLimitで2020年のＡＢＣは23万7,000トン、

そのときの漁獲割合は36％になります。2025年の親魚量、80％区間ですけども、これが16

万2,000トン～51万1,000トン、真ん中、medianが34万5,000トンになりまして、2025年に

現状の親魚量を維持する確率は50％、Blimit以上を維持する確率は94％になっております。 

 続きまして、マサバ対馬暖流系群にいきます。 

 ここでわざわざ新たな資源評価結果と書かれているのは、少し補足の説明をいたします。 

 改正漁業法というのが、冒頭でご説明ありましたけれども、現在、スケトウダラ、ホッ

ケ、マサバ、ゴマサバを先行系群といたしまして、新たな資源評価の検討を行っておりま

す。したがいまして、ここでは昨年度の資源評価の値が示されています。マサバの対馬暖

流系群におきましては、今週、資源評価のアップデートが行われまして、その結果は、速
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やかにチェックいたしまして、速やかに公開をされる予定ですけども、この会議には間に

合いませんので、ここでは昨年度の資源評価の結果を示しております。 

 分布域ですけども、資料の２番です。先ほどのマアジと比べまして、やや中国もしくは

韓国のところに分布域が広がっているというような魚になります。生物学的特性について

は省かせていただきます。 

 漁獲の動向です。先ほども申し上げましたけども、2018年の漁獲量は使っておりません。

１年前の漁獲量、2017年度の漁獲量で見ると、日本で11万トン、韓国で10万5,000トン、

合わせて21万5,000トンになっております。青色が日本、黄色が韓国です。ちなみに、

2018年は日本が約14万トン、韓国が15万トンで、2018年としては28万トン～29万トンぐら

いの漁獲があったというふうに考えております。 

 資源量と漁獲割合の推移でございます。青色が資源量、赤丸が漁獲割合になっておりま

す。資源量は、2017年の資源量は59万トンと推定されております。漁獲割合は、これは漁

獲量を資源量で割ったものですけども、2000年以降はちょっと上がっているんですけども、

おおむね前年並み、ずっと同じ水準で推移しておりまして、2017年は36％と計算をされて

おります。 

 マサバだけ最大持続生産量、ＭＳＹについてのスライドを示しております。我々では、

現在の環境下において、持続的に採捕可能な最大の漁獲量、これを最大持続生産量、ＭＳ

Ｙと呼んで定義をしております。 

 これについて若干説明いたしますけども、下に男の人と女の人の絵があります。その下

に魚のパターン、魚のイラストが３つほどあるんですけども、一番左側、もともとの魚が

少ないところからいくと、これは環境の中に魚が少ない、つまり、利用できる餌とか生息

地というものが十分にあるので、生き残りはしやすいんですけども、半面、親が少な過ぎ

て効率よく漁獲ができないということを意味しております。逆に、一番右側、込み過ぎて

いるとっていうところを見ていただくと、これは環境の中に魚がたくさんい過ぎて、餌の

量というのは決まっておりますし、その生息地、スペースも決まっておりますので、あま

り子供の生き残りが良くないと。これもあまり良くないだろうということで、ほどほどの

漁獲をする、中間的な密度のところで漁獲をすると、資源にも優しいし、漁業者の皆様に

とっても効率よく漁獲ができると。こういったものをＭＳＹと呼んで、計算をしていると

いうことでございます。 

 その下、資料の６番、マサバ対馬暖流系群のＭＳＹというものをご覧ください。横軸に
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平均親魚量、縦軸に平均漁獲量をとっています。オレンジ色の矢印でＭＳＹ水準というも

のが書かれております。これが現状の環境下におけるマサバ対馬暖流系群のＭＳＹ、この

ときの期待漁獲量が32万3,000トンになっております。 

 ＭＳＹを挟んで左側、０～31万トンぐらいのところについては、いわゆる乱獲と呼ばれ

る状態です。この矢印から右側、これは資源はたくさんいるんですけども、漁獲をしてな

い。逆に言うと、漁獲をしてないから資源が増えるという考えもあります。これもあまり

良くないので、ＭＳＹ水準までは獲って、効率よく漁業をしましょうというような意味と

考えていただいたらいいと思います。最大持続生産量、現状の環境下では32万3,000トン、

ＭＳＹを実現する親魚量は31万トンと計算をされております。 

 もう一つ、１枚めくっていただいて、神戸チャート、神戸プロットというものがござい

ます。これについても若干のご説明をいたします。 

 色が４分割されております。右下にグリーンのところ、緑色のもの、左上が赤色になっ

ております。途中で折れ線グラフがあるんですけども、資源計算がなされているときから、

このときの最新年の2017年までの資源状態を示しております。横軸が親魚量の比です。先

ほどＭＳＹという言葉を言いましたけども、ＭＳＹを達成するときの親魚量を１としたと

きに、どのぐらいの比率なのかということを示しております。縦軸の漁獲圧の比というも

のは、ＭＳＹを達成するための漁獲圧を１にして、それから対して低いのか高いのかとい

うことを意味しております。赤色というのは、ＭＳＹに対して低い、すなわち、ＭＳＹを

達成するためには漁獲圧を下げたほうがいい、漁獲圧を下げれば、ＭＳＹまで達成するだ

ろうということを意味します。 

 2017年におきましては、ちょうどそのオレンジ色というか、黄色のところに位置してお

ります。これを見ると、ＭＳＹよりは低いけれども、ＭＳＹを達成するためのＦよりは低

いということでございますので、期待といたしましては、このままＦが、つまり漁獲圧が

下がれば、徐々に緑のほうに動くだろうというようなことを意味するというものでござい

ます。したがいまして、現状の親魚量は、ＭＳＹを実現する親魚量を下回っており、現状

の漁獲圧はＭＳＹを実現する漁獲圧を下回っているというような評価が、2017年当時の評

価でございました。 

 以上がマサバの対馬暖流系群でございます。 

 マイワシ対馬暖流系群につきましては、通常どおり、令和元年度の資源評価結果につい

てご説明をいたします。 
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 生物学的特性でございますけども、マイワシは、先ほどのマアジとかマサバと比べまし

て、かなり資源状態において生物学的な特性が異なるという、顕著な特性を持っている魚

種になります。資源の高水準期、向かって右側でございますけども、日本海もしくは東シ

ナ海を広く分布する。産卵場は日本列島の沿岸沿いにあるというふうに考えております。

逆に、左側の資源の低水準期には、日本列島の沿岸に中心的に分布するような魚になって

おります。 

 生物学的特性については、申し訳ございませんけども、省略させていただきたいと思い

ます。 

 １枚めくっていただきまして、３ページ目でございます。 

 1960年から2018年、向かって左側の図でございますけども、皆さん御存じのとおり、

1970年代、80年代、90年代の最初ぐらいまでは、かなり多くの漁獲量がございました。最

大で150万トン程度の漁獲があったんですが、2000年にかけて急激に減少いたしまして、

たしか2000年では1,000トンを切るぐらいの漁獲量になりました。 

 その後、徐々に増えてきている図が向かって右側の図になります。2011年ぐらいからや

や多く漁獲がされてまいりました。ただし、2014年のように、前年までたくさん獲れてい

たのに突然獲れなくなるとか、青色が日本海北区、赤色が日本海西区なんですけども、漁

場形成が年によって全然違ってしまうというようなことから、資源評価などにすごく苦労

しながらやっているということでございます。2018年の漁獲量は７万1,000トンになって

おります。 

 資源の動向です。これもコホート解析という、年齢別漁獲尾数を用いて計算をしており

ます。青色が資源量、赤色が漁獲割合になります。 

 向かって右側の2004年～2018年のグラフをご覧ください。2004年以降、徐々にふえてい

るということについては、間違いがございません。漁獲割合も大体20％前後で推移してい

るということでございます。2018年の資源量は36万8,000トン、資源動向は増加と判断し

ております。 

 続きまして、資料の５枚目をご覧ください。これは親魚量と再生産成功率を示しており

ます。親魚量の向かって右側のグラフ、2004年～2018年の図ですけども、徐々に増加をし

ているということは間違いございません。親魚量は、2018年は25万1,000トン、Blimitは、

過去の良好な加入が認められた1971年の親魚量９万9,000トンに近い10万トンをここに書

いておりますけども、この10万トンというところに破線が書かれております。この破線よ
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りも上でございますので、資源水準は中位、再生産成功率は11尾～34尾／１キログラムで

