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                       場所：農林水産省８階・中央会議室 

 

 

議事次第 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

  （１）広域魚種の資源管理について 

    １ 日本海西部アカガレイ 

    ２ 日本海西部ズワイガニ 

  （２）日本海西部会事務規程の一部改正について 

  （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 

     新たな資源管理の推進に向けたロードマップについて 

 

３．閉 会 
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午後 ３時40分 開会 

○事務局（佐藤） 皆様、大変お待たせしました。定刻を過ぎましたが、ただいまから、

日本海・九州西広域漁業調整委員会第29回日本海西部会を開催いたします。 

 私、本年４月より日本海西部会の事務局を担当しております、境港漁業調整事務所の佐

藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は学識経験者の合瀬委員が事情やむを得ず御欠席されておりますが、日本海西部会

の委員定数13名のうち、定足数を超える12名の委員の御出席を賜っておりますので、事務

規程第５条に基づき本部会は成立していることを御報告申し上げます。 

 それでは、田中部会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○田中部会長 皆さん、こんにちは。皆さん、本日は大変お忙しい中、委員の皆様におか

れましては、本部会に御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 本日は水産庁から魚谷資源管理推進室長、国立研究開発法人水産研究・教育機構、水産

資源研究所から、服部底魚資源部副部長のほか多数の方が出席されております。 

 それでは、議題に入ります。 

 配付資料の確認を事務局からよろしくお願いいたします。 

○事務局（佐藤） 事務局です。 

 それでは、配付しております資料について確認させていただきます。 

 事前にお送りしています、今出ていますこの議事次第、次に委員名簿で、本日の出席者

名簿で、本日の資料としまして、１－１でアカガレイとズワイガニの１－１、１－２、１

－３、１－４と資料がございます。次に１－４としてございます。 

 次に、日本海西部会の事務規程の一部改正についてという資料が、２－１から２－３ま

でございます。 

 次に、国が行う特定漁港漁場整備事業についてという資料が３－１から３－４までござ

います。最後に新たな資源管理の推進に向けたロードマップについて、４－１、４－２と

ございます。 

 皆様、お送りした資料は見れますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 では、田中部会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 それでは、議事を進行させていただきます。 

 議題に入る前に、後日まとめられます本日の部会の議事録署名人を選出しておく必要が
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ございます。これにつきましては、部会事務規程第11条により、僭越ではございますが、

私の方から指名をさせていただきたいと思います。お一方は、海区互選委員の中東委員、

大臣選任委員からは岩田委員、以上のお二方に本日の部会に係る議事録署名人をお願いし

たいと思います。 

○岩田委員 はい、承知しました。岩田です。 

○田中部会長 中東委員、よろしいでしょうか。 

○中東委員 はい、どうぞお願いします。 

○田中部会長 ありがとうございます。 

 それでは、お二人の委員の方、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事次第に沿って進めさせていただきます。 

 議題１の広域魚種の資源管理についてに入ります。 

 まず①の日本海西部アカガレイ、次に②の日本海西部ズワイガニ、この２魚種の資源状

態について御説明いただいて、その後、広域資源の管理の取組状況をまとめて説明いただ

くという手順で進めていただきたいと思います。 

 それでは、まず水産研究・教育機構、水産資源研究所の服部底魚資源副部長より、日本

海西部アカガレイの資源状況について、御説明をお願いいたします。 

 副部長、よろしくお願いします。 

○服部副部長 水産研究・教育機構の服部です。聞こえていますでしょうか。 

○田中部会長 聞こえております。 

○服部副部長 それでは、説明させていただきます。 

 まず最初に、アカガレイ日本海系群の令和２年度資源評価結果について説明いたします。 

 まずこのページの緑色の四角の枠内に、生物学特性について示されています。アカガレ

イについては、寿命は雌で20歳、雄で15歳となっております。漁獲は９割以上が沖底と小

底によります。沖底の１そうびきが、全漁獲量の４から６割を占めております。 

 次のページをお願いします。 

 漁獲の動向ですが、2019年の漁獲量は3,521トンでした。鳥取県、兵庫県、福井県、石

川県の漁獲が多くなっております。 

 次、お願いいたします。 

 資源の水準は、資源密度指数で判断しております。資源量指標値、資源密度指数、これ

は資源水準を反映する指標値でありまして、2019年は17.1㎏／網でございました。資源量
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指標値が10から20㎏／網の範囲であるため、中位と判断しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 資源の動向ですが、今年度からコホート解析による資源量を推定しておりまして、この

