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１．日時：令和２年12月９日（水）13：30～16：47 

 

２．場所：農林水産省８階 水産庁中央会議室（web会議） 

 

３. 出席委員 

【会長】 

学識経験    田中 栄次 

【都道府県互選委員】 

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 

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 

漁業者代表   小林 東洋志 

漁業者代表   宮本 洋平 

漁業者代表   山内 得信 
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学識経験    波積 真理 

学識経験    合瀬 宏毅 

 

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）太平洋クロマグロに関する広域漁業調整委員会指示について 

  （３）国が行う特定漁港漁場整備事業（フロンティア漁場整備事業）について 

  （４）その他 

    ① 改正漁業法の施行について 

    ② 令和３年度資源管理関係予算について 
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午後１時30分 開会 

５．議事内容 

○魚谷室長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第36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、水産庁管理調整課資源管理推進室長をやっております魚谷で

ございます。よろしくお願いします。 

 音声聞こえていますでしょうか、皆さん。 

（「聞こえています」の声あり） 

○魚谷室長 ありがとうございます。 

 本日は、都道府県互選委員である北海道海区の濱野委員、青森海区の角田委員、佐賀海

区の杠委員が、あと、大臣選任委員のうち漁業者代表の金子委員が、事情やむを得ず御欠

席をされておりますが、委員定数29名のうち定足数である過半数の25名の委員の御出席を

賜っておりますので、漁業法第156条で準用いたします同法第145条の規定に基づきまして、

本委員会は成立していることを御報告いたします。 

 それでは、田中会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○田中会長 皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては御出

席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本来でしたら、ここで一言御挨拶、また申し上げなきゃいけないところなんですが、ネ

ット環境ということで、時間も押す可能性がございますので、誠に申し訳ございませんが、

ちょっと省略させて、先に進めさせていただきたいと思います。 

 本日は、水産庁から廣野管理調整課長、魚谷資源管理推進室長、また、水産研究・教育

機構 水産資源研究所から水産資源研究センター底魚資源部の本田副部長、服部副部長、

藤原グループ長、平井主任研究員、浮魚資源部から大下副部長に御出席を頂いております。 

 それでは、本日御臨席いただいております水産庁の廣野管理調整課長から、委員会の開

催に当たりまして一言御挨拶、よろしくお願いいたします。 

○廣野課長 水産庁の管理調整課長の廣野でございます。 

 広域調整委員会でございます。本委員会は、広域種の資源管理はじめ、いろいろ重要な

課題を担ってまいりました。この12月１日に改正法が施行されまして、新漁業法に基づい

て今後も資源管理含め進めていくわけでございますが、引き続き重要な責務を担っていた

だいていると思っておりますので、改めてよろしくお願い申し上げたいと思います。 
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 今も申し上げましたが、この１日に法が施行されまして、更に科学的な根拠に基づいた

資源管理を進めていくということでございまして、調査を拡大しながら資源管理、これま

で自主的にやってきたものを含めて、更にしっかりした、魚がしっかり守れる、皆様が将

来的にたくさん魚が獲れるような形を目指してやっていこうということでございます。後

ほど改正法の関係の説明もございますので、しっかり聞いていただくとともに、また、議

事の内容についても活発な議論がなされることを期待しております。 

○田中会長 廣野課長、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よろしくお願いいたします。 

○西田課長補佐 それでは、配付資料の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、委員名簿、出席者名簿。

それから、本日の委員会で御説明させていただく資料が、資料１、資料２、資料３、あと

資料４、それぞれ枝番が付いておりますが、以上となっております。 

 配付資料は以上となっておりますが、不足等ございましたら事務局の方までお申し付け

ください。よろしいでしょうか。 

 なお、今回は前回に引き続きウェブ会議の開催になります。委員の皆様におかれまして

は、事前に事務局よりお送りしたウェブ会議の進め方に従いまして、マイクはミュート

（消音）としていただき、発言する際、まず音声又はチャット機能により、その意思を表

明していただき、会長から合図した後に御発言をお願いいたします。慣れないウェブ会議

ではございますが、円滑な議事進行に御協力いただきますよう、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。 

 続きまして、後日まとめられます本委員会の議事録の署名人の選出についてでございま

すが、事務規程第12条により、僭越ながら私、会長から御指名させていただきます。 

 都道府県互選委員から富山県の網谷委員、大臣選任委員から土門委員、以上のお二方に

本日の委員会に係る議事録署名人をお願いいたします。どうかよろしくお願いいたします。 

 できますれば、お返事いただきたいと思うんですが。 

○土門委員 土門です。よろしくお願いします。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 網谷委員はいかがですか。 

○網谷委員 よろしくお願いします。 
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○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、水産庁中央会議室にお集まりの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、以降の撮影についてはお控えください。 

 それでは早速、議事に入りたいと思います。 

 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に、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、当委員会の事務規定第14条におきまして、

それぞれの部会での調査・審議の結果を当委員会に報告しなければならないことになって

おります。 

 まずは、（１）の１の部会における取組について、事務局より説明いたします。 

 それでは、よろしく、西田課長補佐、よろしくお願いいたします。 

○西田課長補佐 水産庁管理調整課、西田でございます。 

 資料１－１を御覧いただければと思います。 

 こちらに、左肩に番号が付いておりまして、１番から18番まで、それぞれ広域魚種が並

んでおりますが、昨日から開催された各部会におきましてそれぞれ各魚種ごとに出された

御意見等々を、かいつまんで御紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず、１番のスケトウダラ日本海北部系群を御覧いただければと思います。こちらは、

日本海北部会で資源状況と管理措置について御説明を申し上げた後に、委員の方からは、

富山湾のスケトウダラが資源の減少とともにいなくなったけれども、今後、資源が増えた

場合には南下することもあり得るのかということで御質問いただきまして、水研機構の方

からは、一番大きな要因としては水温があるということで、水温が下がり資源が増えれば、

将来的な南下はあり得ると。それから、朝鮮半島東側からの移入も過去あった経緯もある

ので、そういった可能性も考えられるということでございました。 

 続きまして、11番の日本海北部マガレイとハタハタでございます。こちらも日本海北部

会で資源状況と管理措置について御説明の後、委員の方から御質問いただきまして、昨年

と比べて、それぞれの資源状況は概況どのような変化があるかということで、マガレイに

ついては昨年よりも少し資源状況は下がっていると、ハタハタはそれほど変わりはないと

いうことで、管理措置については従来と変わらない管理措置を継続するという説明でござ

いました。 

 続きまして、14番の日本海西部アカガレイとズワイガニでございます。こちらは日本海
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西部会で御議論いただきました。委員の方から、ズワイガニの自主規制の取組というのは

きちんとされているということもありまして、もっとこういったことは消費者に知らされ

るべきだというコメントを頂いております。 

 続きまして、15番の有明海ガザミ。こちらは九州西部会で御議論いただきました。同じ

く資源の状況と管理措置について御説明の後、委員から、特に佐賀県の方で漁獲が下がっ

ている原因は底質によるものなのかという御質問を頂きまして、水研機構の方から、はっ

きりした原因は今のところは不明という状況でありますという説明を頂きました。 

 続きまして16番、九州・山口北西海域のトラフグでございます。こちらも九州西部会で

御議論いただきました。同じく資源状況と管理措置について御説明の後、委員からは、瀬

戸内海での取組の検討状況はどうなっているのかという御質問を頂きまして、今後、各地

で新たな資源管理の取組についての説明を行うとともに、各地の漁業実態を、詳細を聞き

取った上で、今後の取組を検討していくこととしているという説明を事務局から申し上げ

ました。 

 続きまして、17番の南西諸島海域のマチ類でございます。こちらは九州西部会で御議論

いただきました。資源状況と管理措置について御説明した後、委員からは、現行の取組を

継続してほしいということでコメントを頂いているというところでございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等あれば承ります。 

 皆さん担当されているところに関しては、大体こんな感じだったかなというふうに思い

ますけれども。 

 よろしいでしょうか。特段言い忘れたというようなことがあれば、今でも結構ですけれ

ども。よろしいですか。 

 全然反応がないんで、じゃ、あと５秒だけ待って、意見がなかったら次に進めさせてい

ただきます。 

 特段御意見がなかったということで、それでは、次の議題、（１）の２のトラフグにつ

いてです。 

 まずは水産資源研究所の方から資源評価の御説明を行い、続いて、事務局から資源管理

の方向性について御説明いたします。 

 それでは、水産資源研究所の本田副部長より、トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系
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群の資源評価について御説明を頂きます。よろしくお願いします。 

○本田（聡）副部長 水研機構、本田でございます。 

 すみません、この魚種の説明、うちの平井主任研、資源研の方から説明を行わせていた

だきます。 

○平井主任研究員 資源研の平井です。よろしくお願いします。 

 トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群ですが、こちらの御覧の22府県、それから１

機関で資源評価の方、取り組ませていただいております。今年度から山形水研さんと海づ

くり協会さん、参画いただいておりまして、今年度、この令和２年度の資源評価につきま

しては、2019年漁期のデータを用いておりますので、山形県さんを除いた21府県のデータ

に基づいて行っております。 

 次、お願いします。 

 その集計した漁獲量がこちらになります。2019年は161トンという結果になっておりま

す。 

 あわせまして、人工種苗を放流されている県もございまして、こちらについては総数で

164万７千尾ということになっております。 

 次、お願いします。 

 先ほどの漁獲量を海域別に分けたグラフがこちらになります。瀬戸内海の方はずっと減

少傾向にありまして、漁獲量で、前年比で11％減と。それから、日本海・東シナ海の方は

総体的に横ばいが続いていたんですけれども、2017年以降、減少になっておりまして、前

年比でいうと16％の減少となっております。それから、有明海につきましては９％の増加

なんですけれども、内訳としましては、親魚が16％増加で、これに対しまして当歳魚が

46％減少ということになっております。 

 次、お願いします。 

 こちらは漁獲努力量と資源量指標値の推移ということで、代表的な海域ということで、

九州・山口北西海域のはえ縄漁業についてお示ししております。針数の方は、努力量の方

は、2014年以降は減少しているんですけれども、この間、ＣＰＵＥの方が、昨年度まで増

加している傾向だという報告はさせていただいていたんですが、2017年を境に、2018、

2019年はＣＰＵＥの方も減少になっております。 

 次、お願いします。 

 資源評価方法ですが、今、全長組成を基に年齢別漁獲尾数を算出しまして、コホート解
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析から資源量を推定します。コホート解析前進法によって将来予測、ＡＢＣ算定を行って

おります。この作業の流れについては昨年度までの手法と同じですが、こちらの赤枠で示

したところ、全長階級値別雌雄割合につきましては、2016年以降のデータがちょっと増加

しましたので、これを加えまして、新しく組んだ雌雄割合を用いて作業を行っております。 

 次、お願いします。 

 集計結果から算出しました年齢別の漁獲尾数がこちらのグラフになります。各年３歳以

上の分については、漁獲尾数、大きく変動はないんですけれども、尾数としましては、特

に０歳、それから１歳の漁獲の占める割合が減少しております。 

 尾数が０歳、１歳で減っていますので、これを割合に変換したのが下のグラフでして、

０歳、１歳は数がこういうふうに、割合が減っているんですが、漁獲尾数余り変わってい

ないんですけれども、３歳以上については全体的な割合としては増えていると、そういう

形になります。 

 次、お願いします。 

 これを2019年漁期について海域別にお示ししたのがこちらのグラフです。有明海につい

ては従来と同じ傾向で、０歳と、これ、４歳以上なんですが、親魚と当歳魚の漁獲が多い

と。それから、瀬戸内海につきましては、０歳は従来どおり多いんですが、若干ちょっと

１歳の割合が増えております。それから、日本海・東シナ海については２歳以上の割合が

多いということで、これは例年と大きな変化はありません。 

 次、お願いします。 

 コホート解析の結果、算出しました資源量がこちらですね。534トンという、2019年漁

期については354トンという結果になっております。 

 次、お願いします。 

 資源量から親魚年齢を抜き出して算出しました親魚量ですが、こちらについては、2019

年漁期に274トンと、前年から減少しているんですけれども、昨年報告までは親魚量が増

えているという報告をさせていただいた年もあるんですけれども、全体的に見て、経年変

化と比べて増加しているというふうな相関はちょっと見られなかったので、今年度の評価

では横ばいで推移というふうにしております。前年からは減少しているということになり

ます。 

 それから、再生産成功率の方なんですけれども、2015年以降、低下が続いておりまして、

2019年漁期では0.3尾/kgとなりまして、過去で一番低い値ということになっております。 
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 次、お願いします。 

 再生産関係ですが、横軸に親魚量、縦軸に天然魚の０歳資源尾数を取ってお示ししてお

ります。各点の傾向見ると、若干正の相関がありそうな感じには見えるんですけれども、

例えば同じ親魚量のぐらいのところ、300トンぐらいのところを見ると、物すごく天然０

歳が発生していない年もあれば、かなり発生している年もございまして、明瞭な再生産関

係があるというふうにはちょっと認められないと、そういう判断にしております。 

 資源量が多かった頃の情報がないということで、Ｂlimitは設定しておりません。 

 次、お願いします。 

 年齢別Ｆの推移ですけれども、こちらの方では、例えばこの破線の、太い破線の２歳の

ところとか、それから、細い実線の１歳、それから０歳、こちら、低年齢の方ではＦが減

少傾向にあります。それから、３歳以上については、これも、３歳以上は過年度において

はＦが増加しているという報告をした年もございますが、今年の結果を見る限り、年度変

化とも、これも増加の傾向というのは認められないので、こちらも横ばいというふうに判

断をしております。 

 次、お願いします。 

 資源水準の評価ということなんですけれども、この系群は非常に広い海域を対象にして

おりまして、また、海域ごとの漁法も違うということありますので、資源量指標値につい

ては長期のもので代表できるものがちょっとないということで、その代替としまして、下

関唐戸魚市場ですが、トラフグの主な集積市場になっておりますが、こちらの取扱量のう

ち、内海産のものを代表して資源量指標値の代替として扱っております。 

 次、お願いします。 

 こちらがその内海産の取扱量の推移です。高位については472トン以上、それから中位

が236トン以上と、236トンよりも下回るものが低位というふうに判断をしております。 

 直近10年間を拡大したのが右下のグラフになりますが、236トン、低位の水準からもは

るかに下になっているということで、資源水準は低位であると。 

 資源動向としましては、これは緩やかな減少ですけれども、2015年以降、更にまた減少

続いておりますので、これも減少というふうに判断をしております。 

 次、お願いします。 

 コホート解析の方で出ました資源尾数から０歳資源尾数を抜き出して、天然魚と放流魚

の内訳をお示ししております。天然魚・放流魚合わせた０歳の資源尾数は、2019年漁期で
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は10万１千尾となっております。このグレーのところの天然魚と白抜きの放流魚の割合を