推移しているということでございます。 

 資源評価のまとめです。コホート解析によって計算をしております。資源量は、1970年

代から増加し、1988年には1,000万トンに達したんですけども、その後減少しております。

2018年の資源量は36万8,000トンと推定されております。2018年の親魚量は25万1,000トン

で、Blimitを上回っていることから、資源水準は中位、動向は増加というふうになってお

ります。 

 その次のページをご覧ください。ＡＢＣの表を示しております。 

 漁獲シナリオの提案といたしましては、２つほどあります。親魚量を維持する、これは

Fmedianというものですけども、これが管理基準値であるＦ30％ＳＰＲという、その漁獲

圧とほぼ一緒になっております。この場合の2020年のＡＢＣは10万8,000トン、2025年の

親魚量のばらつきについては、９万1,000トン～47万4,000トンで、2025年に2018年の親魚

量を維持する確率は40％程度というふうに考えております。 

 なお、この系群だけ、ＡＢＣの再評価という表をつけております。それはなぜかという

と、今年度、かなり大幅に減少しております。ＡＢＣが減少しております。その理由とい

たしまして、当初は、2018年の漁獲量が予測値、11万8,000トンと予測していたんですけ

ども、実際に獲れたのが７万1,000トンでございました。それからさらに資源計算を再計

算していくと、資源量が過大評価であったということ、それに伴って芋づる式に計算結果

が変わっていきまして、2020年のＡＢＣが先ほど説明したFmedianで10万8,000トンという

形になります。 

 以上で説明を終わります。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば、承ります。 

 特にございませんでしょうか。漁業者の感覚と合っておりますでしょうか、資源の動向

について、アジは増えていて、サバは。 

○大下部長 横ばい。 

○田中会長 横ばいですね。マイワシも増えていると。増えているけど、今年は山陰のほ

うは獲れていないんじゃないでしょうか。どうですか。 

 濱野委員、どうぞ。 

○濱野委員 この資源量なんですけども、サバにしてもイワシにしても、相当索餌回遊の
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広大な移動範囲を持っているんですけども、この辺どうなんですかね。どの辺までを、要

するに日本の言ってみりゃ管理の中の資源として見ておられるのか、その辺ちょっと教え

てもらえればと思います。 

○大下部長 ご指摘のとおり、特にマイワシとマサバにつきましては、かなり広い海域を

回遊しているというふうに考えております。お手元の資料で後で確認していただければわ

かるんですが、マサバについては黄海、中国の黄河のあたりまでは行っているだろうとい

うふうに考えておりますし、マイワシについても、多分、亜寒帯前線というんですかね、

亜寒帯曲線というんですかね、リマン海流が流れているあたりの潮境までは十分行ってい

ると思います。ただ、冬になると水温が下がってきますので、それが南下して日本の周辺

に下がってくるというふうに考えております。 

 補足ですけども、調査も比較的広く調査をしておりまして、例えば日本海で起きますと、

９月には北緯でいくと37度とか８度ぐらいまで調査船を動かしまして、マイワシは獲れて

おります。ただし、日本の沿岸については水温が高過ぎて、ちょっと下りてきてないとい

うような感じを受けております。なので、日本海全体もしくは東シナ海全体を評価したい

ということは思っておりますけども、日本といたしましては、日本の近海におりてきた魚

について調査をしているというようなことがご回答になります。 

○田中会長 よろしいですか。 

○濱野委員 私は去年、釜山のほうへ行って、港を見て回りましたけれども、これはまき

網船で１日何千トンのサバが揚がっているんですよね。これ、おそらく黄海あるいは東シ

ナ海、こちらのほうへ行っての操業だと思うんですけれども。これで漁師さんに聞いてみ

ましたら、「これは規制の対象になっているんですか」っつったら、「いや、なってませ

んよ」、そういう答えなんですよね。何でこれ、日本だけがこういう形で縛りをしている

のか。しかも、この資源というのは、日本も利用する資源なんですよね、季節によっては。

したがって、この辺がどうも私、いろいろと話は聞きましたけれども、どうも日本だけが

縛りのかかった形で操業されているなというふうに思うんです。 

 それと、資源量ですけれども、果たしてこれが正当なものかどうかという。これは、サ

ンマにしてもここ２～３年で激減して、商売にならんということで、もう既に200トン、

300トンの船が出漁をして、その大きい船でなかったら、操業しても採算に合わんという

ような状況に。だけど、この資源についても決して厳しい見方はなかったですよね。 

 だから、この辺が私、特に北海道はこのサンマの漁の浮き沈みを、相当、経済効果も保
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たれたり、あるいは工場の操業停止という形に持っていっている、そういう状況なんで、

こういった会に私、必要なんでしょうけれども、北海道の人間からしてみれば、次元の違

う、そんな形での資源評価であったり、あるいは、どこまで見ているんだろう、どこまで

を調査海域とし、資源量として見ているんだろう、非常に疑問に思うところなんです。 

 したがって、この辺、やはり浜に帰ってきちっと説明できるような、そういった、こん

な簡単なペーパーじゃなくして、もう少し綿密な統計資料なり何なりを用い、そしてまた、

諸外国はどういうような同じ資源を利用しておられるのか、その総数がどのくらいになっ

ているのか、そのぐらいのものを出してしかりじゃないでしょうかね。私はそう思うんで

すけれども。 

○大下部長 わかりました。マサバだけちょっとご説明いたします。 

 韓国は、マサバはＴＡＣ管理をしております。2018年のＴＡＣが確か15万トンだったと

思いまして、そのぎりぎりまで獲っています。ただし、ゴマサバはＴＡＣ管理してないで

す。なので、ひょっとすると、釜山魚市で見られたのは、ゴマサバだったかもしれないで

す。かなり多い漁獲量があったというふうに聞いております。 

 中国については、残念ながらＴＡＣ管理をしてないというふうに考えておりますが、夏

季休漁という形でやっているんだというのが、向こう側の言い分だというふうに認識して

おります。 

 ご指摘のとおり、資源評価について、外国漁船の取り込みが弱いんではないかというこ

とについては、我々も十分認識しておりまして、なるべく外交の場でデータの交換を持ち

かけるんですけども、なかなか向こう側が来ないと。強く言っても、なかなか漁業交渉、

科学者交渉ですけども、それがなかなか実現していない状況でございますので、なるべく

努力を続けたいというふうに思っているところでございます。ご指摘のとおり、外国漁船

の関係の資料については、ちょっと手薄だったかなというふうに思っております。申し訳

ございません。 

○濱野委員 よろしいですか。管理が管理になってないというのが現状なんですよ、韓国

は。もちろん、中国は批准してませんので。したがって、獲り放題やっている、隣国がそ

ういう状況で操業されているというのは、大きな問題ですよ、これは。この辺、やはり日

本の、水産庁では動く限界もあるだろうとは思いますけれども、ただ、少なくとも国策と

してどうあるべきだという、このような議論をやはり水産庁としてもすべきじゃないんじ

ゃないでしょうかね。どうなんでしょう、神谷部長。 
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○田中会長 志幸委員と同じポイントではないかと思いますけど。 