資源量で判断しています。この図の青丸が資源量の推移です。資源量は2000年以降、２万

４千トンから６万３千トンの間で推移しておりました。そして、2020年は４万２千トンで

ありました。資源の動向は過去５年間の資源量の推移から、減少と判断いたしました。 

 次、お願いいたします。 

 資源の状態ということで、親魚量と加入量について説明いたします。親魚量、この青丸

の推移ですけれども、親魚量は2000年以降、１万５千から４万８千トンで推移しておりま

して、2020年は３万９千トンでありました。加入量は、近年増加傾向となっておりますが、

漁獲への本格加入にはまだ数年かかるものと思われます。 

 次、お願いいたします。 

 アカガレイの資源評価のまとめといたしまして、水準は中位、動向は減少と判断されま

した。加入量は増加傾向にありますが、漁獲への本格加入は数年後となります。そのため、

漁獲加入が本格的に増加するように、改良網の使用を促進して、小型魚の保護に努めるべ

きと考えられます。 

 ＡＢＣlimitにつきましては、管理基準値を0.8Ｆcurrent、現状の漁獲圧0.8を掛けたも

のといたしまして、3,300トンが提案されております。 

 アカガレイについては以上でございますが、続きまして、ズワイガニについて説明させ

ていただきます。 

 ズワイガニ日本海系群Ａ海域の令和２年度資源評価結果について説明いたします。 

 ズワイガニにつきましても、この緑で囲った四角の中に生物学特性を示しております。

寿命は10歳以上でございます。 

 次、お願いします。 

 漁獲の動向についてですが、漁獲量は、こちらの左の図に示しておりますが、漁獲量は

2001年から2007年にかけて増加しましたが、2008年以降は雄のミズガニ、青色ですけれど

も、ミズガニを中心に減少しております。 

 漁獲尾数。右側の図では、漁獲尾数は緑色の雌で多く、ミズガニ、青色で少ないですが、

カタガニ、赤色では安定して推移しております。2019年の漁獲量は雌雄込みで2,500トン

で、近年はミズガニの割合が低下しています。 
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 次、お願いします。 