お示ししたのが次のスライドになります。 

 次、お願いします。 

 こちら、割合で示しているんですけれども、この白抜きの部分が放流魚の混入状況を表

しているということになりまして、2019年漁期では混入率は25％と、そういう結果になっ

ております。 

 次、お願いします。 

 混入率も算出した結果を用いまして放流尾数が、放流魚の資源尾数が分かりますので、

それを用いて放流数に対する添加効率を求めております。御覧のように0.015と、ちょっ

と非常に低い値になっております。 

 次、お願いします。 

 現状の放流尾数に対して、行政的な管理目標である資源量840トンを達成するにはどの

程度の放流尾数が要るのかというのをお示ししたのがこちらの等量線図になります。横軸

は漁獲係数で、縦が放流尾数なんですが、この漁獲係数を現状のＦのまま、この白の点の

ところですけれども、このままで、種苗放流のみで840トン達成しようとすると、現状で

もう既に165万尾弱放流されているんですが、合計で更に増やして、600万3,000尾まで増

加させる必要があるということで、種苗放流のみでの目標達成はちょっと困難であると、

そういう判断となりました。 

 次、お願いします。 

 2021年漁期のＡＢＣ算定の結果がこちらになります。管理基準の方は0.58Ｆcurrentと

なりまして、2021年のＡＢＣtargetが63トン、limitは77トンとなっております。これ、

昨年の報告と比較ということで、次のスライドで昨年の報告の結果をお見せします。 

 次、お願いします。 

 昨年がこちらの結果です。2020年漁期のＡＢＣ算定ですが、こちらの方では、昨年、

0.59Ｆcurrentと示しておりまして、昨年と今年では大きな変化はありませんでした。な

いんですけれども、この数字でのとおり、なかなか厳しいＡＢＣの算定ということになっ

ております。 

 次、お願いします。 

 再評価の方なんですが、2019年漁期、今年の資源量534トンというのがこの結果で、昨

年、これ、2020年の再々評価に当たるんですけれども、2019年時点の再評価の455トンか
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ら上方修正ということになりました。また、2020年の再評価についても443トンとなりま

して、2020年の当初評価426トンから、これも上方修正になっております。 

 原因としましては、従来、この経過も結構これ変動しているんですが、０歳魚の加入量

把握がなかなか、全容を精度よく把握するのがちょっと難しいというのがありまして、同

時に、そういうのがもともとあるんですけれども、今年、この上方修正された点について

は、２歳以上の資源量が上方修正されております。２歳以上については2020年の再々評価

で61トン増加、それから、2020年の漁期の再評価では82トン増加となっております。 

 次、お願いします。 

 資源量、親魚量、それから漁獲量の将来予測をこちらにお示ししております。これ、全

体的な傾向は従来と大きくは変わりません。Ｆcurrentを継続しますと2027年漁期に資源

量394トン、親魚量が167トン、漁獲量が111トンに減少するということで、今管理目標と

されている840トンに達成できないという、Ｆcurrentのままではちょっとできないという

ことになります。 

 次、お願いします。 

 ＡＢＣ以外の管理方策の提言をお示しします。 

 従来の評価でも、各産卵場の保護ですとか成育場の保護、これは今取り組む必要がある

ということで提示させていただいております。 

 それから、この系群は特に未成魚の漁獲抑制についての取組が、これまでサイズ規制等

でされております。これに加えて種苗放流も行われているんですけれども、取組の更なる

強化が求められるということで、これも従来どおりの評価でもお示ししているのと同じと

いうことで提示しております。 

 これに加えて今年度は、従来、未成魚の漁獲抑制を中心とした取組が行われているんで

すけれども、成魚も含めて特定の年齢に偏らない取組が必要だろうということで、こちら

については今年度提示させていただいたところです。 

 私からは以上になります。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等あれば承ります。 

○加藤委員 山形海区ですけれども、よろしいでしょうか。 

○田中会長 はい、どうぞ。 

○加藤委員 ただいま説明ありました、たくさん説明いただいたんですけれども、④の表
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についてちょっと教えていただきたいんですが、これは要するに、漁獲圧を下げても、

2017年以降はかなりの速度で資源量が減っているというふうな読み方になるんでしょうか。 

○平井主任研究員 そうですね。かなりこれ、落ち込んでいるというのは間違いないと思

いますし、実際の漁獲量としましても減少してはおります。 

 ただ、この原因が漁獲圧のみによるものなのか、例えば環境変動による来遊の変化が原

因するものなのかについては、まだ判明はしておりません。 

○加藤委員 ありがとうございます。 

 それから、もう１点よろしいでしょうか。 

○平井主任研究員 はい、お願いします。 

○加藤委員 一番最後のところで種苗放流の高度化という話があったんですけれども、こ

の高度化っていうのは具体的にどういう意味なんでしょうか。つまり、放流する種苗の数

を増やすという話なのか、それとも、種苗の定着率を高めるような取組という意味なのか。

その辺、ちょっと教えていただければと思います。 

○平井主任研究員 どちらかというと、これは、現状で取り組まれているものとしまして

は、定着率を高める取組に当たるかと思います。具体的なところでは、ひれの欠損が少な

い個体を割合よくそろえて放流すると、そういう取組についての高度化という点での技術

開発はされております。 

○加藤委員 ありがとうございます。 

○田中会長 ちょっと会長の方から。 

 資料の４枚目をちょっと。それですね。 

 これは点線の方が針数なんで、漁獲度力量に相当するわけです。どれだけ一生懸命獲っ

たかと。実線の方が、それに対して１針当たりが、針1,000本当たりが何キロ獲れたかと

いうことなんで、魚が少なければ１本、針1,000本当たり獲れる量は少ないはずだし、た

くさんいれば上の方に行くということになるわけなんですね。ということは、この図が意

味しているところは、少なくともこの海域では魚は増えているということになるわけです

ね。 

 そういう意味で、私、部会の方でもお話ししたんですが、８枚目の資源評価の結果と合

っていないんじゃないんですかと。こっちでは減っているんですよ、かなり。2005年以降

なんですけれども。この図とですね。ということで、その原因について、どちら、もう少

し詰めた方がいいんじゃないですかというお話は先ほどしてあるんです。ちょっと余計な
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ことかもしれませんが。 

 よろしいでしょうか、加藤委員。 

○加藤委員 今、会長のその読み方、私、違うんじゃないかと思ったんですけれども、④

の図の。これは結局、やっぱり資源が減ってるというふうに見るんじゃないですか。 

○田中会長 これ、一般的には、努力当たり漁獲量は資源量の指数になっているという理

解なんです。それは国際的にも、大体どの資源評価でも、これが下がれば資源は減ってい

ると。ほかのどの資源評価もみんなそういう仕組みになっています。 

○加藤委員 要するにＣＰＵＥの数値が下がれば、それだけ魚の群れが薄いってことにな

るんじゃないんですか。 

○田中会長 そのとおりです。ですから…… 

○加藤委員 であれば、そうであれば、魚の群れが薄いということは、それだけ資源量が

減っていると私は考えるんですけれども、違いますかね。 

○田中会長 いえ、そのとおりです。多分、ＣＰＵＥは点線じゃなくて実線の方なんです。 

○加藤委員 はい、分かります。 

○田中会長 ああ、分かった、分かった。 

○本田（聡）副部長 すいません、水研機構、本田でございます。 

○田中会長 分かりました。ちょっと、そうですね、最近はちょっと落ちているけれども、

2005年から比べれば大分増えているというのは私の意味で、最近減っているという意味で

は加藤委員のおっしゃられるとおりだと思います。 

○加藤委員 私もさっき2017年以降という話をしたもんですから、それで結構です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただ、これも一時的なものというか、誤差を含んだ値なんで、なかなか、本当に減って

いるかどうかということについては、もうちょっと精査しなきゃいけないっていう、科学

的っていうか、技術的な問題はまだ残っているんですね。ちょっと詳しい説明、長くなっ

ちゃうんで、やめようと思うんですけれども、問題があるということだけは御承知おきく

ださい。 

○加藤委員 はい、了解しました。 

○田中会長 いいですか。ありがとうございました、熱心な御討議。 

 ほかに御質問等ございますでしょうか。 

 特段ないようなので、それでは、続きまして資料１－２－２、トラフグの資源管理につ
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いて、事務局より御説明、よろしくお願いいたします。 

○西田課長補佐 水産庁管理調整課、西田でございます。 

 資料１－２－２「トラフグ（日本海・東シナ海・瀬戸内海系群）の資源管理について」

という資料を御覧いただければと思います。 

 トラフグのこの系群の資源管理につきましては、日本海側とそれから瀬戸内海側、各県

の関係する漁業者にお集まりいただいて、トラフグの資源管理検討会という全国会議を開

催して、毎年開催しております。今年は11月19日に第７回目ということで開催しまして、

そこで議論させていただいた内容を御紹介させていただきたいと思います。 

 まず、目次でございます。ちょっと先ほどの説明と重複するものもありますが、まず、

トラフグ資源の現状、それから資源管理について、これからの資源管理についてというこ

とで、御紹介させていただきたいと思います。 

 スライドの３ページを御覧いただければと思います。 

 皆様もう御承知かと思いますけれども、本系群のトラフグは、夏季に東シナ海・黄海等

で索餌回遊を行って、秋から春に日本近海に、それから瀬戸内海などで産卵回遊するとい

うことでございます。内湾域で生まれた魚が、成長に伴いまして、だんだん外海へ移動し

ていくという流れで回遊しているということでございます。 

 次、お願いいたします。 

 資源量と漁獲量の推移でございます。トラフグの資源量と漁獲量は共に、統計を取り始

めてから、直近の値が過去最低値ということでなっております。 

 グラフ、折れ線グラフの赤い点線で示してある横線は、2027年漁期を目途に資源量は

840トンまで回復させるという、2017年度のトラフグ検討会議で了承された行政的な目標

を示したものですが、これに対して青線が資源量になっているんですけれども、直近、そ

れを大きく割り込んでいるという状況になっております。漁獲量もそれに伴いましてだん

だん下がってきているということが見て取れるかと思います。 

 次、お願いいたします。 

 続きまして、年齢別の資源尾数でございます。グラフ中にお示ししているように、10年

前の2009年と比較しても、当歳魚、０歳魚が約４分の１ということで、大幅に減少してお

りまして、まさに資源としては危機的な状況にあるということでございます。 

 次、お願いいたします。 

 資源管理についてでございますが、まず、資源量を左右する要素といたしまして、主に
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４つ挙げられるかと思います。まず、資源量を増やす要素としては、加入とそれから成長

でございます。資源量を減らす要素としては漁獲や自然死亡がありまして、この中で、成

長と自然死亡というのは、水温等の環境要因に大きく左右されるということで、なかなか

取り組むのが難しい。人為的に取り組めるのは加入と漁獲の部分に絞られるということで

ございます。 

 次、お願いいたします。 

 加入についてはどのような活動がなされているかということでございますが、現在も、

国の補助事業等も御活用いただいて、広域プランに基づきまして、170万尾を目標に、資

源管理と連携した集中的な放流を行っていただいているということでございます。 

 種苗放流が０歳魚の加入量を下支えする効果というのは一定程度認められております。

ただし、先ほどの水研機構からの御説明にもありましたように、種苗放流のみでの資源回

復というのは非常に難しいことから、漁獲の抑制というのが回復に当たっては不可欠にな

ってくるということでございます。 

 次、お願いいたします。 

 漁獲を抑制した場合の獲り残しについてでございます。まず、獲り残すことによって期

待される効果というのは、未成魚と成魚によってそれぞれ異なります。 

 未成魚を獲り残すということですが、この意味といたしましては、将来、親となる、卵

を産むようになる魚を増やすことが可能になるということ、それから、小さいままですと

価値が低いですけれども、大きくなるのを待つことによって、価値の高いものとして将来

漁獲することが可能になるということでございます。期待される効果としては、獲り控え

た魚が産卵に参加する数年後から効果が出始めるということ、それから、同じ水揚げ数量

でも漁獲尾数が低下するということが挙げられます。 

 対しまして、成魚の獲り残しでございますが、成魚を獲り残すという意味は、まず、今

いる親魚、卵を産む魚による産卵を増加させて、現在の加入量の低さを速やかに補うこと

が可能であると。期待される効果としては、魚が既に成熟しているために、すぐに産卵に

参加させることができるということで、こちらは効果が早く現れることが期待できると。 

 こういった成魚・未成魚それぞれの特性を見ましても、幅広い年齢で獲り残しに取り組

む必要があるということが挙げられるかと思います。 

 次、お願いいたします。 

 漁獲量の目標値でございますが、直近の2020年度の資源評価ＡＢＣ、ＡＢＣそれぞれ
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limitとtargetが出されておりますが、それと比較しましても、2019年漁期の欄を御覧い

ただければと思いますけれども、例えばＡＢＣlimit116トンに対して161トンということ

で、漁獲が過剰な状態ということになっております。 

 次、お願いいたします。 

 経年で見ましても、それぞれ、赤い線、青い線がそれぞれＡＢＣtargetとlimitを表し

ておりますが、青い線であります漁獲量はずっとそれを上回る量で推移しているというこ

とで、目標値、上限値以上の漁獲が続いているということで、過剰に漁獲圧がかかってい

る状況が続いているということでございます。 

 次、お願いいたします。 

 これからの資源管理ということで、少し御紹介させていただきたいと思います。 

 全体の新たな資源管理についてはこの後の議題でも紹介させていただきますが、新たな

資源管理の流れとして、まず資源調査、新たな方式による資源評価が緑の枠の中で行われ

ました後に、右上の管理目標、それから、どういった獲り方をするかという漁獲シナリオ、

この２点が行政側から示されまして、右下の黄色い四角に移りまして、これを関係者の

方々の、漁業者とか加工・流通業者の方を交えたステークホルダー会合を複数回開催して、

この管理目標と漁獲シナリオを決定した後に、数量管理をするということになれば、それ

が始まるといった流れで始まります。 

 次、お願いいたします。 

 トラフグは、現在、ＴＡＣ管理、数量管理を拡大する候補の魚種というのは、漁獲量上

位の魚種のうち、ある程度、資源管理、資源評価に関する知見、データの蓄積があるもの

ということで候補に挙げられておりますが、トラフグは、この右側の表の29の「ふぐ類」

の中に入っているということで、この中に位置するということで、現在は新たな資源管理

のＴＡＣ対象拡大の候補魚種ということで位置づけられているということでございます。 

 次、お願いいたします。 

 一番下の四角のところで赤枠で囲ってありますトラフグ、ここで第１陣ということで位

置づけられているということでございます。 

 次、お願いいたします。 

 目指すべき姿、そういうことだということなんですけれども、これに当たって現状がい

ろいろ課題があるということで、まず、先ほどの評価についてのいろいろ御議論いただき

ましたけれども、評価・調査についても課題がございます。 
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 それから、管理措置の現状については、特に瀬戸内海域で、地区ごとに管理の取組の深