○神谷資源管理部長 韓国は本当にＴＡＣ管理をしていて、ＴＡＣが満限に達したので休

漁したというケースがサバはあります。ほとんど釜山の魚市場に揚がりますので、釜山の

魚市場で今日サバが何トン揚がったかというのは、我々はちゃんと把握しております。 

○濱野委員 釜山に関してはわかりますわ。 

○神谷資源管理部長 サバは韓国の場合は水揚げ港が指定されていて、もうほぼ間違いな

くほとんど釜山です。そこを把握すれば99％に近い確率になりますので、サバのデータと

いうのは相当正確にわかります。アジについても韓国に関しては同じです。 

 北海道の関連で申しますと、サンマですよね。急に資源が減るじゃないかと。ちょっと

研究者の方を前にこういうことを言うのはなんなんですけども、何年も生きる魚ほど資源

評価は将来予測がしやすくて、マイワシのように１年しか生きないやつは、今年どう発生

したかどうかというところがかなり効いてくるので、サバのように、今年何トンいるから

来年こんなふうになるだろうという予測が、サンマの場合は非常にしにくいところがあり

ます。 

 そのかわり、北水研は、６月や７月に北海道と一緒に漁期前調査ってやっているじゃな

いですか。それで今年の発生状況というのがかなりわかるんです。そのときにかなり今年

はサンマの発生は低いなというのが見えていたということ。では問題は、それがなぜ前の

年にわからなかったのかというところは、これから資源評価の精度を上げないといけない

ところだとは思いますけれども、少なくとも漁期の直前までにはわかるようにしておりま

す。 

 ですから、イワシとアジとサバに関しては、我々の中でできるベストなことはやってお

りますし、日本だけがやって馬鹿を見るという状況ではないとは思います。ただ、日本に

比べて韓国のほうが甘いというのは確かかもしれません。中国はもっと甘いじゃないかと

いうのは、それはもっと事実だと思います。 

○濱野委員 全て把握しているような状況、そういう今、お答えですけれども、少なくと

も瀬渡しをしている現状、瀬渡し、この現状というのは恐らく掴んでないと思うんですけ

れども。10隻入ったら、２隻ぐらいは瀬渡ししているんですよね。常に空振りで入ってく

るんですよ。そういう現状というのはカウントされてないでしょう。したがって、この辺

の、言ってみれば瀬渡し船のそういった操業というのを、これをやはり野放図にされてい

るんですよね。したがって、この辺もやはり目を光らす必要性もあると思いますし、そう



－30－ 

いった分で規制があってないような、そんな状況が横行しているというのが現状だと思い

ます。したがって、この辺、もう少し緻密な調査をしながら対応していただきたいなとい

うふうに思います。 

○田中会長 ということで、綿密な対応を水産庁にお願いするということで、よろしくお

願いします。 

 他に資源評価についてご質問ございますでしょうか。 

 中島委員、どうぞ。 

○中島委員 すみません、アジの資料の２ページ、スライド番号でいいますと３になりま

すか。３と４ですね。スライド番号４で漁獲割合がかなり近年低下していますよね。資源

量が上がっているのに、漁獲割合というよりも、漁獲量が下がっている。この辺の原因に

ついて何か知見があれば、教えていただければと思います。 

○大下部長 これが答えになるかどうかわからないなんですけども、過去に比べると、主

体である大中型まき網の投数あるいは網数はかなり減っています。減船等もあるんですけ

れども、それはかなり大きな影響というふうに考えております。その減船に伴って漁獲圧

が下がっているので、資源としては上がってくる。その半面、漁獲量としては下がって現

状維持なので、全体としては漁獲割合は下がってくるというような解釈をしております。 

○田中会長 よろしいでしょうか。大体、漁獲量があんまり動いていないので、漁獲の割

合が下がると資源量が上がるという、そういう仕組みになっているんだと思います。 

 もう一方。濵田委員。 

○濵田委員 サバの資料なんですが、７ページのスライドナンバー６、ＭＳＹのこの図な

んですが、これはホッケースティックという図ですかね。 

○大下部長 いえ、違います。 

○濵田委員 これは違うんですね。このＭＳＹの計算根拠に韓国の漁獲、あとシナ海の中

国の虎網の漁獲というのは、これは反映されているんでしょうか。 

○大下部長 ご説明いたします。ちょっと申し遅れましたけども、資源計算には韓国の漁

獲量は入っておりますが、中国の漁獲量は入っておりません。なので、このＭＳＹという

のは、韓国と日本を含めた値になります。 

○濵田委員 わかりました。 

○田中会長 よろしいでしょうか。 

 質問なんですけれども、今までの資源評価で韓国は入れてたと思うんですが、中国はも
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うずっと入ってなかったという理解でよろしいですか。 

○大下部長 はい。今までも入ってないです。 

○志幸委員 中国は入っていないのに、韓国は入れて計算しているということですか。 

○田中会長 入れてたと思います。 

○大下部長 はい。長年入れております。 

○田中会長 韓国の統計で１つ不確実なのが、ゴマサバがどれぐらいあるかというところ

が、ちょっとわからないそうなんですね。 

○大下部長 昔はサバ類でまとまって、日本もサバ類でまとまってはいるんですけども、

市場統計がかなり精密にとっていただいておりますので、こちらで市場統計で分けている。

韓国のほうは、一昨年ぐらいからゴマサバとマサバを分け始めているので、今のところマ

サバとゴマサバの漁獲量は、それを信じて計算をしているということです。 

○田中会長 昔のサバについては、最近の比率で分けているという理解でいいですかね。 

○大下部長 詳しく申し上げると、韓国の漁場に日本の漁船が行きますので、その漁船の

ゴマサバとマサバの割合を使っているということです。 

○田中会長 使って出す。 

○大下部長 はい。 

○田中会長 同じ漁場のデータを使って。そして水揚げを分けていると。 

○大下部長 はい、そのとおりです。 

○田中会長 という苦労をしてやっているんだそうです。 

 他よろしいでしょうか。 

 特にないということで、それでは、続きまして、日本海西部・九州西海域マアジ（マサ

バ・マイワシ）広域資源管理方針に基づく令和元年度の取り組み状況について、説明をお

願いいたします。 

○角町課長 九州漁業調整事務所、角町です。座ってご説明させていただきます。 

 日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）広域資源管理方針に基づく平成31

年度、令和元年度の取り組み状況についてご説明いたします。 

 本方針は、平成21年度から３カ年実施いたしました資源回復計画を受け継ぎまして、資

源回復に向けた取り組み内容を後退させることなく、継続して取り組んでおります。 

 資料１－４－２をご覧ください。 

 広域資源管理方針に基づく漁獲努力量削減措置の取り組み団体といたしましては、表に
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あります山陰旋網漁業協同組合、日本遠洋旋網漁業協同組合、鹿児島県旋網漁業協同組合、

島根県旋網漁業協議会、長崎県旋網漁業協同組合の５団体が参画しております。 

 広域資源管理方針に基づく取り組み状況の漁獲努力量削減措置ですが、小型魚の漁獲圧

を低減するための漁場移動や漁獲量制限、それら小型魚に関する情報の共有、連絡体制の

整備、一定期間の休漁、及び水揚げ日数制限といった管理措置を実施しております。 

 本年９月末までの実施状況につきましては、資料の右側に記載しておりますが、休漁に

ついては前年度と同様の内容で各団体が実施しております。 

 小型魚に漁獲圧をかけないための漁場移動につきましては、中型まき網漁業の長崎県旋

網漁業協同組合において29回実施しております。その他の団体におきましては、小型魚に

漁獲圧をかけないための漁場移動や漁獲量制限を行う状況になりませんでしたので、管理

措置は実施しておりません。 

 下にいきまして、２番の保護装置につきましては、五島西方沖地区及び隠岐海峡地区

（西側）のマウンド礁の中心から半径１マイル以内では、マアジ・マサバ・マイワシの採

捕を目的とした操業を行わない取り組みを実施しておりますが、これは前年度と同じ措置

を行っております。 

 また、令和元年10月２日には、福岡市において日本海西部・九州西海域マアジ（マサ

バ・マイワシ）広域資源管理検討会議を開催いたしまして、各団体の取り組み状況等の情

報共有を行っております。 

 次に、資料１－４－３をご覧ください。 

 広域資源管理方針の概要につきましては、毎年度更新するという整理をしております。

これについては必要に応じて管理措置の見直しを、関係者の皆様と検討していきたいと考

えております。 

 簡単ですが、以上で終わります。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば、承ります。 

 よろしいですか。 

 例年どおりという理解でよろしいですか。 

○角町課長 そのとおりです。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 特になければ、議題の１はここで閉じさせていただきまして、２のほうに移りたいと思
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います。２は、太平洋クロマグロの資源管理についてです。 