 資源の動向についてです。資源は、左の図にありますように、カタガニ、ミズガニ及び

雌によって構成されています。資源量は2007年に最大となった後、減少しました。2016年

から2018年にかけて再度増加いたしましたが、2019年以降、減少しております。 

 左側の図の青の折れ線ですけれども、親魚量も資源量と同様に推移しておりまして、

2019年の親魚量は4,100トンでありました。親魚量の動向は横ばいと判断されています。 

 次、お願いいたします。 

 今年度からズワイガニにつきましては、親魚量で資源評価を行っておりまして、ＭＳＹ

というものを求めております。最大持続生産量、ＭＳＹですけども、これにつきましては

3,700トンと推定されております。ＭＳＹを実現する親魚量、これが目標管理基準値とな

りますが、これにつきましては3,000トンという値となっております。 

 次、お願いいたします。 

 ここに示したのは、ズワイガニ日本海系群Ａ海域の神戸プロットというものでございま

す。神戸プロットというものは、資源水準と漁獲圧力について最大持続生産量を達成する

水準と比較した形で、過去から現在までの推移を表にしたものでございます。現在の親魚

量、これは横軸で見ていただきまして、現在の親魚量につきましては、親魚量の比という

形で表しています。これは現状の親魚量ＳＢを、ＭＳＹを達成する親魚量で割ったもので

ございまして、１を超えますと、ＭＳＹを達成する親魚量よりも親魚量が多いということ

を意味します。 

 これを見ますと、現状の親魚量、特に2019年などを見ていただきますと、緑のところに

点がございまして、ＭＳＹを実現する親魚量を現在上回っているというふうに判断されま

す。現状の漁獲圧は、縦軸で判断いたします。現状の漁獲圧を見ますと、この数字も2019

年は１を下回っているところにございまして、ＭＳＹを実現する漁獲圧を下回っていると

いうふうに判断されまして、現在、資源は良い状態にあるというふうに判断されておりま

す。 

 次、お願いいたします。 

 最後に、将来の親魚量及び漁獲量の推移を示しております。ＭＳＹを達成する場合の漁

獲係数Ｆmsyに乗じる係数といたしまして、βを1.0から0.7まで変えた場合の親魚量と漁

獲量の将来予測を示しています。上が親魚量で、下が漁獲量であります。上の表の0.9の

ところを見ていただきまして、これが0.9の場合でございますが、2030年に親魚量が目標
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管理基準値、これは3,000トンとなりますが、それを上回る確率は58％ということになっ

ておりまして、50％以上の確率で上回るというふうになっております。この親魚量の推移

や漁獲量の推移等を、10月末、鳥取市で行われました２回目のズワイガニ資源管理方針に

関する検討会で、皆様にお示ししたところでございます。 

 以上です。 

○事務局（佐藤） では、続きまして事務局より資料１－３「日本海西部あかがれい・ず

わいがにの資源管理の取組について」を御説明いたします。 

 まず、１の資源状況についてですが、先ほど服部副部長からもありましたとおり、アカ

ガレイですが、資源量は2011年の5,899トンをピークに減少し、2019年は3,521トンでござ

いました。資源評価については、資源水準は中位、資源動向については減少と判断されて

おります。 

 次に、（２）のズワイガニですが、漁獲量は近年の2007年は5,000トン近くまで増加し

た後に減少し、2019年では2,500トンでございました。資源評価については、資源水準は

減少、資源動向は横ばいと判断されております。 

 次に、２の関係漁業種類について御説明させていただきます。石川県から島根県までの

６府県におきまして、大臣管理漁業では沖合底びき網漁業と、かにかごを使用して行うズ

ワイガニ漁業の２種類がございます。また、知事管理漁業では、兵庫県・鳥取県を除く４

府県で、小型機船底びき網漁業がございます。 

 ３の資源管理の方向性について御説明させていただきます。国の資源管理指針に基いて、

資源の回復又は維持による安定的な漁獲量の維持のため、ズワイガニは、漁獲可能量の設

定、それに制限又は条件などの公的管理に加え、休漁、県別漁獲量上限などの設定、漁獲

物の規制、保護区の設定、操業区域の制限、水深帯規制など、自主的な管理に取り組まれ

ているところでございます。 

 続きまして、４、関係者による連携を図るための体制についてを御説明させていただき

ます。まず、資源管理の推進に必要な事項を検討する場として、関係６府県、漁業者団体、

試験研究機関、国で構成する「日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資源管理検討協議

会」を設けております。 

 フロー図については、これまでの取組を示しております。右側の緑色枠内の資源管理指

針・計画体制についてですが、国や関係府県が策定した資源管理指針に基づき、関係漁業

者が資源管理計画を作成しております。また、計画の履行確認などは、資源管理協議会を
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行う体制になっております。左側の青色枠内の日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資