掘りの検討は進めていただいているんですけれども、なかなか近隣県との取組の足並みが

そろっていないという現状はございます。 

 次、お願いいたします。 

 管理措置を実施していくに当たっての管理体制の現状でございますが、先ほど御紹介い

ただいたような詳細な資源評価の結果ですとか、あるいは漁獲情報の詳細な部分、特に小

型魚に関する漁獲量とか、そういったものがまだ十分把握できていないですとか、関係者

の間に十分共有されていないといった現状がございます。 

 また、なかなかこういった検討会にも御参加いただくのが難しい状況もございますので、

関係者の理解の醸成も今後進めていくというのが課題としてございます。 

 こういったことから、それぞれ今後検討すべき課題としては、漁業者、行政、研究、そ

れぞれあるわけですけれども、特に行政といたしましては、これから各地を訪問させてい

ただいて、こういった新たな資源管理の取組に関する必要な説明をさせていただくととも

に、その詳細の漁業実態について、まずはいろいろお話を伺った上で、どのような管理が

できるのか、すべきか、といったような検討を進めていくということが行政の１つの大き

な課題であろうということでございます。 

 共通の課題といたしましては、先ほど水研機構の紹介にもありましたように、全年齢層

を対象に資源の保護を図っていく必要がある状況にあるということで、ＭＳＹベースの資

源評価実施後に始まる数量管理の準備を今の段階から進めていく必要があろうということ

で、こういった、今、関係者による議論と検討をしていただいているということでござい

ます。 

 私からの御説明、以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等ございましたら承ります。 

 簡単に言うと、クロマグロでやっていたような割当量管理をトラフグでもやるというこ

となんです。 

○中島委員 山口県の中島ですけれども。 

○田中会長 中島委員ですか。 

○中島委員 はい、山口県、中島です。 

 まずお願いしたいことは、今後、この資源管理をやっていく中で、先ほどの部会でも言
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いましたが、激変緩和は是非、激変は是非避けていただきたいし、平等化、どの段階も全

て資源管理を行っていくということについての留意をよろしくお願いいたします。 

○西田課長補佐 ありがとうございます。 

 そういったお話、現地の実情とか、そういった話をよく伺いながら検討していくという

ことで、当然、激変にならないようにということにも留意しながら、説明等々のプロセス

を進めさせていただければと思います。 

○中島委員 それとあわせまして、資源の評価のところでいろいろ矛盾もあるような気が

いたします。ですから、その辺の解明をやっていただいて、ステークホルダー会議ってな

るんですか、漁業者の皆さんに分かりやすく説明できるように、よろしくお願いしたいと

思います。 

○西田課長補佐 お話を頂いた負担の平等化についても、今現在、なかなか難しい、実施

が難しい状況ではありますが、相互扶助事業等もありますので、そういった事業の御紹介

も含めて、お話を伺いながら検討させていただきたいと思います。 

○中島委員 それと、もう１点よろしいですか。 

○田中会長 どうぞ。 

○中島委員 今お示しになられております「これからの資源管理」という中で、資源の添

加、いわゆる種苗の放流ですけれども、このことについては全く触れられていないような

気がいたしました。 

 各資料の方にもありますように、漁獲物の放流魚の混入率が約25％というような数字も

出ておりますし、今後、この種苗の放流をこの中にいかに入れていくのか。その辺につい

てのお考えはいかがでしょうか。 

○西田課長補佐 ありがとうございます。 

 先ほど水研からの御紹介にもありましたように、種苗放流は一定の効果はあるものの、

まずは回復のために取り組むべき有効な手段は漁獲の抑制だということでございますが、

もちろん、併せまして、下支えのための種苗放流の添加効率の向上ですとか高度化、こう

いったところも併せて検討していくものと考えております。 

○中島委員 今回の漁業法の改正によりまして、栽培漁業から資源管理の方へ大きく転回

したということは分かりますけれども、資源を人為的に添加していくと、有効資源を人為

的に添加していくという栽培漁業、これも重要なツールであろうと、引き続き重要なツー

ルであろうと思っております。 
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 特にトラフグにつきましては、ここまで資源が悪化している中で、この資源添加をどう

いうふうに活用していくのか。一つの大きな材料になろうかとも思いますので、今後の参

考の材料にもなろうかと思いますので、その点、是非両者、両輪になるような形で資源管

理を進めていっていただければと思います。 

 以上です。 

○西田課長補佐 御意見ありがとうございます。そのような認識に立って検討を進めさせ

ていただきたいと思います。 

○中島委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

○田中会長 ほかに。特に関係各県、これ、広範囲にわたりますんで、皆さんの関心事か

もしれませんので。日本海の北部の方にも関係します、ＴＡＣということになりますと。 

 ほかに。大体、中島委員のおっしゃられたことのような内容で、皆さんよろしいでしょ

うか。激変緩和、負担平等ほかと、それから、栽培も考慮してほしいというような内容だ

ったと思います。 

 栽培漁業も、本当は大量に放流して一気に資源を回復できちゃえば、その後ずっとやら

なくてもいいかもしれないんだよね、理論上は。 

 よろしいでしょうか。 

 じゃあ、あと５秒待って、意見がないということであれば次に進みたいと思いますが。 

 特段意見がこれ以上はないということで、それでは、次の議題に進めさせていただきま

す。 

 続きまして、（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資源研究所から御説明いただき、続いて、資源管理の取組

内容について事務局より御説明いたします。 

 それでは、水産資源研究所、服部副部長より、ベニズワイガニ日本海系群の資源評価に

ついて御説明いただきます。 

○服部副部長 水産研究・教育機構の服部です。よろしくお願いします。 

 私の方から、ベニズワイガニ日本海系群の令和２年度資源評価結果について説明いたし

ます。 

 次、お願いします。 

 まず、生物学的特性と漁場についてですが、ベニズワイガニの寿命は10年以上というこ

とが知られております。 
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 漁場は、大臣許可水域800から1,500メートルと、知事許可水域800から1,200メートルに

分かれております。左上の地図を御覧ください。 

 次のページ、お願いします。 

 漁獲と資源の動向ということで、まず最初に大臣許可水域について説明いたします。 

 大臣許可水域の漁獲量は、2019年は4,728トンでございました。 

 2019年の資源量指数、これが黄色の丸の折れ線で示しておりますが、これが2019年は20

万９千であることから、低位と判断されています。 

 資源動向については、直近５年間の指数の推移から、減少と判断されています。 

 次、お願いします。 

 次に、知事許可水域についてです。 

 こちらの水域の漁獲量は、2019年は6,255トンでした。 

 2019年の指数は28万５千でありまして、高位と判断されています。 

 資源動向は、直近５年の指数の推移から、増加と判断されています。 

 次、お願いします。 

 次に、この２つを合わせました系群全体について説明いたします。 

 系群全体といたしましては、漁獲量は、2019年、日本が10,983トンで、韓国が15,875ト

ンでありました。 

 2019年の資源量指数が49万４千であることから、低位と判断されています。 

 資源動向は、直近５年間の指数の推移から、減少というふうに判断されています。 

 次、お願いします。 

 これらをまとめますと、ＣＰＵＥと漁場面積から求めた資源量指数によって評価を行い

ました。2019年の資源水準と直近５年間の資源動向については、大臣許可水域では低位・

減少、知事許可水域では高位・増加でございました。系群全体としては、ここ「中位・減

少」と書かれておりますが、「中位」が誤りでございまして、「低位」でございました。

修正をお願いいたします。系群全体としては「低位・減少」というふうに判断されました。 

2021年のＡＢＣといたしましては、水域ごとにＡＢＣを求めまして、合算してＡＢＣ

limitを求めておりまして、ＡＢＣlimitについては１万200トンという値が提案されてい

ます。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 



－21－ 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等あれば承ります。 

 特段ございませんでしょうか。 

 これ、まだ雌の成長も分かっていないっていう理解でよろしいですか。 

○服部副部長 ここの最初のところに雄が示されておりますが。 

 すみません、担当の藤原グループ長、雌の方も大体雄と初期成長、同じぐらいでしょう

か。コメントあればお願いします。 

○藤原グループ長 水産機構のグループ長の藤原でございます。 

 こちらの図になっているものに関しては、雌を獲っていないということで、資源を表し

ていないので示していないというふうに考えております。雌の方が成熟も成長も若干早め

で遅いという、そうですね、早めになっていますので、しかも小さめということは分かっ

ていますけれども、このような式というのはまだ分かっていないというふうに考えていま

す。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ほかに、よろしいでしょうか。 

 特にないということで、続きまして、資料１－３－２「日本海沖合ベニズワイガニ広域

資源管理の取組について」、事務局より御説明、よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 境港漁業調整事務所の佐々木と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 お手元の資料１－３－２で御説明させていただきます。 

 １ページ目の（１）の部分、漁業の概要というところでございますけれども、ここでは

大臣許可漁業について御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、資料の地図の方に赤、緑、青と色で塗ってあるかと思い

ますけれども、大和堆、新隠岐堆、隠岐西方などの沖合漁場、そして、鳥取から島根にか

けての地先の800メーターより深い水深のところで、「かにかご」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６月末までの10か月が基本というふうになっ

ております。 

 （２）番の資源管理の方向性でございますけれども、こちらに関しては公的規制と自主

的規制の組合せで資源管理に取り組んでいることになりまして、具体的な取組については

後ほど御説明申し上げます。 

 ページをめくりまして、２ページでございます。 
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 （３）関係者による連携を図るための体制ということでございまして、境港のベニズワ

イガニ産業三者協議会というものがございます。これは、境港のベニズワイ産業に関係す

る漁業者、加工仲買、卸売の関係者、この三者で構成されている会議でございます。ここ

では、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、資源管理措置の取組を

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表したのが、ページめくりまして３ペ

ージ目になりますが、（４）の１）「広域資源管理に係る会議の開催実績」と記載されて

いる部分でございます。 

 平成17年に第１回目を開催いたしまして、年に複数回開催することもございますので、

今年の８月に行った直近の会議は、これまでで65回目ということになっております。 

 こちらの表には直近３か年の内容を記載しておりますけれども、協議会の具体的な内容

といたしましては、ベニズワイガニの水揚げの結果を共有したり、資源動向について研究

機関から説明をしてもらうこと、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組状況でございますけれども、資源管理措置というの

は、先ほどのとおり、公的なものと自主的なものがございます。 

 公的なものに関しましては、アのところに記載しております法令で定められたものでご

ざいまして、操業期間、区域、許可隻数などが制限されているところでございます。 

 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域を設定したり、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ページ目、３）のＩＱの設定状況でございます。ベニズワイの

ＩＱというのは平成19年から取り組んでおりまして、細かな細則はございますけれども、

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２年の漁期は、ＡＢＣとイコールである6,693トン、これを各船に割

り当てて、９月１日からベニズワイガニの漁期がスタートしているということでございま

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、昨日の西部会のときも御指摘があったかと思うんですが、広報活動を積極的に

ということだったので、ベニズワイに関してはこちらの取組をしております。 

 こちらに関しては、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れど
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も、食育の一環といたしまして、地元のベニガニの有志の会というのも参加いたしまして、

保育園と幼稚園と交流を図るというもので、今年でちょうど10年目を迎えます。具体的に

は、漁船がベニズワイの漁に出かけて、店頭で販売して、食卓に並ぶまでの一連の流れを

紹介すると。この中で、休漁期間や、「かにかご」には小型の脱出リングを設けていると

いうような資源管理の取組というものを併せて紹介しています。 

 こういった活動についてはテレビや新聞のメディアでも紹介されておりまして、今年は、

この集会は７回開催したんですけれども、境港市長が自ら園児に説明するというような会

もございまして、ベニズワイガニの資源管理の取組、これを幼稚園児が知っているという

のは日本中を探しても境港ぐらいかと思いますけれども、より多くの方にベニズワイガニ

の資源管理の取組が広がるように、地域一丸となって取り組んでいるというところでござ

います。 

 以上で、ベニズワイガニの広域資源管理について、説明を終わります。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等あれば承ります。 

 何か。 

 じゃ、私の方から。最後の取組、広報活動についてなんですけれども、これ、せっかく

なんで、そんな偉い人が出てきてやっているんならビデオにでも撮って、みんなが繰り返

し見られるように、どこかにアップしたらどうでしょうかね。そしたらよっぽど効果的な

んじゃないかと思うんですけれども、そういう活動はおやりになっていらっしゃるんでし

ょうか。 

○佐々木課長 そうですね。テレビで紹介されている程度、あと、ニュースがホームペー

ジで紹介されている程度ということもあります。 

 ただ、これは境港市が集会を開催しているということなので、この委員会でそういった

御助言を頂いたということで、境港市の方にも伝えておきたい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した。 

 波積委員は何か。よろしくお願いします。 

○波積委員 すみません、非常にすばらしい取組で、感銘を受けました。非常に地域ブラ

ンドとして育てていくということがすごく大事だと思うんですが、そのためには地元の方

がすごく愛着を持っているということが大事なので、また関心と愛着というのがとてもブ
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ランドにとって大切なので、あと知識ですね。そういった面で非常にすばらしい活動だな

というふうに思いました。これからも継続していって、ますますブランドとして愛着持た

れるように取り組んでいただけたらなと思いました。ありがとうございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 エンドースするコメントだったと思います。もっと頑張ってくださいって推奨するコメ

ントだったと思いますけれども。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 特段ございませんでしょうか。 

 １つだけ、何か漁獲量規制守っているのになかなか増えてこないのはという質問が出て

くるんじゃないかと思うんですけれども、将来的にはそういったことへの回答も研究所の

方で御用意いただきたいというふうに思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 じゃ、あと５秒待って意見がなければ、ほかに意見がないということで先に進めさせて

いただきます。 

 ありがとうございました。 

 それでは、ほかに意見がないということで、次の議題に進ませていただきます。 

 続きまして、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資源研究所から御説明いただき、

続いて、資源管理の取組内容について事務局より御説明いたします。 

 それでは、水産資源研究所の大下副部長より、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御説明いただきます。よろしくお願いします。 

○大下副部長 よろしくお願いいたします。音声は聞こえておりますでしょうか。 

○田中会長 聞こえております。 

○大下副部長 水産資源研究所の大下といいます。何とぞよろしくお願いいたします。 

 まず、マアジ対馬暖流系群の方から御説明いたします。 

 次のページ、よろしくお願いいたします。 

 このスライドは、マアジ対馬暖流系群の生物学的な特性を示しております。 

 かいつまんで御説明いたしますけれども、マアジ対馬暖流系群は、東シナ海及び日本海

の沿岸域に分布するというふうに考えております。主な産卵場は東シナ海と日本海の沿岸

部にあるというふうに考えています。 
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 寿命は５歳程度でございます。成熟開始年齢は、１歳魚で50％、２歳魚以上は100％と