 まずは、事務局より日本海・九州広調委員会指示第55号に基づく沿岸クロマグロ漁業の

承認制の事務取扱要領の一部改正について、ご説明お願いいたします。 

○事務局（竹川） それでは、資料に基づいてご説明いたします。使う資料は、資料２－

１、２－２、２－３の３点になります。 

 まず、資料２－１をご覧ください。 

 当委員会では、太平洋クロマグロの管理を進めるために、日本海・九州西広域漁業調整

委員会指示第55号を発出しまして、沿岸クロマグロ漁業の承認制を実施し、その承認に係

る事務処理は、事務取扱要領に基づき遂行されてきました。今回、この事務取扱要領の一

部改正を行いたいと思います。 

 改正の理由としましては、これまで委員会指示に基づく沿岸クロマグロ漁業の承認につ

きましては、他の委員会指示、例えばトラフグの承認制、それからキンメダイの承認制、

こういった委員会指示と同様に、会長の専決事項という形で事務処理を進めさせていただ

きました。この承認行為につきましては、本来、事務取扱要領に規定を置くべきなんです

が、今回、規定が整備されていないことがわかりましたので、ここの部分を改めて整備し

たいということで、今回の提案となっております。 

 具体的な変更内容は、資料２－２をご覧ください。 

 資料２－２に新旧対照表を載せております。変更点はこの赤い字のところでありまして、

まず１番と書いてあるところです。「事務処理の専決及び結果報告、委員会指示の３及び

４に定める承認の事務処理は、委員会会長の専決事項として処理し、委員会会長は直近の

委員会に承認の状況その他必要な事項を報告するものとする。」、こういった規定を改め

て設けたいと思っております。 

 そのほか文言の修正等を行っております。 

 改正内容としては以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば、承ります。 

 主に事務的な手続の整備という理解でよろしいですか。 

○事務局（竹川） はい、そうです。 

○田中会長 ということだそうです。 

 よろしいでしょうか。 
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 ありがとうございます。 

 それでは、本委員会といたしまして、原案どおり、日本海・九州西広調委指示第55号に

基づく沿岸クロマグロ漁業の承認制の事務取扱要領について、一部改正することで決定さ

せていただきたいんですが、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、お認めいただいたということにさせていただきます。 

 万が一軽微な修正があるかもしれません。てにをはがちょっと間違っていたとか、その

場合には会長一任させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございます。 

 それでは、事務局のほうでこのとおり改正の手続を進めていただきたいと思います。 

 続きまして、事務局より、新潟県における無承認操業事案への対応について報告をお願

いいたします。 

○事務局（竹川） それでは、資料２－４をご覧ください。新潟県におけるクロマグロ無

承認操業事案への対応についてご報告いたします。 

 経緯といたしまして、本年５月、新潟県におきまして、沿岸クロマグロ漁業の広域漁業

調整委員会指示の承認を有さない漁業者２名がクロマグロを漁獲し、市場への販売を試み

ていたことから、今回の事案が発覚したというところでございます。 

 調査・指導としては、６月５日に漁業者２名に対して聞き取りや指導を行いました。結

果としましては、この２名の漁業者により、約400キロ、大型クロマグロ11尾を漁獲した

というところでございます。 

 対応方向としましては、委員会の対応方針に従い行いました。対応方針は、ページをめ

くっていただいた次の参考資料というところにございます。 

 ページをめくっていただいた参考資料、１ページ目の１ポツ、委員会指示の適切な実施

を図るための対応というのがございます。こういった疑義情報を接受した場合におきまし

ては、まず速やかに事務局として会長に一報するとともに、関係する都道府県水産部局を

通じて調査を実施します。その後、会長は、水産庁が実施した調査の報告を受け、必要と

認めた場合には、会長名による指導文書を発出し、後日、委員会に報告する、こういった

手続になっております。 

 ページ戻っていただきまして、３ポツの結果概要等の（２）対応方向を見ていただきた
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いんですが、この処分方針に従いまして、無承認操業の疑義のある漁業者に対し聞き取り

調査を行った上で、その場でまず当該漁業者に対して指導を行いました。そして、当委員

会の会長名で指導文書を発出しております。あわせて、当該漁業者からは、承認を得ずに

沿岸クロマグロ漁業をしないという旨の念書も受領しております。 

 本件についての報告は以上になります。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば、承ります。 

 よろしいですか。 

 これは漁業者が違反していたということですね。 

○事務局（竹川） そうです。もともとこのクロマグロを獲る漁業者ではない方が漁獲さ

れたということでございます。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、今度は、事務局より太平洋クロマグロの資源管理についてご説

明をお願いいたします。 

○事務局（竹川） 引き続き私から資料２－５の説明をいたします。 

 この資料はちょっと分厚いものですから、昨年３月から今年の今回の委員会までの間に

起きたトピックスを何点かご紹介したいと思います。 

 まずはじめに、国際的な交渉の状況のご説明をしたいと思います。８ページ、スライド

番号でいきますと15番をご覧ください。ＷＣＰＦＣの北小委員会の結果についてというス

ライドになっております。 

 来年の資源管理措置につきましては、ＷＣＰＦＣの北小委員会で合意を経て、そして年

次会合で認められて、措置が決まっていくわけです。そのために、今回、このＷＣＰＦＣ

の北小委員会において来年の措置について議論が行われたところです。９月３日から６日

まで、ポートランドで行われました。 

 結果につきましては、９ページの上の部分をご覧ください。 

 これまで我が国としても増枠の提案をしてきたわけでございますが、増枠につきまして

は、一部慎重な国があったために、全体数量の増枠ということには至りませんでした。た

だ、一方で、2020年の措置としまして、以下の２点が今回の北小委員会で取りまとめられ

たところでございます。 
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 ２点というのは、①番、2019年の漁獲上限の未利用分に係る繰越率を、現状５％から