源管理検討協議会ですが、関係者間で資源や漁獲の状況を確認し、資源管理措置の実施状

況などの状況を共有し、広域資源管理に必要な管理方策などの検討を行っております。 

 また、この日本海西部会に広域資源管理の取組状況などを報告し、助言を頂きながら、

広域的な資源管理の取組を推進しているところでございます。 

 ５の日本海西部アカガレイ・ズワイガニ広域資源管理の取組状況について御説明させて

いただきます。会議の開催状況についてですが、広域資源管理に係る会議としましては、

先ほどの日本海西部あかがれい・ずわいがに広域資源管理検討協議会を、本年の９月17日

に開催しております。また、関係会議といたしまして、全国底曳網漁業連合会主催の令和

２年度日本海ズワイガニ特別委員会を、本年９月16日に開催されております。この会議で、

石川県以西の日本海のズワイガニの資源保護の取組などに関する日本海ズワイガニ採捕に

関する協定が締結されております。 

 次に、資源管理の概要、公的管理措置についてですが、簡単に御説明させていただきま

す。 

 まず、国が法令等により、また関係府県が漁業調整規則等により、沖底、かにかご、小

底に対する公的管理措置を行っております。 

 今はアの部分、公的管理措置をお話ししました。 

 ７ページ目は、自主的管理措置の取組についてでございます。こちらについては、資源

管理指針に基づき策定された資源管理計画により取り組まれている自主的管理措置でござ

います。自主的管理措置には、資源管理計画の取組のほかにもズワイガニについては、保

護区の設定や甲幅制限、操業区域の制限など、業種内や業種間などの協定などにより、漁

業の事態に合った自主的な規制にも取り組まれ、それらを推進しているところでございま

す。 

 では、続きまして資料１－４「底びき網漁業におけるあかがれい・ずわいがにの資源管

理」を御覧ください。 

 まず、１の資源管理の概略について御説明いたします。こちらではアカガレイとズワイ

ガニで取り組まれている漁獲可能量や許可隻数など、公的管理措置と休漁や採捕制限など

の自主的管理措置の組合せによる資源管理についてでございます。 

 まず左側が公的管理措置。特徴ですが、漁業種類、資源に共通する基本的な措置で、比

較的長期の継続的な措置であり、また、法的な遵守義務を伴う措置ということでございま
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す。管理措置の内容については、数量制限について、ズワイガニについては漁獲可能量、

ＴＡＣの設定など、より漁獲量を制限し、また、アカガレイについては設定した漁獲可能

量、漁獲努力量を収めるというものでした。許可隻数を制限するというもので、いずれも

資源に対する漁獲圧力を制限するものでございます。 

 次に右側の自主的管理措置についてです。特徴としましては、資源や漁業、地域の実態

に即した措置で、必要に応じて柔軟に導入の措置であり、また、漁業者の自己管理、相互

監視を伴う措置ということでございます。 

 管理措置の内容についてですが、上段の日本海西部会地域共通の取組と、下段の府県単

位の取組例に分けております。上段の方が取組ですが、こちらは先ほどの日本海ズワイガ

ニ特別委員会で締結された日本海ズワイガニ採捕に関する協定の取組内容となっておりま

す。採捕期間の短縮ですが、ミズガニは１月20日から２月末まで又は２月９日から３月20

日までのいずれかと、また、雌ガニには公的管理措置により周期を短くして、12月31日ま

でとされております。 

 次に採捕制限ですが、雌ガニのうちアカコ。産卵して鮮やかなオレンジ色の卵をおなか

に抱えた雌ガニのことを指します。そしてマンジュウガニ。これは未成体の雌ガニを指し

ます。これらは採捕禁止とし、また雌ガニ、ミズガニの採捕尾数を、航海区分ごとに制限

する取組が行われるなど、雌ガニとミズガニについては厳しい管理措置が講じられている

ところでございます。 

 次の２ページ目になります。生物特性に応じた資源管理を御覧ください。アカガレイも

ズワイガニも一定の定着性があるという特性に応じて、操業区域の中の特定の区域に保護

区や禁漁区を設定し、また、成長段階で分布水深が異なるという特性に応じて、小型個体

の混獲回避のために、特定海域における一定の水深帯での操業を規制する水深帯規制に取

り組んでいるところでございます。 

 次に、４ページ目の水深帯規制を御覧ください。こちら、３月21日から11月５日までの

ズワイガニ漁期外での操業におきまして、ズワイガニや小型魚が混獲されてしまいます。

これを回避する目的で、これらが多く分布する水深帯での操業を自粛するという水深帯規

制に取り組んでいるところでございます。 

 そして、５ページ目、一番最後のページになりますが、こちらは自主規制遵守に向けた

取組事例でございます。こちらも昨年漁期の業界内での取組内容ですが、今漁期におかれ

ましても、兵庫県と鳥取県の底びき網漁業協会で取り決めた甲幅規制内容について、ズワ
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イガニを取り扱う卸売業者、仲買加工業者などの市場関係者に周知することで、漁業者の