いうふうに考えております。 

 次のページをお願いします。 

 このスライドは、マアジ対馬暖流系群の漁獲量の経年変化を示しております。この系群

については、日本及び韓国の両方の国が漁獲をしているというふうに考えておりますので、

日本と韓国の両方の漁獲量を足したものをベースにして資源評価を行っております。 

 このグラフは、横軸に年、縦軸に漁獲量を示しております。白抜きが日本、グレーの色

で付けたものが韓国になります。本資源は、1980年代の最初ぐらいまでは漁獲量が非常に

少ない状態でございました。1980年代に徐々に増えていって、1990年代にピークを迎え、

やや減少しているというふうになっております。 

 2019年は、日本の漁獲量でいうと７万８千トンでございまして、10万トンをやや下回る

水準でございました。 

 その次のページをお願いいたします。 

 本資源は、コホート解析、トラフグのところで出てきたと思いますけども、年齢別漁獲

尾数を基にしたコホート解析によって資源量を計算しております。 

 向かって左側が資源量と漁獲割合を示しております。青色が資源量、赤色が漁獲割合に

なります。資源量の方を見ていただくと、先ほどの漁獲量と同じように、1980年代最初に

は低い水準でございましたけれども、徐々に増えてきて、1990年代に高い水準になり、一

時減ったりはしているんですけれども、おおむねよい状態で推移しているというふうに考

えております。 

 向かって右側を御覧ください。向かって右側は親魚量、親魚の量を示しております。こ

れも1980年代は低い水準だったんですけれども、増減を繰り返しながら、2019年には高い

水準になっているというふうに思っております。 

 資源量、2019年は41万８千トン、親魚量の動向は増加というふうに考えております。 

 その次のスライドをお願いいたします。 

 ここから、やや見慣れない、先ほどの魚種とは違う図が出てくると思います。改正漁業

法に伴って、ＭＳＹ水準を目指す資源管理が開始いたしました。本日御紹介するアジ、サ

バ、イワシについては、このＭＳＹ水準を目指す資源管理の魚種に当たります。再生産関

係を基にＭＳＹというものを計算で見ております。 

 ＭＳＹについてはここでは紹介は省きますけれども、横軸に親魚量、縦軸に平均の漁獲
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量を取った場合に、最大持続生産量のＭＳＹは15万８千トン、そのＭＳＹ水準を達成する

ときの親魚量が25万４千トンというふうに計算でなりました。60％のＭＳＹに相当すると

ころを限界管理基準値と呼んでおります。また、ＭＳＹの10％に相当するところを禁漁水

準として定義をしております。 

 その次のスライドをお願いいたします。 

 この図も見慣れない方も多いと思いますけれども、改正漁業法に伴ってＭＳＹ水準を目

指す資源管理を行うんだということでございまして、神戸プロット、神戸チャートという

ものが描かれております。 

 この図の見方でございますけれども、緑、黄色、赤と色分けがされております。 

 緑色の部分が、下の横軸の数字を見ていただきたいですけれども、1.00と書いてござい

ます。この1.00というのがちょうどＭＳＹ水準の親魚量ということを意味します。すなわ

ち、1.00よりも多いとＭＳＹ水準の親魚量よりも多いということを意味します。 

 一方、赤色の部分を見ていただくと、今度は縦軸の方を見ていただきたいと思います。

ＭＳＹを達成するときのＦに対して、現在のＦがどうなっているのかということを示して

おります。これも１を基準にして色分けがなされております。１よりも高いと漁獲圧が高

いということを意味しておりまして、本資源を見ると、歴史的に見るとおおむね赤い水準、

赤いところ。つまり、ＭＳＹ水準の親魚量よりも少なくて漁獲圧が高いというところにい

たんですが、2010年代ぐらいから徐々にＦ、漁獲圧が下がってきまして、それに伴って親

魚量が増えてきたというようなことがこの図から見て取れます。 

 現状の親魚量は、ＭＳＹ水準を実現する親魚量を上回っているというふうに考えており

まして、現状の漁獲圧は同漁獲圧を下回っているということ。つまり、緑色のゾーンにい

るというふうに考えております。 

 その次のスライドをお願いいたします。 

 再生産関係の図は今回お見せをしておりませんけれども、再生産関係方法に基づきまし

て、ＭＳＹ水準を達成するＦ、これが1.0のＦを意味するんですけれども、それに対して

安全係数である0.9とか0.8、Ｆを下げていった場合に将来の親魚量若しくは将来の平均の

漁獲量がどのように移り変わるのかといったものを示したのがこの表になります。 

 黄色のところでお示ししているのは2031年、すなわち、10年後にＭＳＹ水準の親魚量25

万４千トンを上回る確率をパーセンテージで示しているというふうに見ていただきたいと

思います。2019年、現状でもＭＳＹ水準を超えている。親魚量としてはＭＳＹ水準を超え
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ているんですけれども、例えばβが0.9の場合で管理した場合、2031年は29万２千トンの

親魚量、平均的な親魚量が見込まれ、25万４千トンを上回る確率は67％だというふうに、

この表から見て取れます。 

 下側の緑色のものは平均の漁獲量を示しております。現状では、2019年は12万トン程度

でございますけれども、うまく資源管理をすれば非常に漁獲量も増えてきて、ＭＳＹ水準

15万トン程度で推移するというふうに考えております。 

 以上でマアジの説明が終わりまして、その次にマサバの説明に移ります。 

 マサバ対馬暖流系群です。「令和元年度」と書いておりますけれども、これは打ち間違

いではございません。マアジの管理が１月から開始するのに対して、マサバについては７

月から開始するということで、若干ブランクがあるというふうに考えております。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 マサバ対馬暖流系群の生物学的な特性を示します。 

 先ほどのマアジと比べると、やや分布域は広いというのが特徴になっております。また、

かなり広域的な回遊をする魚というふうに考えております。 

 産卵場、オレンジ色で示しているところでございますけれども、産卵場は東シナ海若し

くは九州の西南、日本海の南西部にあるというふうに考えております。夏には索餌回遊で

北の方に、すなわち黄海とか渤海の付近まで到達して、冬には産卵のために南下するとい

うふうに考えております。 

 寿命は６歳程度。成熟開始年齢は、１歳で60％、２歳で85％、３歳以上で100％という

ふうに考えております。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 マサバについても韓国と日本、また、中国も多く獲っているんですけれども、中国の漁

獲量統計が余り正確ではないということと、１年遅れの情報しか手に入らないということ

でございますので、現状では日本と韓国だけの漁獲量で資源評価をさせていただいており

ます。 

 青色のところが日本、黄色っぽい色のものが韓国になっております。1973年から漁獲統

計を整備しておりまして、30万トン～40万トン程度でずっと推移していたものが、徐々に

減ってきておりますが、1996年に突然80万トンレベルまで上がりました。その後がくんと

減りまして、20万トンから30万トンレベルで推移しているということでございます。 

 2018年の漁獲量は、日本が15万トン、韓国が14万トンでございます。 
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 繰り返しますけれども、中国の漁獲量はこの図には含まれておりません。 

 その次のスライドをお願いします。 

 マアジと同様に、コホート解析によって資源量若しくは親魚量が計算をされております。 

 向かって左側が資源量と漁獲割合になります。青色が資源量、赤色が漁獲割合になりま

す。資源量については、1970年代最初には100万トンレベルで、その後かなり変動するん

ですけれども、100万トン程度でずっと推移した後、1996年ぐらいにピークの150万トン弱

まで増加いたします。その後減ってきまして、50万トンレベルで推移していると。近年に

かけて見ると、やや、少しずつ増えているということがこの図から見ていただけるという

ふうに思います。 

 向かって右側が親魚量を示しております。先ほどの資源量と同様に、1990年代半ばぐら

いまでは、親魚量としては30万トンから40万トン程度いたんですけれども、その後、2000

年代に入りまして減少して、10万トンをやや超す程度に落ちております。近年の５年ぐら

いだけ見ると、やや持ち直しているというふうに考えております。 

 資源量、2018年は65万トン。親魚量の動向から見て、近年５年間では増加というふうに

考えております。 

 その次のスライドをお願いいたします。 

 これも、マサバ対馬暖流系群についてもＭＳＹ水準を目指す資源管理を行うんだという

ことでございまして、昨年、ステークホルダー会議が開催されて、最大持続生産量（ＭＳ

Ｙ）は32万３千トン、そのＭＳＹを実現するための親魚量については31万トンというふう

に定めさせていただきました。マアジと同様に、60％のＭＳＹに相当するものを限界管理

基準、10％のＭＳＹに相当するものの親魚量を禁漁水準として定めております。 

 その次のスライドをお願いいたします。 

 これも、マサバ対馬暖流系群の神戸チャートを示しております。色合いなどは先ほどの

マアジの説明と全く同じでございます。 

 マサバ対馬暖流系群の資源状態を見ていくと、1970年代、80年代というのはグリーンの

ゾーン、つまり、ＭＳＹ水準の親魚量よりも多くて、ＭＳＹを達成する漁獲圧よりも低い

状態ですが、資源はかなり健全な状態にいたんですが、1990年代半ばぐらいから徐々に悪

くなっていきまして、漁獲圧が高くなり、今では赤いところにあると。ただし、その限界

管理基準値よりは上回っているというような評価になっております。 

 現状の親魚量は、ＭＳＹ水準のＭＹＳを実現する親魚量を下回っており、同漁獲圧を上
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回っているというような評価になっております。 

 その次のスライドをお願いいたします。 

 この図も、再生産関係のグラフを示しておりませんけれども、マサバ対馬暖流系群の再

生産関係が、再生産関係式プラス不確実性のばらつきを考慮いたしまして推移するという

ふうに仮定して計算をしております。見方としては、Ｆmsyを達成するＦに対して安全係

数のβを掛けているということでございます。βが１から0.8まで、横、表の一番左の列

に示しております。2019年から2030年までに、こういったβを掛けた、Ｆmsyにβを掛け

たＦで漁獲をしたときに親魚量の平均値がどのようになっているのか、漁獲量の平均値が

どのようになっているのかっていうことを示したものでございます。 

 マアジと同様に、オレンジ色のところが2030年、つまり、10年後に親魚量がＭＳＹ水準

の31万トンを上回る確率を示しております。この図を見ていただくと、ちょっと細かいん

ですけれども、βが0.95というところで50％以上の確率で2030年に親魚量が31万トン、す

なわちＭＳＹを達成する親魚量を上回るというふうに判断をしております。 

 以上でマサバの対馬暖流系群を終わります。 

 その次に、マイワシ対馬暖流系群の説明にまいります。 

 マイワシ対馬暖流系群でございます。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 マイワシ対馬暖流系群につきましては、先ほどのマアジとかマサバとは異なって、大き

な資源変動をするということが１つの特徴になっております。 

 例えば、この図で見ると、向かって左側の低水準期には分布域がかなり日本の沿岸の方

に縮小しているのに対して、向かって右側の高水準期では東シナ海及び日本海の広域のと

ころに分布が見られるというように、また、成熟特性なども低水準と高水準のときにかな

り異なっているということが知られておりますので、ですから、こういった水準を基に生

物特性なども変わるというふうな魚種になっております。 

 寿命は７歳程度。成熟開始年齢は、現在では低水準の指標なんですけれども、2016年以

降では、１歳魚は25％、２歳から100％、2歳魚以上で100％というふうに仮定をしており

ます。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 漁獲の動向でございます。横軸に年、縦軸に漁獲量を取っております。 

 1960年から2019年まで取っておりますけれども、皆さん御存じのとおり、1980年代、90
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年代の最初ぐらいまではかなり高い漁獲量水準を推移しておりました。東シナ海区、日本

海西区、日本海北区、合わせて150万トンを超えるような漁獲量があったところもあるん

ですけれども、1990年代半ばぐらいから急速に減少いたしまして、2000年の最初辺りでは

1,000トンで。 

 このグラフのちょっと右上のところを見ていただきたいんですけれども、近年20年ぐら

いを拡大したものを右上の枠の中に示しております。2010年ぐらいから徐々に漁獲量は増

えてきております。ただし、2014年とか2019年のように、前年たくさん獲れているのにも

かかわらず、突然獲れていない年もあるということが本資源の特徴かなというふうに思っ

ております。2018年の漁獲量が７万１千トンに対して、2019年は僅か１万４千トンという

ふうになっております。非常に資源評価も資源管理もしづらいような魚なのかなというふ

うに思っております。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 このページも、年齢別漁獲尾数を基にしたコホート解析を行っております。 

 向かって左側が資源量と漁獲割合を示しております。青色が資源量、赤色が漁獲割合で

す。 

 上の方が1960年から2019年までを示しておりまして、漁獲量と同様に、1980年代は非常

に高い資源量を持っていたというふうに考えておりますけれども、その後、90年代に急激

に減少しているという図になっております。 

 この図では近年の動向が分かりづらいので、2004年以降の図を下側に示しています。青

色が資源量、赤色が漁獲割合になっています。2019年を見ていただきたいんですけれども、

2018年よりは若干下がっているんですけれども、2000年の最初、2004年に比べると、かな

り資源量が増加しているということがこの図から見ていただけると思います。 

 親魚量についても、2004年から2019年までを示したものを右側に示しております。太平

洋系群ほど急激な増加ではないんですが、対馬暖流系群についても、この間、徐々に増加

をしているということが考えております。 

 資源量は、2019年で32万９千トン。親魚量の動向から、資源は増加しているというふう

に考えています。 

 次のページをお願いします。 

 これも、マアジ、マサバと同様に、再生産関係からＭＳＹ水準の親魚量とＭＳＹを計算

で求めております。 



－31－ 

 ただし、先ほど生物特性のところでも説明いたしましたけれども、低水準期と高水準期

でかなり生物特性が異なりますので、再生産関係は、低水準期、通常加入期と高加入期と

いう２つのレジームに分けて計算をしておりまして、これは通常加入期のＭＳＹになって

おります。最大持続生産量（ＭＳＹ）は33万８千トン、ＭＳＹを実現する親魚量が109万

３千トンというふうに計算されております。限界管理基準値と禁漁水準は先ほどのマアジ、

マサバと同様でございます。 

 次のページをお願いします。 

 これがマイワシ対馬暖流系群の神戸プロットになっております。色の説明は、マアジ、

マサバと同様でございます。 

 本資源は、1990年代最初についてはかなり高い水準だったんですけれども、資源量が減

少するにつれてＦも高くなって、2000年代ぐらいには、Ｆも高いし親魚量も少ないという

ような状況になっておりましたが、2010年ぐらいからＦがかなり下がってきております。

それに伴って、徐々に徐々に親魚量が増えているというようなことが言えます。限界管理

基準値をやや下回る水準に、下回る、禁漁水準よりは上回っているということでございま

す。 

 現状の親魚量は、ＭＳＹを実現する親魚量を下回っており、同漁獲圧を下回っていると

いうことでございます。 

 その次のスライドをお願いします。このスライドが最後でございます。 

 2019年から2031年までの平均的な親魚量と平均的な漁獲量を、安全係数のβを掛けたも

ので予想しております。βが１から0.7の場合で示しているんですけれども、横、一番右

側の黄色い枠のところで、2031年に親魚量109万３千トンを上回る確率を示しております。

ぴったり50％になるβが0.805というふうになっておりまして、この場合でいくと、例え

ば2020年の平均的な親魚量は24万トン。これは徐々に増えていくというようなことになっ

ております。 

 ただし、マイワシ対馬暖流系群については、先ほどどこかの系群でも出ましたけれども、

激変緩和をしてほしいと。漁獲量が急激に変わるのはちょっと勘弁してほしいというステ

ークホルダー会議の要請を受けまして、本来の管理規則から少し外れて、2021年から2023

年を0.8Ｆmsyで漁獲をして、その後は管理規則に従うと。βを掛けたＦmsyで漁獲をした

場合という注釈が付いております。 

 以上で、３魚種の資源評価、資源管理の説明を終わります。 
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○田中会長 丁寧な御説明ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等あれば承ります。 