17％に増加するといった内容です。 

 ２つ目が、大型魚の漁獲上限を台湾から日本へ300トン移譲するといった内容です。こ

の２点につきましては、北小委員会で取りまとめられたところでございます。 

 今後の予定としましては、来週から始まりますＷＣＰＦＣの年次会合で、この内容につ

いてまず北小委員会での合意事項を報告いたしまして、承認が出れば決定されるような段

取りとなっております。 

 これが国際的な交渉の現在の状況でございます。 

 そして、この内容を受けまして、来年の配分量を先日、クロマグロ部会で議論いたしま

したので、その報告をいたします。 

 13ページに飛んでいただきまして、24番のスライドをご覧ください。これが２つ目のト

ピックスで、来年の国内での配分に関する内容です。 

 来年の配分の基本的な内容は今年と同様に行うということは、もう昨年の段階で決まっ

ていたわけですが、今回新しいルールが加わるということで、それについてどのように扱

うか、議論を行いました。行ったのは、クロマグロ部会という水産政策審議会の資源管理

部会の下につくった部会です。その結果、決まった内容としましては、繰り越しをどのよ

うに扱うかという点と、台湾からもらう300トンをどのように配分するかといった内容で

す。 

 まずそれぞれの都道府県、大臣管理漁業、それぞれの繰り越せる数量を10％までとして、

残り７％分は一旦国の留保とするという内容が１つ目のポイントです。 

 ２つ目は、その一旦国が留保した分というのを、今度は再配分するという内容になって

います。小型魚につきましては、その再配分は沿岸漁業に優先して配分する内容になって

おりますし、大型魚につきましても、沿岸漁業とそれから近海カツオ・マグロ漁業に対し

て優先的に配分する。こういった内容が前回のクロマグロ部会でまとめられたところです。 

 なお、来年の配分につきましては、来週行われます水産政策審議会資源管理分科会にお

いて議論され、決定に向けての手続を進めていく運びになっているところです。 

 以上が来年の配分に関するトピックスのご紹介でした。 

 続いて、今シーズン、第５管理期間でのトピックスを何点か紹介したいと思います。 

 ページ戻っていただきまして、10ページをご覧ください。10ページの下側、19番のスラ

イドになります。第５管理期間における融通に係る協議の結果というスライドになってお
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ります。 

 これまで、枠が余ったところは使うところに融通をして、うまく枠を有効活用しようと

いうことを提案してきたわけでございます。その結果、今年につきましては、４月にまず

融通を行いまして、北海道と岩手県の間で小型魚と大型魚の枠を交換したり、それから、

北海道、島根、福岡と大中まきとの間での枠の交換というのをお行いました。また、さら

に11月に、量は15.7トンなんですが、７つの都道府県とそれから近海かつお・まぐろ漁業、

青森県との間での交換というのも実施しております。なかなか数量としては伸びておりま

せんが、なるべくこのようにして枠を有効活用したいというふうに考えております。 

 それから、続いて、次のトピックスですが、資源評価のための漁獲データ収集という内

容です。 

 クロマグロの資源の評価というのは、親魚につきましては、近海かつお・まぐろ漁業の

はえ縄のデータというのを用いて資源評価をしております。そのために、今シーズンから

近海かつお・まぐろ漁業に対して、200トンほど配分を上乗せしてデータを収集するよう

な形での操業をお願いしていたところです。その結果が11ページの下のスライド、21番の

スライドになります。 

 今期、４月から近海かつお・まぐろ漁業のデータ収集を始めたんですが、資源の回復が

早いのか、非常に漁獲が伸びて、結果的には配分量が足りなくなりまして、一時的に一度

止まることになりました。その後は追加で配分しまして、漁獲データの終盤のものはとる

という形になりましたが、来年、この途中で止まってしまうということを改善するために、

漁獲の方法であったりとか、追加配分の部分であったりとか、そういった点について改善

してやっていこうというふうに考えております。これが次のトピックスでございました。 

 最後のトピックスが12ページの一番上のスライドです。今回の日本海・九州の海域とは

少し違うのですが、瀬戸内海における混獲管理のための数量配分という内容になっていま

す。 

 瀬戸内海でクロマグロがこれまで獲れなかったんですが獲れるようになってきました。

現在のところ、兵庫県、広島県、それから特に多いのが香川県で漁獲があります。先日ま

では本当に100キロ、200キロという話だったんですが、11月の後半で伸びまして、今、

500キロ以上水揚げがあるということです。瀬戸内海で今後も獲れ続けるのか、いわゆる

分布が広がって獲れるようになるのか、たまたま今年だけ入ってきたのかというのがわか

らないものですから、このような形でまずは混獲管理の数量配分をして、実態を把握して
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いきたいというふうに考えております。 

 以上がこの１年間のトピックスでございました。報告は以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば、承ります。 

 岩田委員。 

○岩田委員 説明ありがとうございました。 

 国の留保と融通をする仕組みが新たに加わったというふうに聞いているんですけども、

その説明は今なかったんですが、ちょっとそれをご説明いただければと思いますけど。 

○田中会長 じゃ、お願いします。 

○事務局（竹川） 先日、10月に開催されましたクロマグロ部会で、融通がなかなか進ま

ないというときにどうするかということで、国が持っている数量、配分せずに持っている

数量と都道府県や大臣管理の数量との間で融通をするのはどうかということを提案し、ク

ロマグロ部会で了解を得られたところです。ただ、具体的にどういうふうにやっていくか

ということにつきましては、水産政策審議会の資源管理分科会で改めてしっかり議論をし

て、決めていきたいというふうに考えております。 

○岩田委員 ちょっとその点に関連しまして、消化率を上げるためには、融通をより促進

して、全体として消化率が上がっていくというのがベースになると、次の増枠に向けた議

論も国際会議の場で説得力が出てくると思うので、ぜひその辺のところについてＰＲもし、

指導力も発揮していただいて、より促進されるように要望をしたいというふうに思います。 

○田中会長 要望として承ったということでよろしいですか。 

 はい。承ったということで。 

 ほかに。 

 山内委員。 

○山内委員 皆さん、こんにちは。沖縄県那覇地区漁業協同組合の山内です。 

 今日は、私のほうからは４点ばかり意見を言わせてもらいたいと思います。 

 １つ目は、クロマグロ大型魚漁獲枠の消化率について。２つ目は、大型魚の国内配分の

あり方について。３つ目は、まき網漁業によるクロマグロ資源への漁獲インパクトについ

て。４つ目は、知事管理調査枠について。 

 この質問する前に、竹川さん、瀬戸内海で混獲されている魚は小型魚のみでしょうか。 

○事務局（竹川） 現在報告を受けているのは、小型魚です。 



－39－ 

○山内委員 大型魚は入ってないわけですね。ありがとうございます。 

 それでは、１番目の意見を述べさせていただきたいと思います。クロマグロ大型魚漁獲

枠の消化率について。 

 知事管理漁業の大型魚の漁獲枠については、第４管理期間は52.7％、第５管理期間は令

和元年10月18日時点で39.9％と、ともに消化率が低く推移しております。沖縄県では、第

４管理期間、平成30年ですね、去年においては、大型魚972本、数量で192.2トンの水揚げ

があり、第５管理期間では５月18日に採捕禁止措置を行いましたが、漁獲実績としては

271本、118.5トンを水揚げしております。しかしながら、採捕禁止措置発出以降は全ての

クロマグロを放流し、その数は324本あり、数量では64.5トンを放流することとなりまし

た。そのようなことから、沖縄県の漁業者からは、全国で大型魚枠の獲り残しが出るくら

いなら、我々に多く配分してくれとの声が上がっているところです。また、昨今10月３日

に開催された水産政策審議会では、消化率の向上が課題であるなどのご意見があったと報

道されております。是非ご配慮をお願いいたします。 

 ２つ目、大型魚の国内配分のあり方について。 

 国内配分については、より現実的な考えに基づくべきと考えます。直近年、３年～４年

の平均漁獲量を勘案することは当然でありますが、沖縄県では４月から６月末頃までしか

クロマグロの来遊はありません。それ以降の時期では、ときたま数本のクロマグロが釣り

上げられることもありますが、それは県の留保枠で消化できるものであります。翌年の国

内配分を取り決めるころには沖縄海域での来遊はほぼ終了し、実績数量は確定しておりま

す。そのため、管理期間実行年、令和元年─今年ですね─の数量も採用してほしいも

のです。また、実績のない県への一律配分は廃止し、万が一釣り上がったとしても、国の

留保枠で解消できるものと考えておりますので、現実的で適切な配分が行われますよう、

改善を求めます。 

 ３つ目、まき網漁業によるクロマグロ資源への漁獲インパクトについて。 

 第６管理期間についても大中型まき網漁業への配分は3,063.2トンであり、過大配分で

はないかと考えるものであります。まき網漁業がクロマグロ資源に漁獲圧力を増大させ、

資源量を減少させたことは、クロマグロ部会の中でも指摘され、研究者たちも事実である

と言う者もおります。科学的な根拠を示すとともに、国際水研の協力も得ながら、説明を

願いたいものです。これから先、限りある資源の無駄遣いをせず、海の幸を持続的利用可

能な資源に育て上げ、後世に残すべきと考えております。 
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 ４つ目、知事管理漁業への調査枠について。 