遵守意識も高まって、規制遵守の徹底にもつながることから、このようなポスターを作成

し、両県内の市場内にも掲載しております。また、写真にもありますように、漁期中に両

県内の市場におきまして、全国底曳網漁業連合会における履行確認も行われているところ

でございます。 

 以上、駆け足となりましたが、資源管理の取組等について御説明させていただきました。 

○田中部会長 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、質問、御意見等ありましたら承ります。 

 まずはアカガレイの資源評価からでしょうかね。 

○板倉委員 鳥取の板倉ですけど、いいでしょうか。 

○田中部会長 どうぞよろしくお願いします。 

○板倉委員 ちょっと訂正事項がありまして、資料１－３の２の関係漁業種類というとこ

ろで、底びき網漁業は鳥取県の底びき網漁業が25になっておりますけど、これは24だと思

います。 

○事務局（佐藤） 事務局ですが、再度確認いたします。大変失礼いたしました。 

○田中部会長 これは許可件数と実着業隻数との違いとか、そういうことですか。 

○事務局（佐藤） 令和２年１月現在の許可隻数です。 

○田中部会長 許可隻数だ。いずれにせよ確認していただくということで、よろしいでし

ょうか。 

○板倉委員 はい。 

○田中部会長 ありがとうございます。 

 ほかに、まずは漁業者の方から、あるいは委員の方から。 

 よろしいですか。 

 じゃ、私の方から。アカガレイは日本海は北の水域にも分布している。そういうことで

よろしい。そうしますと、例えば漁獲量って、ＴＡＣが入ったときに、そちらも関係する

ということになりますけども。 

○服部副部長 水研機構の服部ですけれども、北の方にも分布しております。ＴＡＣにつ

いては、ちょっと私の方からは答える立場にないので、発言いたしません。 

○田中部会長 はい、了解しました。 

 ほか、アカガレイの資源評価について、何か御質問はございますでしょうか。 
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 じゃ、特にないということで、次のズワイガニの資源評価については、いかがでしょう

か。これは、神戸プロットが出るのは初めてですか。 

○服部副部長 これまでの一連の会議の中では示してきておりますが、今年度から新ルー

ルを導入いたしましたので、今年度初めてでございます。 

○田中部会長 その次のページにβの値とかが出ているんですが、漁獲のコントロールの

ルールが出ていないような気がするんですけども。 

○服部副部長 済みません。もう少し資料に加えればよかったんですけれども、一連の資

料作成の中で、少し説明不足となる点があったことをおわび申し上げます。 

○田中部会長 あともう一つだけ。ちょっとこれは一般の人が見たら大いに誤解するんじ

ゃないかと思うんですが、その図、５ページ目、これは横軸、単位1,000トンで、親魚の

資源量が3,000トンで、ＭＳＹが3,700トン。普通の人は、なかなかこれ理解できないんじ

ゃないかと思うんですけど。何かもうちょっと説明するのに工夫が要るような気がします

けど。 

○服部副部長 すみません。ちょっと短い時間の中で、説明が足りない部分もございまし

た。今後説明する際には、もう少し気をつけて説明に努めたいと思います。 

○田中部会長 漁獲量が多いようというふうに思っちゃうよね。 

 よろしくお願いします。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 なければ、じゃ、資源管理について先ほど訂正の依頼がありましたけれども、ほかの点

も含めまして、御質問等ございますでしょうか。なかなかこの海域は公的規制だけじゃな

くて、非常にきめ細かい自主管理を行っているという珍しい水域だと思うんですけれども、

優れていると言えば優れている水域だと思いますが。 

○服部副部長 すみません、水研機構の服部ですけれども、よろしいでしょうか。 

○田中部会長 はい、どうぞ。 

○服部副部長 今ちょうどズワイガニのところが出ておりますが、資源水準は減少、資源

動向は横ばいとされているところでございますが、新ルールにおきましては、資源水準の

記述はございません。横ばいとされているのは資源動向ではなくて、親魚量の動向ですの

で、修正いただければと思います。 

○事務局（佐藤） はい、分かりました。 

○田中部会長 じゃ、そこも事務局の方で御確認していただくということで、よろしくお
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願いいたします。 