 今までの、先ほど来のトラフグとベニズワイと異なりまして、ＭＳＹの推定とか神戸プ

ロットというのが計算できるということは、それだけ豊富なデータがあるということだと

思います。 

 また、最後のスライドにも説明がありましたように、漁業法ではＭＳＹが与える資源量

水準以上に維持するということが法律で求められているわけですが、その確率も５割とい

うことで一応計算して、これ以上にしましょうということで、そういった指標についても

計算可能であるということで、大分、前２種とは違った趣の計算結果になったかと思いま

すけれども、御質問等ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、これもあと５秒待ってなければないということで。大分詳しい説明だったと

思いますし、大分豊富なデータですし。 

 では、特段御質問等ないということで、次に進みたいと思います。 

 続きまして、資料１－４－２「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２年度の取組状況」について、事務局より説明、よろしくお

願いいたします。 

○角町課長 九州漁業調整事務所沖合課の角町です。よろしくお願いいたします。 

 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令和２

年度の取組状況について御説明いたします。資料１－４－２を御覧ください。 

 漁業数類、取組団体、漁獲努力量削減措置については、これまでと変わっておりません。 

 本年８月末までの実施状況につきまして、まず、休漁につきましては前年度と同様に、

同様の内容で、各団体が実施をしております。 

 そのほかの措置の実施状況についてです。 

 大中型まき網漁業では、その他の措置として、農林漁区839区の隠岐海峡においてマイ

ワシの集中漁獲があったため１日の操業自粛と、対馬東沖から山口県沖合海域においてア

ジ・サバの小型魚を主体とする漁場形成となったため１日の操業自粛を実施しております。 

 中型まき網漁業の山陰旋網漁業協同組合では、漁獲量制限として３月29日から隠岐海峡

における１日当たりの１か統のイワシ類の漁獲量上限を100トンに制限して、これを９月

19日まで実施しております。 



－33－ 

 同じく中型まき網漁業の長崎県旋網漁業協同組合では、漁場移動を36回実施しておりま

す。 

 ２の保護措置といたしまして、前年度と同様に、五島西方沖地区と隠岐海峡地区西側の

マウンド礁周辺での操業自粛に取り組んでおります。 

 また、漁場整備が進んでおります隠岐海峡地区東側のマウンド礁周辺においても、完成

した際には、広域資源管理検討会議の構成員に諮った上で、同様に取組を行うことと考え

ております。 

 なお、例年行っております広域資源管理検討会議については新型コロナウイルス感染拡

大を考慮して開催せず、各団体の取組状況等についてはメールでの情報共有に切り替えて

おります。 

 次に、資料１－４－３をお願いいたします。 

 広域資源管理方針の概要につきましては、今回は、変更はございません。 

 以上でございます。 

○田中会長 御説明ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等あれば承ります。 

 特にございませんか。 

 では、私の方から。今年の特記事項としては、資料１－４－２にあるその他の措置が例

年と違うという理解でよろしいでしょうか。 

 それから、漁場移動の回数とか…… 

○角町課長 はい、そのとおりです。 

○田中会長 中まきの漁場移動の回数とかも、これは増えているんですか。 

○角町課長 はい。まず、大中型まき網のその他の操業自粛ですけれども、これが今年の

特異事項でございます。 

 続きまして、長崎県旋網の漁場移動36回につきましては、昨年漁期を、同漁期よりも増

えているという状況でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。ということは、結構小型魚も増えているってこと

ですね、きっと。いいことだ。 

 ほか、御質問等ございますでしょうか。 

 ここは、取組については、ほぼほぼ例年どおりということで、昨年と同じということで、

余り質問もないかと思いますが、特段なければ、あと５秒ほど待って、次の議題に進みた
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いと思いますが。 

 特に御意見がないということで、ここの議題はこれで閉じさせていただきます。 

 続きまして、議題の（２）太平洋クロマグロに関する広域漁業調整委員会指示について

です。 

 事務局より、関連事項も含めまして一括して手短に御説明、よろしくお願いいたします。 

○西田課長補佐 水産庁管理調整課、西田でございます。 

 まず資料２－１をもちまして、概略を御紹介させていただきだいと思います。 

 まず、これまでの経緯でございます。 

 太平洋クロマグロの管理におきましては、平成24年に広域漁業調整委員会指示により届

出制を導入しております。翌25年以降は承認制に移行して現在に至っております。この承

認は原則２年ごとに更新するということで、現行の承認期間は令和３年３月31日までとい

うことで、各広域漁業調整委員会で新たな委員会指示を発出して、承認制の更新手続を進

める必要があるという状況でございます。 

 続きまして、２番の新しい委員会指示の概要の内容を御紹介させていただきます。 

 まず、承認の条件についてでございますが、（１）の①、②と掲げてございます。 

 まず１つ目といたしましては、過去５年間に１キログラム以上の漁獲実績を有すること。 

 それから、２つ目の承認条件といたしましては、採捕停止命令に従わない漁業者ではな

いこと。これは、以前ですと、採捕自粛要請に応じない漁業者ではないことという条件だ

ったわけですけれども、これを現行の制度に置き換えて、採捕停止命令に従わない漁業者

ではないことということにしております。 

 承認期間につきましては、令和３年４月１日から令和５年３月31日までということでさ

せていただきたいと思います。 

 続きまして、具体的な改正の内容につきまして、資料２－２を御覧いただければと思い

ます。 

 今年の12月１日付けで改正漁業法が施行されたということで、まず、引用する条項の条

番号が冒頭変更になっております。 

 それから、今回は会長名の下に「日本海・九州西広域漁業調整委員会による沿岸くろま

ぐろ漁業の承認に係る委員会指示」ということで、タイトルを入れるという案にさせてい

ただいております。 

 それから、１番、定義のところの（２）のイ、ロ、ハとありますところも、やはり改正
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漁業法の条番号の変更を受けて、それぞれ改正をされております。 

 以下、特定大臣許可漁業がなくなったり、ということで、改正漁業法の内容に合わせた

改正を行う案としております。 

 続きまして、資料２－２の２ページを御覧いただければと思います。 

 同じく、上段の方は引用する改正漁業法の条番号が変更になっておりまして、操業禁止

の期間も承認期間に合わせて変更されるということでございます。 

 それから、用語の変更が１点ございまして、３番の操業の承認の（１）の部分を御覧い

ただければと思います。４行目に、旧の方の４行、新旧対照表の右側の旧の方の４行目に

「「旧承認者」という。」とございますが、こちらを改正後の委員会指示では「旧被承認

者」ということに改めた。今までは承認を受けた方ということで「承認者」という言葉を

使っていたんですけれども、これは、承認を受けている方ということで、「旧被承認者」

という用語が適当であろうということで、このような用語の変更をさせていただいており

ます。 

 それから、以下、改正漁業法の変更の内容に合わせた用語や条番号の改正が続きまして、

大きな変更事項といたしましては、５ページを御覧いただければと思います。 

 従来、この委員会指示を根拠に漁獲実績報告を出していただいていたんですけれども、

こちらはもう漁獲成績報告とか、クロマグロに関する漁獲の報告は法に基づく報告の義務

が課されておりますので、委員会指示で二重に義務を課す必要はないということで、こち

らの条項は削るということで、削除するという改正案にさせていただいております。 

 あと、その下に見えます新設の条項等は、承認手続に関する用語の整理等々を受けて改

正をしているという内容になっております。 

 ６ページ目を御覧いただければと思います。 

 指示の有効期間は、冒頭でも申し上げましたけれども、令和３年１月１日から令和５年

３月31日までということにさせていただければということでございます。 

 新旧対照表は以上でございまして、資料２－３に内容の変更がなされた後の溶け込んだ

新しい委員会指示の案を添付してございます。 

 この案の次に、何枚かおめくりいただきますと、「別記様式第一号」ということで、各

種申請書、それから承認証に係る様式の添付がございます。こちらの様式も、なるべく申

請する方の負担が減るように、それから、なるべく審査の迅速化を図れるようにというこ

とで、なるべく簡素に分かりやすい様式にということで、様式の変更を加えてございます。 
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 承認証等の内容に従来からの特に大きな変更点はございません。 

 続きまして、資料２－４を御覧いただければと思います。こちら、承認制の違反者への

対応及び処分方針の案でございます。 

 こちらの大きな変更点といたしましては、２番の対応・処分基準のところを御覧いただ

ければと思いますが、（１）の中の表で、左側に違反内容という類型が掲げられておりま

す。従前はここに漁獲実績報告に係る違反についての規定が設けられておりましたが、指

示本体の方でそこの該当条項が削るということになっておりますので、それに合わせて、

その内容は削るという改正を行いたいという案でございます。 

 続きまして、資料２－５を御覧いただければと思います。こちら、承認制の事務取扱要

領の新旧対照表でございます。 

 こちらも、漁獲実績報告に係る関連事項、２の（１）の承認の条件ですが、ここの部分

を現行に合わせてということで変更する案になっております。 

 それから、２の（１）の③の部分、「操業自粛要請に明らかに応じなかった」という部

分を、指示本体の改正に合わせて、「採捕停止命令に明らかに従わない」というところに

変更をさせていただくということにしております。 

 あと、同じく先ほど申し上げたような用語の細かい整理等が続きまして、４ページを御

覧いただければと思います。 

 ４ページに５番の、新でいう５番の（５）、（６）に新設の条項ということで、改正案

が加えられております。こちら、（５）は操業海域を記入する、それから（６）は操業の

方法、はえ縄、釣り、その他というふうに記入するということで、見かけ上新設というこ

とで書かれておりますが、こちらは現在でも、現行の承認申請の際も実務的には記入して

いただいている内容を新たに明記するということで、条項は新設されますが、実質的に申

請の負担が増加するという内容ではございません。 

 資料２－６を御覧いただければと思います。こちらは、先ほどの新旧対照表が溶け込ん

だ、新の方の改定内容が溶け込んだ事務取扱要領の案ということになっております。 

 以上、当方からの説明は以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ３つあったと思うんですけれども、まず、来年以降の引き縄等の承認に関する委員会指

示の内容、それから、２つ目が違反者への対応、それから、３番目が事務取扱要領の改正

という３件ございましたが、ただいまの御説明につきまして、御質問等ありましたら、御
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意見等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

○山内委員 沖縄県の山内です。 

○田中会長 はい、どうぞ、山内委員。 

○山内委員 よろしくお願いします。どんな意見でも述べられるかと思いますけれども、

よろしいでしょうか。聞こえていますか。 

○田中会長 はい、聞こえております。取りあえず、この委員会指示の可否について決め

ないと来年以降動けないということになってしまうので、まずはその…… 

○山内委員 ああ、そうですか。 

○田中会長 はい、その点につきまして。 

○山内委員 今回の委員会は、承認制の更新手続を進める必要があるとのことであります

が、新しい委員会指示については、特段意見はありません。 

○田中会長 ありがとうございます。 

○山内委員 その上で、私たちからの要望といいましょうか、そのようなことを申し上げ

たいんですが、よろしいでしょうか。 

○田中会長 一応可否が終わってからに。一応これ、審議事項で、これから投票するかど

うか分からないんですが、それが終わってから、ほかにということでお伺いします。 

○山内委員 はい、分かりました。じゃ、後ほど、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す。 

 よろしいですか。 

○合瀬委員 合瀬ですが、よろしいでしょうか。 

○田中会長 はい、合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員 今回の５年間に１キロ以上の漁獲実績を有することという条件を付けたこと

で、現在１万８千隻の承認を受けた船。実際にはどのくらいになるんですか。かなり実態

に近くなるというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○田中会長 質問は、増えるかどうかっていうことだと思うんですが。 

○合瀬委員 増える…… 

○田中会長 実態としてどうか。実態と変わらないかどうか。 

○合瀬委員 いや、要するに…… 

○西田課長補佐 従前の承認期間中に全く操業されずに実績がないということであります

と、要件を満たすことができないということで、その方の分の枠は減少するということに
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なろうかと思います。 

 そういう意味で、どれくらいの稼働実態があるかということは、ちょっと今すぐ手元で、

すみません、数字を押さえているわけではありませんが、この要件によりますと、現状の

承認数よりは減るということが見込まれると考えております。 

○合瀬委員 各県に割り当てた数量を、現在は登録隻数に割り振っていることになってい

ると思います。ただ、登録はしているものの実態として獲っていない船はいっぱいいると

いうこともあったと思います。５年間で１キロとすることで、実際にクロマグロ漁をやら

れている方の数と、登録隻数と合うような数に収まっていくのかどうかということです。

多分そういうことになるということを期待してこの数字を出されたんだと思うんですが、

そういうことですね。 

○西田課長補佐 資料２－１の①のところを御覧いただければと思います。 

 １ポツ目で合瀬委員に御指摘いただいた条件が掲げられておりまして、そのほかに、２

ポツ目で、ただし書で、当該都道府県の水産主務課長による、水産政策上、承認をお持ち

の方が何かしらの事情で承認を保持する必要があるという事情が、例えば、今はちょっと

事情があって操業をすぐにはできないんだけれども、将来的にはその予定があるという方、

そういう趣旨の御事情がある場合は意見書を付けてくださいということで、それをもって

承認を出すというケースもありますので、若干実態の稼働隻よりは、稼働数よりは若干増

えた承認数ということになろうかと思いますが、だんだんその実績に近づいて、必要のな

い承認はだんだん減っていくというふうになると考えております。 

○合瀬委員 了解しました。ありがとうございました。 

○田中会長 ほかに、御質問ございますでしょうか。 

○中島委員 山口県、中島です。 

○田中会長 はい、どうぞ。中島…… 

○中島委員 よろしいですか。委員会指示、新旧対照表の６ページを確認したいと思いま

す。事務的な確認なんですけれども、６ページ、改正案の（２）で、委員会の取消しの、

承認証の、承認の取消しの規定がございます。この中で、ロの「法第百二十一条第四項に

おいて準用する」うんぬんとありますが、いわゆる農林水産大臣の裏づけ命令ですが、具

体的にこういうことが起こり得るのかどうか。何を想定されて裏づけ命令を出されるのか。

その辺の事務的な確認をしたいと思います。 

○西田課長補佐 ありがとうございます。 
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 改正後の委員会指示の内容によりますと、一番大きな内容としては、この承認を受けな