 クロマグロ資源量を調査することは、見えないものを見えるものにするという意味にお

いて、大変重要なことと考えます。家畜なら見えているので、一目で数を数えることがで

きますが、海の中にいるものは見えないので、数えることが不可能なことであります。そ

のため、釣り上げることでその実態が明らかになりますし、その来遊状況を知ることがで

きます。しかし、日本周辺漁場は広大で、また、鳥類などと同様に、クロマグロは季節に

よって、太平洋、日本海、その他の海域をマイグレーション、すなわち大移動または高度

回遊をする生物であります。その生態は正確にはまだ解明されていないと聞いております。

広大な海でその資源を調査し、評価するためのデータの収集は、一握りの漁業者、大臣管

理漁業だけで行うのは、限界があるものと考えております。多くの漁場者にその調査等、

データ収集を行っていただくことで、精度が高く、より信頼できる評価資料ができ上がる

ものと考えております。その意味において、沿岸漁業を含めたオールジャパンで調査を行

うことを提案いたします。 

 最後に、令和元年９月に海の幸に感謝する会の定例総会で、山口長官は「資源管理は水

産にとってチャンスだ」と発言しております。私たちは国の進めるクロマグロ資源管理の

重要性を認め、全面協力態勢で臨んでおりますが、今年は沖縄県船籍の大臣管理漁船は

175本、約33トンを放流し、知事管理漁船は324本、64.5トン、合計499本、約97.5トンも

の大型魚を涙を飲んで放流したところです。 

 このような資源の無駄遣いはもうやめるべきです。漁業者たちはその取り組みに強いら

れたため、精神的にも肉体的にも漁家経営悪化をも招き、モチベーションの低下も著しく、

また、今期は大臣管理は６月12日に漁獲再開を行ったことによって、漁場では隣同士で操

業している知事管理船は放流し、大臣管理船は採捕するという、大きな矛盾が生じました。

そのことによって、漁業者同士の間で人間関係が大問題になることもありました。もう一

度、クロマグロ資源管理の取り組み方を考え直すべきではないでしょうか。このままでは

水産にチャンスはあるのでしょうか。 

 海の幸に感謝する会があるのであれば、その理念どおり、クロマグロに対し畏怖の念と

感謝の気持ちを持って、海の幸を冒涜することなく、漁業に従事したいものです。 

 私の感想も含めて、以上の意見を述べさせていただきました。ありがとうございます。 

○田中会長 最初の２点は、消化と配分の改善に関する要望、３番目は、まき網の影響に

ついて、それから４番目は、知事管理の枠も調査枠として利用してはどうかという提案だ
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ったと思いますが、１、２は要望ということで承ったということでいいですか。 

 答え。はい。どうぞ、じゃあ事務局から回答を。 

○事務局（竹川） ご要望として承る部分は承りますが、１点だけ。 

 大型魚の獲り残しが、消化率の問題というのもありました。クロマグロ部会でも、確か

に報道では消化率を上げる必要があるというだけだったのですが、一方で、沿岸漁業の立

場でご発言される方がいらっしゃって、沿岸というのは来遊があって初めて獲れるもので

すから、それは消化率だけではなくて、一定程度やっぱり来遊によって獲り残しが出たり

するところはあるという発言もあって、消化率を上げることだけを目指すというのも問題

ではないかという結論になっています。そこだけ補足させていただきます。 

○田中会長 まき網漁業の影響については、多分、何度もクロマグロ部会やなんかで報告

されている件だと思います。 

 それから、知事管理枠を資源の評価の指標に使うということについても、クロマグロ部

会のほうで、例えば定置網のデータ使えないかという提案もあったんですが、研究者のほ

うから、それはなかなか簡単なことではないと。それから、データは、１年、２年あって

も資源の増減の指標にはならないので、何十年とないとデータとしてなかなか使えないと

いうことで、考えはするけれども、今現時点で取り扱うのは難しいという意見だったと思

います。 

 他にコメント、今の案件につきましてありますでしょうか。 

 じゃあ、山内委員、はいどうぞ。 

○山内委員 もう一つ意見言わせてくださいね。 

 重複するかと思いますけれども、この知事管理については、４月から翌年の年度末で終

わる、その期間で管理するということですが、沖縄県は漁期が４月～６月ということで、

融通してくれと言っても、なかなか融通、管理期間がスタートした時点で融通を出しても

いいよというようなところが、なかなか手を挙げてくれないんですね。後々どうなるかわ

からないということですから。そういうことで、不利な状況になっていると。 

 しかも、この近年の資源量の増加とともに、放流する１匹当たりの大きさが大体200キ

ロ近いんですね。値段は北のほうで獲れるマグロよりは安いかもしれないけど、その数が

多過ぎます。何といっても、今期はもう約500本近くを放流しているんですね。それも大

臣管理のほうは、５月20日に自主禁止、発出しましたけれども、再開したのが６月12日で

したか、それ以降は再開しましたが、採捕禁止措置を発出した以降は、漁場移動などをし
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てクロマグロ漁から別の漁に変えていったわけですね。メバチ、キハダ、ビンチョウなど

を狙った漁に変えていった。彼らが全部やれば、大臣管理で放流したやつももっと増えた

んじゃないかということも考えられます。 

 いずれにしても、沖縄県の水域であれだけのマグロが来遊してきているのにもかかわら

ず、やっぱり何といっても、この放流ということだけはやめてくれと。悲痛な声が上がっ

ているんですね。何とかこれを解決していかないことには、まだまだ不平不満が残って、

それから、実際とり残したら、「ほら、言わんこっちゃないんじゃないか」と、「なぜそ

れを獲り残しているんだ。我々に配分しろよ」という声が大きくなっていくばかりなんで

す。そこを何とか知恵を出して解決できる方法を、ぜひ考えていただきたいなと思ってお

ります。 

○田中会長 消化率という点では、今、改善の取り組みをされている最中なので、もう少

し有効活用する取り組みを拡大する方向で検討はしています。放流することでテンション

が下がっているというお話ですが、これは沖縄県だけじゃなくて、全国の漁業者、みんな

そういう場面では、定置なんかは特に放流しなきゃいけないという場面があるので、なる

べくそれは解消したい、沖縄県さんだけに限らず、全国的に解消できるように今取り組ん

でいるところということで、よろしいですか。 

 じゃ、ちょっと志幸委員のほうから。 

○志幸委員 今、組合長さんが言われたことですが、富山の委員の方ともお話ししたので

すが、私たちも未成魚のマグロの放流は涙をしのんでやっています。責任者の方はすごく

悩まれています。本当は漁民の方は渋々やっているんです。私は話を聞くだけですが、リ

ーダーの方は大変だなと思っています。 

 石川県、今年もいろんなことで揉めに揉めましたけれど、皆さん、きちんと理解をされ

て、今はスムーズにいっています。定置の場合、この３年かなりの量の未成魚のマグロを

放流してきましたけど、今は皆さんまとまりました。 

 以上でございます。また参考にしてください。 

○田中会長 全国で皆さん苦労されているので、早く増枠ができるようになるといいんで

すけど。 

 濱野委員、どうぞ。 

○濱野委員 山内委員が仰いましたこと、私も同感です。北海道、93トンですか、小型魚。

うち、36％より消化、ならないんですよね。ところが、これは北海道としての配分は、あ
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くまでも過去の実績に基づいてということで、そういうことで大体、うちのほうには１ヶ