○事務局（佐藤） はい。 

○田中部会長 ほか、ございますでしょうか。 

○波積委員 済みません、一つお伺いしてよろしいですか。 

○田中部会長 はい、どうぞ。 

○波積委員 熊本学園大学の波積と申します。 

 委員長もおっしゃったように、非常にきめ細かな自主取組を行われていらっしゃるとい

うことで、すばらしいと思ったんですが、市場関係者にまで規制というか、甲幅の規制を

周知されているという取組なんですけれども、逆にそういったものを守られないものとい

うのが市場に出ているというようなこともあるんでしょうか。 

○事務局（佐藤） 事務局、佐藤でございます。 

 一応、私たちも現場に行って、ノギスというもの、計りを使い目視確認をしております

が、どうしても零コンマの世界というのは正直言ってございます。でも自主的な取組なの

で、それをフィードバックしており、漁業者の方たちは船上において確認はされているの

ですが、どうしても何百匹、何千匹と数があり、人間がやることなので出てしまうと思う

のですが、自分たちの規則は守ってねということで、現場にフィードバックし、ちゃんと

取組を現在も続けているところでございます。 

○波積委員 ありがとうございます。 

○田中部会長 実際に漁業者の方は、船上でどういうふうに行っているのかについて、例

えばここにちょうど絵が出ていますけど、この甲幅のようなコの字型の枠を持って、当て

はまるか、当てはまらないかと、多分単純にはそういうのでやっているんだと思うんです

けど、そういう理解でよろしいでしょうか。それが全部できない場合があるという説明だ

ったと思うんですけれども。 

 どなたか、海区の方でお詳しい方、よろしくお願いします。 

○板倉委員 鳥取の板倉です。 

○田中部会長 よろしくお願いします。 

○板倉委員 各船、そのコの字型の定規というんですか、さしを持って、それぞれ測って

おりますので、ほぼ全船がそういうことをやっておりますので、ほとんどそういうあれは、

懸念はないみたいです。たまに斜めに測っているとか何とかで、測り違いというのは多少

出る場合もありますけど、でも確率としては0.何％、0.0何％ぐらいだと思っております。 
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○田中部会長 ありがとうございました。 

○波積委員 ありがとうございます。消費者の方へこういった取組が伝わるとすばらしい

なと、今ちょっと思いつきました。思いました。ありがとうございます。 

○田中部会長 波積委員から、もっと宣伝した方がいいんじゃないかと。資源管理これだ

けやっているのに消費者に伝わっていないのはもったいないという御意見だったと思いま

すが、ホームページでも何か公開するとかされたらいいかなとは思いましたけども、何か

御検討いただければと思います。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 あと５秒待ってなければ、次の議題に移りたいと思いますが。 

 ありがとうございました。 

 特段意見はないということで、引き続きまして、議題の２について事務局より御説明よ

ろしくお願いいたします。 

○事務局（佐藤） 事務局から、資料２の「日本海西部会の事務規程の一部改正につい

て」でございます。 

 日本海西部会事務規程の一部改正についてですが、改正理由といたしまして、現在の情

報通信機器を含めインターネット環境の充実に伴い、本日の日本海北部会や、この日本海

西部会もそうですが、開催会場と離れた場所におられる委員と同時に議事の審議に参加し、

合議体としての意思決定が行えるとともに、当該会議の公開を行えることが可能となって

いることを踏まえ、部会長が認める情報通信機器の活用した委員の会議への参加が可能で

あることを明示し、円滑な会議の開催を確保するため、日本海西部会事務規程の第４条第

４項として、委員は、部会長が認める情報通信機器を活用して会議に出席することができ

るよう、新たに追加するものでございます。 

 以上でございます。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 御質問等ございますでしょうか。 

 今現在この方式でやっているということになっているんですが、これに先んじて親委員

会の方では既に５月の委員会でお認めいただいたのを、こちらの部会の方でも作っておい

た方がいいだろうということで、導入しているということだと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