ければ操業してはならないということになりますので、承認を受けた上で操業しなさいと

いう、そういう委員会指示の内容を守りなさいという裏づけ命令が出されるというのが一

番想定されるケースかと思います。 

○中島委員 これ、取消しの内容ですので、承認を受けずにやった場合というのは、取消

しの対象どころではないと思うんですが、いかがですか。 

 すみません、聞こえませんが。 

○西田課長補佐 すみません、今ちょっと回答を用意しておりますので。 

 委員の御指摘の趣旨は、無承認で営んだ場合には、そもそも承認を持っていないので、

取り消すという、取り消す承認がそもそもないということになるのではないかという、そ

ういう御指摘だという理解でよろしいでしょうか。 

○中島委員 はい、そういうことです。 

○西田課長補佐 ありがとうございます。 

 これは、現行、旧の方の委員会指示の内容ですと、漁獲実績報告の内容を守ってくださ

いという、その承認以外、承認を得て、操業以外の内容があって、そういう命令もあり得

るということで生きているんですけれども、御指摘のとおり、そこが落ちてしまうと、こ

の条項が機能しなくなるのではないかということも、御指摘もあろうかと思いますけれど

も、将来的な検討の中で、また、委員会指示の内容でほかに遵守すべき事項というのが規

定された場合に備えて、一応残しておこうという考えでございます。 

 今回は、漁獲実績報告に基づく指示による義務というのが重複してしまうので、そこは

削除しようということで、このような姿になっているということで御理解いただければと

思います。 

○中島委員 はい、分かりました。 

○田中会長 よろしいですか。 

 代わりに、資料２－４に、承認を受けずに営んだ場合というのはありまして、議論長引

かせるつもりはないんですが、これ、遊漁もこれへ入るんですか。 

○西田課長補佐 遊漁と称して、いわゆる市場に漁獲物を販売するとか、漁業ととられる

ような行為を認めた場合にはこの条項に違反するというケースが考え得るかと思います。 

○田中会長 ということだそうです。 

 この点も含めまして、御意見等ございますれば。 
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○山内委員 沖縄県、山内です。 

○田中会長 どうぞ、山内委員。 

○山内委員 ５年間に１キロ以上の漁獲実績を有することとなっていますけれども、なか

なか新規参入がしづらいルールになっているんじゃないかと思いますが、その点、いかが

でしょうか。 

○西田課長補佐 もともとこの承認の目的が、いわゆる漁船数が増え過ぎないようにする

という目的がございますので、御指摘の部分はあろうかと思います。 

 ただ、新規参入につきましては、今年の５月の改正の内容によって、400隻を上限とし

て、その事情やむを得ない、真に承認が必要であるといった場合には新規で申請すること

も可能になっているということ。 

 それから、あともう１つは、承継ですとか、廃業する方の代わりに、全体の承認数が増

えない中での申請をしていただく、こういったケースであれば新規の方でも参入していた

だけるというふうに考えております。 

○田中会長 山内委員、よろしいでしょうか。 

○山内委員 はい、分かりました。全国で400隻ほど新規参入の枠があるということです

ので大丈夫かなと思いますが。どうもありがとうございます。 

○田中会長 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 今のところ、特段反対という意見は表明されていないように思いますけれども、もしこ

の委員会指示の内容について反対であるという方がいらっしゃれば、手を挙げてでも、チ

ャットでもいいですが、御発言いただければと思います。 

 特にないのということで、皆さん、よろしいでしょうか。 

 どなたかに一言、「仕方ないね」でもいいから言っていただけると有り難いんですけれ

ども。 

○中島委員 山口県、中島は賛成です。 

○田中会長 中島委員、どうぞ。 

 賛成って言った。 

○中島委員 はい、支障はありません。賛成です。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見…… 

○山内委員 山内です。 
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 資源管理を、クロマグロの資源管理を行うという意味では、むやみやたらに誰でも彼で

も獲れるということはしてほしいとは思っておりません。そういう意味で、船の許可制で

すか、承認制ですか、そのことで限定された方々がちゃんと正式に、正規にクロマグロ資

源を利用することができるということにおいては賛成いたします。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 今のところ反対という御意見はないですけれども、皆さん、よろしいでしょうか。 

 それでは、またあと５秒待って、反対意見がなければ、承認していただいたという手続

に入りたいと思うんです。 

 ありがとうございました。 

 それでは、本委員会として、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第63号を本日付け

で発出することとし、あわせて、事務取扱要領及び違反者への対応及び処分方針について

も原案どおり制定することといたします。 

 なお、今後、事務手続上におきまして軽微な修正があった場合は会長一任とさせていた

だきたく思います。この点も含めまして御承認いただきたく、よろしくお願いいたします。 

 反対の方がいらっしゃれば、御意見をお願いいたします。 

 特にないということで、本件はこのとおり進めさせていただきます。 

 それでは、関係するということで、山内委員から発言があると……山内委員、どうぞ。 

○山内委員 私の発言でよろしいでしょうか。 

○田中会長 はい、この議題に関係するということで、取り上げたいと思います。 

○山内委員 昨今、昨今といいますか、12月７日の水産経済新聞でも、流通適正化法が成

立しております。今回の委員会指示で、承認制の変更手続というものは、釣れたマグロを、

違法な漁獲ではないというような形で、番号を付けたり、記録をしたり、また流通の、ど

のような過程で流通されていくのかという追跡なども可能となることから、我々は、そう

いったクロマグロを漁獲できる船の隻数制限とでもいいましょうか、があるべきだという

ふうに考えていて、その流通適正化法とも合致する委員会指示だと思っております。 

 そのことから、昨日の委員会の会議の趣旨から少しは外れますが、沖縄県の要望といい

ますか、意見を述べさせていただきたいと思います。来年の令和３年、管理年度における

都道府県別漁獲可能量の当初配分に係る要望、意見を発言したいと思いますが、何度かこ

の広域漁業調整委員会の中でクロマグロの問題については、大臣管理とかそういう立場で

発言はさせていただいておりますが、今日は、私ども漁協には知事管理、沿岸漁業者もた
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くさんおりますので、その立場で意見を述べます。 

 １つは、小型魚に係る来期の数量については特に異議はありません。 

 また、大型魚に係る数量については、本県で実質的な数量管理が開始された令和元年度

以降、２年連続で採捕停止に至っております。本県の沿岸漁業、小規模漁業者は両年とも

250尾以上の大型魚の放流を余儀なくされている状況でございます。指示のあった大型魚

の数量案は今年度における本県の漁業実績、218.4トンほど水揚げされておりますが、そ

れよりも著しく少なくなっております。来年度の管理においても、漁最盛期に採捕停止に

至る可能性が極めて高い数量のため、漁業の現場で大きな混乱が生じる可能性があります。

このため、以下の点を考慮の上、数量の配分について再検討をお願いいたします。 

 １つは、本県を含めた全国の沿岸小規模漁業者のクロマグロに対する経済的、社会的依

存度を踏まえた国内配分の見直し、これは優先順位を考慮した配分と言わせていただきま

す。 

 ２つ目は、中西部太平洋マグロ類条約第５条でうたわれている沿岸小型小規模漁業者へ

の特別な配慮を行ってほしいということです。 

 ３番目に、漁業者の放流尾数の削減が図られるよう、消化率や直近の漁獲実績に応じた

適切な配分、具体的には、混獲管理用として配分している県については消化率や直近の漁

獲実績に応じた配分を見直ししてほしいということです。 

 ４つ目、未利用分の繰越しや小型魚は、この大型魚枠への振替えについても消化率や直

近の漁獲実績に応じて適切に配分してほしいなと思っております。 

 以上の要望を申し上げたいところですので、一つ配慮の上、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。要望ということで承ったということでよろしいで

すか。 

○山内委員 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。 

 それでは、本委員会指示につきましては、事務局の方で各種事務手続と官報への掲載を

進めていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 それでなんですが、ちょっと時間が大分、２時間経過しておりますので、ここで10分ほ

ど、15時50分再開ということにさせていただきたいと思います。 

 では、休憩ということです。 
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午後３時40分 休憩 

午後３時50分 再開 

○田中会長 それでは、次の議題（３）、国が行う特定漁港漁場整備事業（フロンティア

漁場整備事業）について、事務局より説明いたします。手短によろしくお願いいたします。 

○的野上席漁港漁場専門官 水産庁整備課の的野と申します。よろしくお願いいたします。 

 本議題につきましては、平成19年度に策定いたしました、日本海西部地区における特定

漁港漁場整備事業計画につきまして、漁港漁場整備法第19条の第４項に基づく変更を行う

に当たり、本委員会の御意見を求めるものとなっています。 

 資料３－１を御覧ください。まずフロンティア漁場整備事業の概要について御説明しま

す。フロンティア漁場整備事業は排他的経済水域において、ＴＡＣ魚種を対象とした漁場

の整備を行うもので、平成19年度に事業を創設し、現在は４地区において事業を実施して

いるところです。 

 資料３－２を御覧ください。今回、計画を変更する日本海整備地区の概要について御説

明します。本事業は日本海西部海域における、アカガレイ及びズワイガニ資源の保護・増

大を図るため、中央の地図にうち、緑色の線で囲まれたエリアである兵庫県沖から島根県

沖にかけて、右下の図に示しました保護育成礁を32群に整備するもので、平成19年度に事

業を開始しています。 

 今回の変更内容は、このページの左上に赤字で示しておりますが、計画事業費が137億

円から約171億円に増加するとともに、工事の完成年度を平成33年度から３年延長して、

令和６年度とする必要から、本計画を変更するものです。 

 資料３－３を御覧ください。今回、変更を行おうとする特定漁港漁場整備事業計画は、

資料３－４として配付していますが、量が多くなっておりますので、現計画からの主な変

更点を資料３－３に基づいて御説明いたします。 

 まず１の変更理由でございますが、今回整備しようとする保護育成礁の数や設置位置に

ついての変更はありませんが、事業施行海域の気象・海象状況が想定より厳しく、海上工

事にかかる費用が増加したこと、また、資材・労務単価が上昇したこと、コンクリート魚

礁の一部を鋼製魚礁という形に変更することに伴い、製作ヤードの制約により魚礁製作に

かかる期間が長くなることから、計画事業費の増加及び計画期間の延長を行うものです。 

 変更後の目的につきましては、変更ございません。 

 また、３の変更後の施行に係る区域及び工事に関する事項については、先ほど申し上げ
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たとおり、それぞれの魚礁を製作する場所の製作に時間を要することから、工事の完了予

定時期を平成33年度から３年延長して、令和６年度に変更しております。 

 なお、施行に係る区域、設置の規模、配置については変更ございません。 

 ４の変更後の事業費に関する事項でございますが、厳しい気象・海象状況による作業船

経費の上昇、それから、資材・労務単価の上昇により費用が増加するということから、計

画事業費を137億円から約171億円という変更を行っております。 

 なお、都道府県の負担割合については,変更はございません。 

 ５番目の変更後の効果に関する事項でございます。 

 事業費の増加や完了予定時期の変更に伴い費用対効果分析をそれぞれ最新のデータに基

づき再実施したところ、費用対効果便益費のＢ／Ｃは3.71となっております。 

 ６の変更後の環境との調和に関する事項とありますが、こちらについては,変更はござ

いません。 

 ７、変更後の他の水産業に関する施設との関係に関する事項、こちらにつきましては、

他の水産業に関連する施設についての最新の情報を掲載しているところでございます。御

説明は以上となります。 

○田中会長 御説明ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御質問、

御意見等、ございましたら承ります。 

 本件は部会の方でも一応お話しいただいて、御承認いただいている件だと思いますので、

兵庫、鳥取、島根の各県の委員さんからも御承認いただいている件でございます。 

 よろしいですか。 

 それでは、特にないということで、本件につきましては、資料３－５にありますように、

農林水産大臣から当委員会に対して意見が求められております。特段反対意見がなかった

んですけれども、問題がなければ、資料３－６のように、異存がない旨の回答をしたいと

思っております。 

 今後、事務手続上におきまして、軽微な修正があった場合、会長一任とさせていただけ

ればと思いますが、このように回答するということと、今後、軽微な修正があった場合、

会長一任であることを御審議いただいて、御承認いただければと思いますが、御反対の方

がいらっしゃれば、その旨、御発言いただければと思いますが。 

 特段なければ、あと５秒お待ちいたしまして、なければ御承認いただいたということで

手続を進めさせていただきたいと思いますけれども。 
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 ありがとうございます。それでは、特段御反対がなかったということで、事務局の方で

各種事務手続を進めていただければと思います。 

 ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、その他、議題の（４）です。まず①改正漁業法の施行につ

いて、事務局より御説明、よろしくお願いいたします。 

○魚谷室長 水産庁資源管理推進室長の魚谷でございます。 

 この議題、大きく３つございます。まず１つ目が、新たな資源管理の推進に向けたロー

ドマップということで、資料としては、資料４－１－１と資料４－１－２でございます。

このロードマップ、改正漁業法の大きな柱の１つが新たな資源管理の推進ということでご

ざいます。これを具体的にどういう目標に向かってどう進めていくかということについて、

水産庁の姿勢というか、計画というか、これを具体化して、９月30日に公表したものでご

ざいます。 

 説明の方を４－１－１に基づいて行いたいと思います。４－１－２につきましては、こ

のロードマップのいろいろなバックデータですとか、詳細な説明を含むものでございます

ので、後ほどお目通しいただければというふうに思います。 

 この４－１－１のロードマップですけれども、まず目標ですが、今から10年後、令和12

年度ということで、一番右端に書いてございます。今後10年間で、10年前と同程度まで漁

獲量を回復ということで、目標444万トンです。この数字は関連漁業から養殖等を抜いた

数字と考えていただければと思います。 

 この目標に向かって、取りあえず、このロードマップの中では、当面の間、要は令和５

年度までに具体的にどう進めます、ということを説明した内容となってございます。中身

としては、４つの大きな柱に分かれてございます。色分けしてございますので、上から順

番に御説明をいたします。 

 まず一番上のオレンジ色というか、この「資源調査・評価の充実・精度向上」というこ

とでございます。そのうちの１個目が、対象の拡大ということで、まず、資源評価の対象

種を50ぐらいでやってきているものを、令和５年度までに順次拡大をして、200種程度を

カバーする形にしていこうということでございます。 

 続きまして、「漁獲等情報の収集」とございます。要は資源評価対象種を拡大し、また、

精度の向上なりを図るという意味では、漁獲情報、非常に重要になるということでござい

まして、それを効率的に集める形にしていこうということでございます。この２つの上の
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ものとして、漁協、産地市場から水揚げ情報を電子的に収集する体制を構築とございます。