統、30キロですよ、小型魚。そういう状況ですね。一網は、今年は特に小型魚が多かった

んです。やはり２トン、３トンが乗ってしまった。丘に連絡したら、それは持ってきちゃ

だめよということで、放流した。 

 放流じゃないんですよね。再生産に繋がる資源じゃないんですよ。みんな投棄なんです、

これは。こういったことを水産庁はどう考えておられるのか。この辺、やはり資源の有効

利用から考えたら、本当に生かして放流できるんであればいいですけれども、これは死ん

だ状態で投棄して、これで満足しているのかどうか。全く資源の無駄遣いですよ。 

 したがって、この辺、やはりもう一度考え直す必要性はあるんじゃないかなというふう

に思いますよ。これは北海道のみならず、日本全国そうですよ。これの対応、どうなんで

すか、竹川君。あなたはぺらぺら言ってますけども、果たしてそのとおりにいくのかどう

か。きちっとした答弁してちょうだいや、来年度以降。 

○田中会長 はいどうぞ。 

○事務局（竹川） 厳しいご指摘を受けましたけれども。 

○濱野委員 そんなの当たり前のことだよ、それ。 

○事務局（竹川） はい。ご参考にこの今お配りした資料の15ページ、29番のスライドを

見ていただきたいんですけども。 

 今、濱野委員が仰られたように、いかにして生かしたまま逃がすのか、そのことが資源

にとってはとてもいいことなので、当然、死亡投棄することがいいというわけでは全く考

えておりません。そこで、太平洋クロマグロのどうやって定置網から逃がすかということ

で、現在、試験研究というか、網の開発をさせていただいています。先ほど志幸委員から

もありましたように、石川県も取り組んでいただいていますけれども、網の開発だったり、

それから分離網だったり、それから京都でやっているのれん網だったり、こういった網の

開発であるとか、実際、宮城県でやっている再放流の仕方だったりとか、こういった取り

組みをいかに多くの定置網に普及していって、生かしたまま逃がして、そして、資源の回

復に効果が出るようにするかというところを、取り組ませていただいているところです。

まだまだ技術的に課題がありますので、そこはしっかり詰めていきたいというふうに思っ

ております。 

○濱野委員 それはあんた言わなくても、こっちは実際している話だ。立派なこと言うな。

わかったか。 
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○事務局（竹川） 業者の方が皆さん取り組んでいることは、十分承知しています。 

○志幸委員 ちょっといいですか。この議論するとまた堂々めぐりみたいなものです。一

つ皆さんにお聞きしたいのですが、今までマグロを放流するようになってから、経営母体

がどう変わったのでしょうか。そんなに変わってないんじゃないでしょうか。。水産庁に

予算措置していただいている共済ですか。このおかげで、漁業経営が安定というよりも、

かえって助かっている地域もあるんじゃないでしょうか。昨日、水産庁の共済の担当の方

にもこの話をしてきました。 

 今、私は思うんです。水産庁の方々がいろいろ漁民を支えてくれる政策を進めてくれて

いるのですから、個人的には、獲る漁業よりも管理漁業をこれからどんどん進めていくべ

きじゃないかなと思うんです。私たちが漁業を始めた時には、本当に獲れ獲れということ

で、漁民はそうやって魚を獲り現場で頑張ってきましたけど、今は違うような方法で漁業

を行うべきかなと。 

 神谷さん、こういう議論するなら、本当に一昼夜でも二昼夜でもかかります。またそう

いう機会を設けてください。この議論を延々続けていると、皆さん、委員の方も一人ずつ

いなくなりますよ、飛行機の時間もありますから。以上でございます。経営母体を考えて

みれば、皆さんのやっている未成魚のマグロの放流は、私は正しいと思います。 

 以上です。 

○神谷資源管理部長 ありがとうございます。 

 全ては、次のＷＣＰＦＣでの増枠に繋げるために、様々我慢をしていただいていると承

知しています。そういう中での投棄ではなくて放流だというふうにご理解してください。

放流して、次の増枠に繋げるというのが、今我々にとって一番大事なことだと思います。

その間の色々なご不満等あろうかと思いますけども、共通の目標に向かって進んでいかれ

るように、是非よろしくお願いいたします。 

○濱野委員 神谷部長、少なくとも我々は５年後、10年後を議論するんじゃないんですよ、

浜は。今日が大事なんですよ。明日が大事なんですよ。そのために、資源管理は十分しま

すよ。しかしながら、せっかく揚げ網し、なおかつ、これは完全に死んでしまっていると

いうことは、ほかに持ってこれないという、こんな矛盾したことってあるんですか。これ

を標準化できるような方法、これを水産庁は考えるべきじゃないですか。 

○神谷資源管理部長 色々ありますので、また皆さん方にご報告もさせていただきますし、

私のほうから、今言い足りなかった部分はまた説明させていただきます。 
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○田中会長 ということで、後日。 

 じゃあ、最後、山内委員。 

○山内委員 神谷部長の答弁、ちょっとまだ納得いかない部分があります。先ほど、ぼつ

ぼつ皆さん帰られるから、新たな場を設けろという意見もありましたが、我々もいつまで

我慢すればいいのか、５年とか６年とか７年とかたっていくうちに、ぼつぼつ皆さん、漁

業者もいなくなるんじゃないかと思うくらいです。漁業者の漁家経営は本当に悪くなって

いるのは、イコール、漁協の経営も悪くなっていくんですね。水揚げがなければ手数料が

入らないのは、もう皆さんわかると思いますけれども、手数料で正直言って漁協はもって

いるようなものです。 

 そういうことで、波及影響というのは、目に見えないように、ボディブローのように効

いてくるようなことに陥ってしまうんじゃないかと、非常に心配しております。ですので、

そういうクロマグロに依存している漁業者に対して、国内配分のほうから調査枠とか、そ

ういうのをもう一度考え直していただいて、再構築できないものかと思っております。あ

まり長いことは我慢できないと思います。よろしくお願いします。 

○田中会長 要望として承ったということで。総量そのものについては条約で決められて

しまうので、もうどうにもならない。国内法より国際法のほうが我が国では上なので、増

やすことはまかりならない状態になっているわけですね。だから、あとは配分を変えるだ

けなので。 

○志幸委員 会長。 

○田中会長 はい。 

○志幸委員 今日、私は時間がありませんので、そろそろスマート水産業推進事業という

新しい漁業についての説明を聞いていきたいのですが。 

○田中会長 わかりました。 

○志幸委員 この議論は、これ以上は他の場所でマンツーマンでやってください。 

 以上です。次、進めてください。 

○田中会長 ということで、この議題はここで閉じさせていただきまして、次は、議題の

３、令和２年度水産資源管理関係の予算の概要について、事務局よりご説明をお願いしま

す。 

○事務局（岩本） お手元の資料３をご準備願います。令和２年度水産関係予算概算要求

の主要事項ということでございます。資料、１枚目、２枚目、３枚目、４枚目と、各項目
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ごとにどのような予算を要求しているかということを掲載してございます。 