この中で、令和５年度の目標としては、主な主要な漁協、産地市場から400市場以上を目

途に、こういう形で水揚げの情報を電子的に収集できるような体制を構築していこうとい

う考えでございます。 

 その下、この漁業法の下で義務化されているものですけれども、漁獲等報告、要は漁獲

成績報告書として大臣許可漁業には既に義務付けられているものでございますが、その義

務化に対象に、知事許可漁業等々、含めて、拡大するという話、あるいはその漁獲報告に

ついて、その下で、電子的に報告していただく体制に移行していくということ、これが書

いてございます。 

 続きまして、２本目の柱でございます。こちらは「ＭＳＹベースの資源評価に基づくＴ

ＡＣ管理の推進」とございます。改正漁業法では、資源管理の基本はＴＡＣによる管理だ

ということで書かれておりまして、令和５年度の目標としては、右側の白い四角、白抜き

の四角で書かれておりますが、漁獲量ベースで８割をＴＡＣ管理というところに持ってい

こうということでございます。 

 具体的な中身としては、まず現行のＴＡＣ魚種、８魚種ございますけれども、こちらで、

現状では漁獲量ベースで６割程度ということになってございます。こちらについては順次、

ＭＳＹ方式の資源評価に基づく管理に移行していくということでございます。 

 続きまして、ＴＡＣ魚種の拡大ということで、今、現行魚種で６割カバーと申し上げま

した。ということで、２割分ぐらいを魚種拡大ということで、対応していきたいというふ

うに考えてございまして、こちらの候補魚種としては、漁獲量の多いものを中心に、資源

評価の進捗状況、要はＭＳＹベースでの結果が出せるものということになります。そうい

うものを対象にして議論を進めていくということでございます。右下の点線で囲んだ四角

の中に、第１陣、第２陣ということで、候補の具体的な魚種が書かれてございます。 

 こういった議論の進め方ですけれども、この青の部分の一番上、ちょっと濃い青の四角

で書かれてございますけれども、まず、ＭＳＹベースでの資源評価を実施して、その結果

に基づいて管理の目標、あるいは漁獲をどうしていくかという漁獲シナリオの提案という

のを行い、それを受けてステークホルダー会合、既にこれは現行のＴＡＣ魚種については、

順次進めてきているところですけれども、そういった中で漁業関係者、あるいは加工流通

の関係者、幅広い関心を有する皆さんと議論して、管理目標あるいは漁獲シナリオを決め

ると。これで、ＭＳＹベースの管理を開始していくという形になります。 
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 あと４として、「定期的見直し」とございます。これは一旦決めたらずっとそれでやる

ということではなくて、おおむね５年ごとに見直すこととしております。また、資源の状

況等、大きく変わったりした場合には、この５年以内であっても見直しというのはやって

いくという考え方でございます。 

 こういうプロセスでＴＡＣ魚種の拡大についての議論を進めていきますので、この四角

の真ん中辺にカラフルな矢印が何本も出ているかと思いますけれども、こういうタイムス

パン、要は矢印の左端が検討の開始で、右端が水産庁としてこういうタイムスパンで結論

を出して、ＴＡＣ管理に移行していきたいという考え方を示していますけれども、この矢

印の長さを見ていただけると、１年半とか２年とかかけて議論して、結論を得ていくとい

うようなタイムスパンで考えておりますので、今日、明日とかに結論を出しますという話

ではないということでございます。 

 それと、あと、ＭＳＹベースのＴＡＣの話の一番下、「国際資源」とございます。こち

らについては、国際的な数量管理、我が国を対象として割当てが決められているようなも

のの国際資源については、この国際約束の遵守ということで、国内法でもＴＡＣ化を進め

ていくということでございます。現状では、ミナミマグロ、大西洋のクロマグロについて、

３年漁期からＴＡＣ魚種にするという考え方でございます。 

 続きまして、ＩＱ管理の導入という緑の柱でございます。こちらについては、ＴＡＣの

管理の基本はＩＱによる管理、ということは、改正漁業法には書かれてございます。一方

で、ＩＱをやるためには、現場の準備なり検討が必要だということで、ここに書いてござ

いますように、まずは大臣許可漁業からということで、順次、導入を図っていくと。令和

５年度の目標としては、ＴＡＣ魚種を主な漁獲対象とする大臣許可漁業には、原則、ＩＱ

管理を導入していただこうというところまで持っていきたいということでございます。 

 真ん中辺、白抜きの矢印で現時点での候補魚種、あるいは検討が進められている魚種が

書いてございますけれども、太平洋のサバ類、あと北海道沖のマイワシや、クロマグロの

大型魚といったところについて、令和３年度導入を目指して検討、準備を進めようとして

いるところでございます。 

 あと先ほどの国際資源であるミナミマグロ、クロマグロ、大西洋のクロマグロについて

もＩＱを導入していくという考え方でございます。 

 また、沿岸漁業についても、既にこのＩＱ的な数量管理を行われているものがあるかと

思います。そういうものについては、この次に御説明します、資源管理協定の管理措置に
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位置づけて実施ということも進めていきたいと考えてございます。 

 最後のところで、「資源管理協定」とございます。先ほど資源管理の基本は数量管理だ

と申し上げましたけれども、一方で、漁業者の皆さんによる自主的な管理の取組というの

も引き続き重要だというところは変わりません。そういう中で、これまで資源管理指針に

基づく資源管理計画として取り組んできていただいているところでございますが、これを

改正漁業法に基づく資源管理協定という形に移行をしていただくという形を考えてござい

ます。この移行については、令和５年度末までに管理をするという考え方でございます。 

 冒頭、資源評価対象種の拡大について、200種程度まで拡大しますと申し上げました。

一方で、ＴＡＣ魚種については、現時点の候補魚種を数えていただくと、十数種となると

思います。では、この200のうちのこの十数種を除いた後、何に使うのかといいますと、

こういう資源管理協定の中の取組内容ですとか、目標を定める際に資源評価の結果に基づ

いて、目標なり、中身を検討していただくと。そういう形で活用していただくということ

になるかと思います。 

 最後、一番下に、白い点線で囲ったところで、「新たな資源管理の推進に当たっては、

関係する漁業者の理解と協力を得た上で進める。また、都道府県・関係機関との協力・連

携の下に、スマート水産業等関連施策の進捗を図りながら、効率的に進める」と書いてご

ざいます。この全体について、関係者の皆様と必要に応じて現地に行ってお話を聞く、あ

るいは意見交換するという形で進めたいと考えているところでございます。 

 ロードマップに関する説明は以上でございます。 

 続きまして、資料４－１－３ということで、これは改正漁業法における広域漁業調整委

員会の規定ということで、こちらは御案内かとは思いますけれども、改正漁業法の下でも

引き続き、基本的に根拠の条項が変わっているだけということで、存続しますと書いてご

ざいますけれども、まさに今日の会議も存続していなければやっていなかったと思います。 

 引き続き、広域的な資源管理、あるいは調整の問題について重要な役割を担っていただ

くということで、引き続きの御理解あるいは御指導を、この場を借りましてお願いしたい

というふうに考えてございます。 

 もう１つ、最後、３つ目でございます。資料４－１－４ということで、この漁業法が改

正されて、日本海・九州西広域漁業調整委員会事務規程、根拠条文の条番号を改正する必

要があるということで、その改正案でございます。具体的には、会長の選任に係る条項に

ついて引用する根拠の条番号が変わるということで、１枚目のところで新、旧とございま
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す。２ページ目、４－１－５ということで、こちら新旧対照表の形で載せてございます。 

 ３ページ目以降が、溶け込んだ形の改正案ということでございます。こちらにつきまし

ては、本日、審議していただいて、改正を決定していただければというように考えてござ

います。 

 ちょっと駆け足になりましたけれども、私からの説明は以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等あれば承ります。 

 山内委員、どうぞ。 

○山内委員 大臣管理はクロマグロですね。大臣管理は来年４月から12月の間に試行期間

を経て行っていくということを業界で決めてはいるんですけれども、ＩＱ方式のデメリッ

トなどを検証しながら、実効性のある取組が必要だと考えます。というのは、個別配分、

割当てをした方々がその自分の持っている本数を使わない場合は返上していただく、返納

していただくということをきちんと実行していただけなければ、必要とする者への再配分

が行えないという問題があります。ですので、割り当てられた配分を未消化のまま終わら

せてしまうということは大変問題となりますので、ここら辺の実効性のある取組というの

が、大事になるかと思いますけれども、どのような取組をしていくのか質問させていただ

きたいと思います。 

○魚谷室長 まさにＩＱをやる上で、実際にやってみるといろいろな問題があるというこ

とだと思います。そういうことを踏まえて、まず１年間は業界の自主的な取組として、試

行的なやり方でやっていただくと。そういう中で、委員がおっしゃられたような未消化の

部分ですとか、そういったものをどうやって移転するのかといった、いろいろな課題が出

てくるんだと思います。具体的な中身、まさにこの試行期間としての１年間、どうやって、

取りあえずどういうルールでやっていくのかということについては、基本的には、漁業者

の皆さんの自主的な取組としてやるということですので、そこは水産庁関係部署と十分相

談して、まずは取りあえず試験的な枠組みというのを作って、それで１年やってみると。

そういった中で、どういったところに問題が生じるのか、生じたのかというのを踏まえて、

では、令和４年度以降、どういう形にしていくのかというのをまた考えていくということ

であろうというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 以上でございます。 
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○山内委員 ありがとうございます。 

 しかし、我々、大臣管理を全近かつ協の方で取りまとめて、いろいろとアイデアを出し

ながらやっているところではございますが、何せマンパワーの足りないところでございま

す。是非水産庁の方も力添えをお願いしたいと思います。 

 我々もＩＱ方式に非常に不安を覚えています。オリンピック方式でしたら、ゴールは決

まっていて、よーいどんで獲って、ゴールに近づいたら、はい、ストップというような方

法で、全員が平等にスタートできたわけでございますけれども、獲りたくても枠がないか

ら獲れない。それから、返納する、譲渡する方々が譲渡しないで、要するに持ち腐れです

か、そういうことになってしまって、未消化になってしまうと、結局、与えられた枠が消

化されないということで、生産者も、それから消費者にとっても余りいいことではない。

なかなか難しい、受渡しとか、譲受けとか、そういうことが、作業がかなり物理的に難し

いこともあるかと思いますので、どうか水産庁の方にも力添えを頂きたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○魚谷室長 御意見ありがとうございます。まさに４月からといっても準備期間が十分あ

るわけではないですので、そういう中で、近かつ協の事務局だけではなかなかというとこ

ろはもちろん理解をしております。水産庁も関係部署、我々資源管理推進室も含めて複数

ありますので、できるだけフォローしながら、いい形で取りあえずの１年の試行期間、試

験的な実施が円滑に進むように協力をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 長崎の髙平委員、御発言どうぞ。 

○髙平委員 長崎の髙平です。午前中の西部会でも関連する意見を述べさせていただきま

した。ＴＡＣ魚種拡大を図っていく魚種の候補については、漁獲量の多いものを中心に資

源評価の進捗を踏まえ、順次検討、公表していくとされております。 

 そこで御質問ですが、漁獲量10位にあるシラスも対象にすべきと思いますが、対象魚種

になっていないのはなぜでしょうか。 

 一方、対象魚種の最上位の魚種にカタクチイワシが候補になっています。御存じのとお

り、シラスとカタクチイワシは成長過程で関連しており、初期資源であるシラスをＴＡＣ

対象魚種から外すのであれば、カタクチイワシも外すべきと考えていますが、いかがでし

ょうか。 
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○魚谷室長 御意見ありがとうございます。シラスについては資源評価の問題と、あと管

理、両方、なかなか難しい面があるのであろうというふうに思います。 

 そういう中で順位としては10位となっておりますけれども、評価の観点で、シラスだけ

を取り出して、ＭＳＹというようなものができるのかといった、先ほど評価上の問題と言

いましたけれども、乗り越えるべき課題はあるんだというふうに考えております。 

 そういう中で、そういう漁獲量を、どう、その資源評価の進捗という観点で、この十何

種ですか、これはこの令和５年度までの候補としてはこういったものを順次進めていくと

いう形にしているところでございます。その後、どうなるのか。令和６年以降、他の魚種

もというような話に当然、なり得るというふうに考えてございます。そういう中での議論

というのもあるのだろうというふうに考えてございます。 

 一方で、カタクチに限らず、こういう魚種ごとの議論、先ほどステークホルダー会合の

プロセスといったところも御説明しましたけれども、まさにそういう中で、まずは資源評

価結果が示されてというところからスタートになるわけですけれども、そういう中でシラ

スとカタクチの関係ですとか、そういったことについても、当然、参加者の皆さんからの

意見というのがあるんだと思います。 

 そういうところを、意見を受けながら、科学者あるいは行政で考えて今後、どう進めて

いくのかという全体像も含めて、ある意味、言い方は悪いですけども、走りながら考えて

いかざるを得ないような部分もあるというふうに考えてございます。 

 ちょっとはっきりした回答になっていないかもしれませんけれども、私からの御回答は

以上でございます。 

○髙平委員 長崎県にとっては、このカタクチイワシは、普通、餌として重要と見られる

部分が多いと思いますが、本県漁協、長崎県漁連としては、いりこの原料として重要な位

置にあるものですので、これについては本県漁業者、漁協の意見も十分に聞いて理解等、

また協力を得て進めていただければと強くお願いいたします。なお、資源評価やＴＡＣの

魚種拡大に当たっては漁協等における電子的報告体制、スマート水産業の整備は不可欠で

あると思っていますので、漁協又は漁業者に不安がないような丁寧な説明をお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○魚谷室長 ありがとうございます。まず、魚種の話について見ますと候補に挙がってい

る魚種、それぞれいろんな地域で重要な魚種、今、カタクチイワシについては長崎県にと
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って重要な資源ですと、そういう御発言がありましたけれども、それぞれの魚種、いろん

な地域で非常に重要な魚種になっているかと思います。 

 そういう中で、午前中の西田からの説明にもあったと思いますけれども、魚種ごとの議

論においても、いろんな地域の方に出向いて、お話を伺いながらよりよい着地点というか、

回答、答えを見つけるべく努力をしていきたいと思います。 

 ２点目のスマート水産業は、そういった電子報告等に関する話でございますけれども、

こちら漁獲報告等々に伴う地元漁業者あるいは漁協の負担軽減というのは非常に重要な課

題だと思っております。 

 この後、御説明する予算要求の中でもそれに対応するような要求もしてございます。引

き続きそちらについても頑張っていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○田中会長 髙平委員、よろしいですか。 

○髙平委員 はい、分かりました。よろしくお願いします。 

○田中会長 はい。今の件につきまして、カタクチにつきましては髙平委員のおっしゃら

れるとおりで漁業法上は系群単位なんですね。ですから、シラスもカタクチイワシであれ

ば一緒に管理しなければならない。法律ではそうなっている。ダブルスタンダードという

のは良くないという思いがあって、中立の立場で言わせていただきますが、瀬戸内海では

親もシラスも一つのグループとして資源解析しているんですね。太平洋はやっていないと

いう問題が実際にはあります。 

 ですから、そこは何とか解消していただきたいと私は個人的には思っているところでは

あります。ちょっと余計なことを申し上げましたが、そういうことなんですね。背景とし

ては研究側の多分問題があるということですね。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 今、前半の話に集中していますけど、事務規程の改正についてもお諮りしないといけな

いんですが、よろしいですか、改正するということで。実際にこれをお認めいただけない

と先ほどお話がありましたように今日の会議が成立しないみたいな話になってしまうので。 

 はい。じゃ、それではほかに特に意見がないということで、本委員会として日本海・九

州西広域漁業調整委員会事務規程を本日付けで改正するということでよろしいでしょうか。 

 はい。特に意見がないということでお認めいただいたということで進めさせていただき

ます。ありがとうございます。 
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 それでは、続きまして、その他の②令和３年度資源管理関係予算の概要について事務局

より御説明をよろしくお願いいたします。 

○事魚谷室長 引き続きまして、水産庁の魚谷から御説明をさせていただきます。資料４

－２を御覧ください。令和３年度水産関係予算概算要求の主要事項とございます。こちら

の資料１ページから５ページまでが水産庁全体の予算要求でございまして、そのうちの資

源管理に関する部分というのはまさに１ページの１番で出てきておりまして、「新たな資

源管理システムの着実な実施」ということで、中身は２つに分かれてこの１ページ目の①

で「資源調査・評価の充実と新たな数量管理の導入の推進」というものと、２ページ目で

②で「漁業経営安定対策の強化」がございます。 

 １ページ戻っていただいて、①の「資源調査・評価の充実と新たな数量管理の導入の推

進」という中身としては、アで資源調査・評価の拡充で、イが先ほど話題になりました、

スマート水産業による漁獲情報収集強化。ウとして、ＴＡＣ・ＩＱと数量管理の導入と漁

業者の自主的管理の推進でございます。 

 右の方に要求額、括弧書きが前年、要は令和２年の当初予算でございますので、大幅に

増額して要求しているということがお分かりになるかと思います。 

 ２ページ目にいっていただいて、②「漁業経営安定対策の強化」ということで、これは

漁業収入安定対策、積立ぷらすの積み増しということで、これも増額で要求をさせていた

だいております。 

 ６ページ以降がそれぞれ資源管理関係の大きい項目ごとに細かい事業内容等々を書いた

紙が６ページ以降に付いてございますので、こちらについては後刻、お目通しいただけれ

ばというふうに思います。 

 この概算要求ということで現在、これは財政当局と折衝をしている段階でございます。

今後、政府としての概算決定がなされれば、その後、国会の承認を得るということになり

ますし、国会での承認というところと並行して具体的な事業内容の詰め、要は特に新規の

ものについては具体的にどういう事業なりにするのかというところを、国会の対応と並行

して詰めていくということになろうかと思います。 

 次回の広調委、委員会の方ではその時点での状況を、少なくとも概算決定はされている

ということでございますので、そういう中身についての御紹介と説明はできるかというふ

うに考えてございます。 

 私からの説明は以上でございます。 
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○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして御質問、御意見等ございますでしょうか。 

○波積委員 すみません、お伺いしてよろしいでしょうか。 

○田中会長 どうぞ、波積委員。 

○波積委員 新たな資源管理システムの着実な実施ということで、予算を上げられるとい

うことの理解なんですが、この対象としてはやはりずっと御説明がありました新たな資源

管理において資源評価対象となっている、例えば、サバだったらまき網漁業者の方だけと

か、そういった大量に漁獲されるタイプの漁業者に付けられる予算なんでしょうか。 

○魚谷室長 御質問ありがとうございます。中身の６ページ以降を見ていただければ分か

ると思うんですけれども、まず、調査、評価を充実しましょうというのが１つの項目でご

ざいまして、それが６ページでございます。７ページがスマート水産業ということで漁獲

情報を電子的、効率的に収集する体制の話がございます。 

 あと、次の８ページがＴＡＣ・ＩＱ導入、あるいは自主的な管理の強化に必要な資源の

管理体制の構築ということで、これは、対象となる漁業者あるいは漁業が大規模だけとか、

そういうことではございません。いろんな新たなＩＱに向けた取組への支援ですとか、あ

るいは自主的な形での資源管理協定体制を構築するためのいろんな調査、あるいは遊漁の

管理といったところもございますし、そういったところでございますので、委員おっしゃ

ったような特定の漁業種類だけに対してお金が行くとかそういう内容ではございません。 

 また、資源管理、要は厳しい管理措置になったときに、９ページになりますけども、操

業制限を行うときに、そういうときに漁場の保全活動をやるとか自ら調査をやるとか、そ

ういったところに対する支援策もございますし、最後の10ページについてはいわゆる積立

ぷらす、収入安定対策ということで資源管理に取り組む方々、具体的には現状では資源管

理計画に取り組んでいる方々になりますし、今後は資源管理協定、法に基づく協定を締結

して自主的な資源管理に取り組む方たちを対象として、積立ぷらすということで、減収の

補塡、そこの共済への上乗せということになりますけれども、そういった形での支援とい

う、そういう粗々で御説明しますとそういう内容になってございます。 

 説明は以上でございます。 

○波積委員 はい。承知しました。ありがとうございます。 

○田中会長 ほかにございますでしょうか。 

○山内委員 沖縄県の山内です。 



－55－ 

○田中会長 どうぞ。 

○山内委員 １つだけ質問させてください。資源管理やそれから現下のコロナ状況の中で

漁業協同組合の経営がかなり悪化しております。国のいろいろな施策を見ると漁業者の母

体である漁協の経営に対して支援するような内容の事業がちょっと少ないように思われま

す。是非そこら辺の支援策を拡充させることも全体の底上げを図る意味では必要じゃない

かと思いますが、その面、ちょっと質問させていただきたいと思います。聞こえませんか。 

○田中会長 聞こえております。 

○廣野課長 管理調整課長でございます。山内委員が言われたような話はいろんなところ

で、特にコロナの状況の中で出てきています。漁協が全国に、まだ、という言い方はあれ

ですけど、900以上あって小規模なところもある中で今後、漁協全体をどうしていくかと

いうことも含めて、目的は漁業者の皆さんがしっかり魚を獲って売ってもらって儲けられ

るということだと思っていますので、それを支える漁協をどうしていくかというのは漁業

の全体にも関わるところだと思いますが、水産庁としても問題意識をもって、今後、どう

していくかというのをしっかり、今回の予算だけということだけではなくて、しっかり考

えていきたいと思っていますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

○山内委員 はい、ありがとうございます。是非御検討をお願いしたいと思います。漁協

も多くの職員を抱えております。事業が赤字という結果になってきますと職員の生活もな

かなか保障してあげられない、守ってあげられないという現実が目の前にあります。是非

漁協の経営に関しても多大なる支援を頂きたいなと思っております。是非御検討をよろし

くお願いいたします。 

○田中会長 御要望を承ったということで処理させていただきます。ありがとうございま

した。 

 ほかにございますでしょうか。あとは水産庁に満額取ってくれるようにお願いするだけ

ですね。 

 ということで、この議題を閉じ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。 

 続きまして、石川海区漁業調整委員会から事務局に意見の提出があったとのことで、御

報告、よろしくお願いいたします。 

○西田課長補佐 管理調整課、西田でございます。石川海区漁業調整委員会の方から委員

の御発言の要旨ということで事前に頂いておりますので、内容を簡潔に御紹介させていた
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だきたいと思います。 

 まず、日本海の我が国、排他的経済水域に大和堆海域がございまして、近年、外国船に

よる違法操業が横行しているということで、特に今年は北朝鮮漁船に代わって大型の中国

漁船による違法操業が増加しているという状況にあると。 

 このような９月下旬には北朝鮮の公船、公の船が出現したことを受けて、石川県のイカ

釣り漁船は漁場を移動せざるを得ない、移動を余儀なくされたという状況も生じたという

こと。 

 それから、各中国漁船は大型でありましたが、一網打尽にするような漁法であるので、

そういった漁法による、乱獲によってスルメイカ資源が壊滅するのではないかというふう

に危惧されていると。 

 日本海のスルメイカの資源というのは減少傾向にもあるということで、資源管理型漁業

の重要性というのが増してきていると。 

 そういった中で中国漁船の違法操業というのはまさに漁業者の方の生き残りに関わる大

問題になるということで認識しているということでございます。 

 この大和堆海域で安心、安全に石川県漁業者の方たちが操業できるようにするというこ

とが資源管理型漁業と併せて今後の後継者の方のためにも最も大切なこととなっていると

いうことでございます。 

 水産庁に対する要望といたしまして、海上保安庁と連携した厳しい取締りを実施すると

いうことと併せて、至急、日本海を取り囲む各国と話合いを持って中国漁船が使用してい

るような網による漁獲を禁止するとともに、日本海全体のスルメイカの資源評価を行って、

早急に漁獲枠を導入して日本海全体、環日本海全体での資源管理を推進してもらいたいと

いった御要望を頂いております。 

○田中会長 ありがとうございました。国民の財産を守るのは行政の責務なので、当然、

やっていただけるものと思いますけれども、ただいま御説明があった石川海区漁業調整委

員会の意見の趣旨について御意見、御質問ある方はいらっしゃいますか。 

 志幸委員。 

○志幸委員 はい。石川海区漁業調整委員会、志幸です。よろしくお願いします。 

○田中会長 はい、どうぞ。 

○志幸委員 よろしいでしょうか。 

○田中会長 はい、御発言をお願いします。 
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○志幸委員 はい、よろしいでしょうか。分かりました。 

 事務方の人にいろいろと説明していただいてありがとうございます。また、説明をちょ

こっとさせていただきたいと思います。２、３分お願いいたします。皆さんお疲れのとこ

ろ、すみません。 

 私は今日のこの資源管理型漁業についての問題、ＭＳＹ、いろんな勉強をさせていただ

きまして、水産庁の方もすごいやっぱり前向きな水産政策改革、政策等は、私は非常に感

激いたしまして、これ、今、私、石川海区漁業調整委員が今月の18日でありますけど、こ

の問題を自由に皆さん、県民の皆さんに周知徹底してこの水産改革、また、この資源管理

型漁業、九州広域漁業調整委員会を報告したいと思います。 

 おそらく石川県の海区漁業調整委員の方々、漁民の方々は、これについては皆さん御存

じのとおり、新聞紙上ではしょっちゅう騒がれております。日本海の沿岸の方々、自治体

の方々、日本海がもしこのように制圧される状態が、沿岸の方々資源が全部枯渇してくる

んじゃないかなと。北海道の日本海沿岸の方々、それと同時にまた九州の方の方々も日本

海に面した自治体は全部壊滅状態になるんじゃないかなと危惧しておるわけでございます

ので、この問題を自由に考えながら皆さんの御理解を得て私の意見とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。 

○田中会長 はい。御意見、賜ったということで進めさせていただきます。 

 ほかに本件につきまして御意見ございますでしょうか。石川県の問題ではなくて、日本

海全体の問題なので、行政の方に適切な御対応をお願いするということにさせていただき

たいと思います。 

○山内委員 沖縄県、尖閣問題も非常に深刻な状況になっております。尖閣諸島周辺での

一本釣り漁業ですね、マチ類を狙った一本釣り漁業がもう安心して操業できなくなったと

いう声を聞いております。 

 また、非常に中国公船が武器使用も可能にしたという法律が立法されたということで、

我々は大変不安に怯えているところでございます。そういったことから高級魚であるマチ

類の水揚げも少なくなって、ますます収益悪化が如実になってくるのではないか。また、

尖閣諸島周辺の漁場利用がもうできなくなるんじゃないかという心配を非常にしておりま

す。 

 政治的な話ではございますが、この委員会の方からもやはりそういった国と国の問題を

早期に解決して我々が安心して漁業を営めるようにしていただきたいなと思っております。
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よろしく。 

○田中会長 はい。大和堆も合わせまして尖角周辺の安全の確保というのを広域漁業調整

委員会の意見として、議事録に残して伝えていただくということでいかがでしょうか。 

○山内委員 よろしくお願いいたします。 

○田中会長 志幸委員どうぞ。 

○志幸委員 はい。今、沖縄の山内委員さんとともにこれはこういう問題をいろいろと頑

張っていかなきゃならんと思っております。また、山内委員に対しまして石川県の方に連

絡をくださって、一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。会長、終わりま

す。 

○山内委員 志幸委員、どうもありがとうございます。一緒に頑張りましょう。よろしく

お願いします。 

○田中会長 広調委としてもできる限りバックアップできればと思っております。 

 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 特になければこれで本議題は終了させていただきたいと思います。 

 それで、一応、これで議題は終了ですけど、最後に確認したいことが一つございまして、

これまでの議事において、ウェブ会議で意思疎通の問題があるわけで、何か問題があった

と言って、後でこの会議は無効であると言われても困るということがございまして、諮っ

た内容にて発言したいという内容があったにもかかわらず言えなかったということは何か

ございましたでしょうか。 

 これも、今現在聞こえているという前提でお話ししないといけないんですけれども、よ

ろしいですか。 

（「はい、ありません」の声あり） 

○田中会長 ありがとうございます。 

 一応、システム上は全部伝わっているということになっておりますので、それでは全て

の議事について御了承いただいたということにさせていただきます。 

 ほかに何かこの場を借りて委員の皆様から発言したいことなどございますでしょうか。 

 特にないということで、それでは引き続き、次の委員会の開催予定について事務局より

御説明よろしくお願いいたします。 

○西田課長補佐 水産庁管理調整課、西田でございます。 

 次の委員会につきましては例年どおり、来年２月から３月頃に次回の委員会を開催した
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いと考えております。日時及び場所につきましては会長及び委員の皆様の御都合もお聞き

しながら、また新型コロナウイルスの感染状況も踏まえて、追って御連絡いたしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○田中会長 次回委員会は例年どおり来年２月から３月頃に予定されているということで

よろしいでしょうか。 

 委員の皆様におかれましてはどうぞ御協力よろしくお願いいたします。 

 はい、志幸委員、どうぞ。 

○志幸委員 できるだけ、私、ウェブ会議はあれですけれど、できるだけ東京の方かどこ

かに集まって皆さんの顔を認識しながら詰め寄ったやっぱり議論をした会議にしていけば

いいんじゃないかなと思っております。今日はいろいろとありがとうございました。以上

です。 

○山内委員 同感です。 

○田中会長 ありがとうございます。やっぱり顔を見ないと皆さんの表情が分からないの

で、本当は集まってやった方がいいんだと思いますけれども、できる限りそのような方針

で進めたいと思っております。 

 それでは、委員の各位、御臨席の皆様におかれましては議事進行への御協力及び貴重な

御意見、ありがとうございました。 

 事務局におかれましては本日頂いた御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いうふうに思っております。 

 なお、議事録署名人に指名させていただきました網谷委員会、大臣選任委員の土門委員

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、御署名方よろしくお願

い申し上げます。 

 それではこれをもちまして第36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。御協力どうもありがとうございました。 

午後４時47分 閉会 

 