 ４ページ目をご覧いただきたいと思います。水産庁計上額、3,003億円ということで、

水産改革の実行に必要な予算を来年度も引き続き要求している状況でございます。 

 具体的に資源管理関係の予算につきまして、５ページの資料をもとに説明をさせていた

だきたいと思います。まず初めに、水産資源調査・評価推進事業というものがございます。

この事業につきましては、調査船調査、また市場調査、海洋観測等を拡充しまして、最大

持続生産量を達成できる資源水準の算定ですとか、資源評価対象漁場の拡大を促進するた

めの予算を要求しているところでございます。 

 続いて、次の６ページをご覧いただきたいと思います。ＥＥＺ内資源・漁獲管理体制強

化事業というものでございます。こちらにつきましては、現在行っておりますＴＡＣ制度

によります資源管理を推進するということでございまして、管理体制の強化ですとかＩＱ

導入に係る実証事業を行う、それにプラスしまして、資源管理指針・計画体制の推進、ま

た、この中でも種苗放流といった事業を実施していくというふうな内容となっております。 

 種苗放流につきましては、７ページで具体的に書いてございますが、サケ・マス等栽培

対象試験対策というものでございます。種苗生産・放流・育成管理につきましては、資源

管理の一環として実施していくということでございます。具体的には、その下に稚魚の内

容ということで、１番にありますとおり、トラフグといった広域種の資源造成効果の検証、

また、適切な放流費用負担ですとか、共同放流体制の仕組みづくりを支援するための予算、

また、漁業関係者からのニーズの高いキンメダイ、またアマダイといった種苗生産の技術

開発を行っていくというものを、予算要求しているところでございます。 

 次の８ページ目が、スマート水産業推進事業ということでして、この事業につきまして

は、ＩＣＴ機器等を活用して、効率的に環境、また操業、また水揚げデータを収集・活用

して、資源評価の高度化を図る体制を整備するものでございます。生産から流通にわたる

多様な場面で得られたデータを、ここの予算の中で水産業データ連携基盤というものを構

築しまして、こういった取り組みを推進していくという予算を現在要求しているところで

ございます。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

○田中会長 今、予算要求しているということで、満額通るよう頑張っていただきたいと

思います。 

○志幸委員 頑張ってください。ＩＣＴを活用するこの事業、私たちの若い漁業者が一生
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懸命進めている事業だと思います。今、予算、計上しているところですか。予算がつくよ

うに頑張ってください。 

○事務局（岩本） まさに今、財務省と最終的にも調整、折衝しているところでございま

す。 

○志幸委員 水産を学ぶ高校の若い子供たちも、今、一生懸命に考えています。 

○田中会長 新しい世代の漁業者のツールなので、頑張って満額とれるようにご尽力いた

だくということでお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、あわせまして、今後の水産改革と広域漁業調整委員会のあり方について説明

をお願いします。 

○事務局（岩本） お手元、資料４のご準備願います。改正漁業法成立後の流れというこ

とでございまして、資料をご準備させていただきました。 

 枠に、実線と点線がございますが、実線の部分はもう実施済みということでご理解をい

ただければと思います。 

 まず、法制度関係、左側でございますけども、皆様もご案内のとおり、改正漁業法の公

布につきましては、昨年の12月にＴＡＣ法を漁業法に統合するということで、法律の施行

については公布日から２年以内ということを目指して、現在作業を進めているところでご

ざいます。その一環としまして、今年の11月に政省令につきまして、パブリックコメント

を開始させていただいているところです。11月８日より開始しましたので、約30日間、パ

ブリックコメントをしまして、その結果を今後、水産政策審議会のほうに諮問していくと

いうことを予定しております。 

 また、一方、これに関係しまして、資源管理関係でございますけども、こちらにつきま

しては、今年の６月に資源評価結果を公表しております。優先的に検討を開始するという

ことで、マサバ、ゴマサバ、スケトウダラ、ホッケにつきまして、水研機構が取りまとめ

ました資源の状況、管理の目標案、また、漁獲シナリオ案を公表させてございます。サバ

類につきましては、こういった資料をベースに、資源管理方針に関する検討会というもの

を７月から８月にかけて開催をさせていただいている状況でございます。 

 主な内容につきましては、先ほどご説明しました①の資源の状況と③の漁獲シナリオ案

を水研機構から結果を説明させていただいた上で、上の③にあります漁獲シナリオ案につ

いて水研機構から説明をし、また、追加の漁獲シナリオについて現在、要望を受けたもの

を作業をしているという状況でございます。具体的な今後の作業につきましては、依頼の
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あった内容が整理でき次第、またご案内させていただくということを考えてございます。 

 こういった議論を重ねた結果、議論が収束に向かえば、議論いただいた漁獲シナリオ等

を資源管理基本方針に盛り込みまして、これにつきましても水産政策審議会のほうに試

問・答申をして、進めていきたいと、このように考えているところでございます。 

 こういったことを踏まえまして、この広域漁業調整委員会につきましても、改正漁業法

の施行後もやっぱり引き続き重要な役割を担っていただくということで、期待されている

ところでございます。今後の水産改革の進捗に合わせまして、広域漁業調整委員会のあり

方、進め方、また期待される役割につきまして、皆さんの意見を伺いながら検討を進めて

いきたいと思います。今後、事務局のほうで具体的な見直し案を作成して、次回以降、ご

検討いただければと考えてございます。よろしくお願いいたします。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいま水産庁から水産改革の進捗状況と新たな資源管理の流れについて説明がありま

した。あわせて、今後の改革の進捗に合わせて、本委員会である広域漁業調整委員会のあ

り方についても変わるであろうということで、その期待される役割について今後皆さんの

意見を伺いながら、検討していくという予定の話だったと思います。 

 何かご質問、ご意見等あれば、承りますが。 

 報告ということで、今までの進捗ということで。よろしいですか。 

 それでは、特段ないということですので、次回以降、事務局から説明が、予定ですが、

あるということなので、今後も引き続き本件につきまして議論いただきたいと思います。 

 それでは、続きまして、議題の５、その他になりますが、事務局では特段今のところな

いということですが、皆様から何か話題提供等、ご発言ございますでしょうか。 

 中島委員。 

○中島委員 すみません。切れた話を蒸し返して申しわけないんですけども、屋上屋を重

ねるつもりはありません。是非とも国際交渉の中で、クロマグロの件ですけれども、枠の

拡大、それをよろしゅう頑張ってほしいと思いますし、それから、色々ありました大中ま

きの皆さんの理解、特に小型魚についてご理解をいただきたいなと思っております。 

 その中で、今年の夏に、山口県の場合、小型魚、１つの定置網で45トン─その前に、

山口県の枠は80数トンです。１つの定置網で45トン、山口県全体では160トン程度になっ

たんじゃないかなと、逃がした魚がですね。そういうことがありました。私の記憶では、

夏場に山口県の沿岸でこれだけクロマグロが獲れたという記憶はございません。何か理由
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があるんだろうと思いますけれども。 

 今後、クロマグロのＴＡＣを進めていく、また、他の魚種のＴＡＣを進めていく中で、

価格のいいとき、また、獲れるときに獲っていかないといけないというのは、もう今後の

大きな課題になってくると思います。是非ともクロマグロについてどういう動きがあるの

か、その辺の調査研究といいますか、その辺をもっと深掘りをやっていただいて、精度を

高めていただきたいなと思っておりますので、是非ともよろしくお願いいたします。 

○田中会長 要望を承ったということで対応させていただきたいと思います。 

 他に特段のご発言ございますでしょうか。 

 では、次回以降の委員会の開催予定につきまして、事務局より説明をお願いしたいと思

います。 

○事務局（竹川） 次回ですが、例年どおり、来年２月から３月頃に開催を予定したいと

考えております。日時及び場所につきましては、会長、そして委員の皆さんのご都合も伺

いながら追ってご連絡したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○田中会長 次回の委員会は例年どおり２月から３月頃に開催される予定とのことですの

で、皆様にはご協力、よろしくお願いいたします。 

 委員各位、ご臨席の皆様におかれましては、議事進行へのご協力、貴重なご意見をあり

がとうございました。 

 事務局におかれましては、本日いただいたご意見を踏まえまして、今後の委員会の運営

に活用していただきたいと思います。 

 なお、議事録署名人に指名させていただきました鹿児島県の甲山委員、大臣選任委員の

山内委員のお二方には後日、事務局から本日の議事録が送付されますので、よろしくお願

いいたします。 

 これをもちまして第34回日本海・九州西広域漁業調整委員会を閉会させていただきます。

どうもありがとうございました。 

午後３時２３分 閉会 

 