 特段御反対がないということで……どなたかありますか。ないですね。 
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 特段ないということで、それでは本部会として、日本海西部会事務規程を本日付けで改

正することにしてよろしいでしょうか。 

 またですが、あと５秒待って、反対意見がなければ、特段の意見がないということにさ

せていただきますが、積極的に賛成ですと言っていただけるとなお有り難いですが、どな

たか御発言ございますでしょうか。 

○中東委員 賛成します。 

○田中部会長 中東委員、ありがとうございます。 

 特段反対がないということで、賛成があったということで、本委員会として認めていた

だいたということにさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、議題の３について御説明を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。このフロンティア漁場整備

事業の担当をしております。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、漁港漁場整備法の第19条第４項に基づく変更を行うに当た

り、本部会において御意見を求めるものとなっております。 

 それでは、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いたします。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まして、現在は４地区において整備を実施しております。 

 次に、資料３－２を御覧ください。 

 今回計画を変更する日本海西部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の資源の保護、増大を図る

ために、中央の地図にございます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、また、右下の図に示しております保護育成礁というものを32群整備するもので

ございまして、平成19年度から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いますが、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年延長しまして、

平成でいうと36年度に当たる令和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。 
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 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として配付しておりま

すが、量が多くなっておりますので、現計画から主な変更点を、資料３－３により御説明

いたします。 

 まず、１の変更理由についてですが、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、事業施工海域の気象・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や、資材・労務単価が上昇したこと、また、コンクリー

ト製魚礁の一部を鋼製魚礁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

かる期間が長くなってしまうことから、計画事業費の増加及び計画期間の延長を行うもの

です。 

 ２の変更後の目的については、変更はございません。 

 ３の変更後の施工に係る区域及び工事に関する事項につきましては、先ほど申し上げた

とおり、それぞれの魚礁を製作する場所の制約から時間を要するということから、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年度に変更しています。 

 なお、施工に係る区域、施設の規模、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につきましては、厳しい気象・海象状況による作業船

経費の上昇、資材・労務単価の上昇による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171億円に変更しております。 

 なお、都道府県の負担割合等については、変更はございません。 

 ５の変更後の効果に関する事項については、事業費の増加や完了予定時期の変更に伴い、

費用対効果分析を最新のデータ等に基づき再実施、再計算したところ、Ｂ／Ｃの値は3.71

という数字が出ております。 

 その他、ズワイガニ及びアカガレイの漁獲動向、整備対象漁場で操業する漁船の許可隻

数、また、他の水産業に関する施設等について最新の情報を記載しておりますが、こちら

については大きな変化はございません。 

 御説明は以上となります。 

○田中部会長 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は、御質問、御意見等ございましたら承ります。 

 これは特に、兵庫、鳥取、島根の各県に関係する水域だと思いますけれども。 

○板倉委員 鳥取の板倉です。意見、ありません。 

○田中部会長 ありがとうございます。作ってもらえるんだから有り難いよ、本当にね。 
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 では、特段御意見なく、このとおりやってくださいということで、よろしゅうございま

すか。 

 また、５秒待って意見がなかったら。 

（「特に意見、ありません」の声） 

○田中部会長 ありがとうございます。 

 それでは、このように進めていただくということで御了解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した。 

 それでは、次は議題の４につきまして、新たな資源管理の推進に向けたロードマップに

ついて、御説明を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４－１を御覧いただければと思います。 

 こちらは本年９月30日に水産庁が公表をいたしました、新たな資源管理の推進に向けた

ロードマップでございます。 

 こちらは今後数年どう取り組むかということと、あと目標をそれぞれお示ししたもので

ございます。 

 まず、このロードマップの一番右の欄、令和12年度のところを御覧いただければと思い

ます。こちらに新たな資源管理の推進の実施による目標を掲げてございます。新たな資源

管理の推進によって、10年前と同程度まで漁獲量を回復させるということで、10年後まで

に、海面漁業生産量を444万トンまで増加させるという目標を掲げております。 

 この目標を実現するに当たって、四つの柱で取り組んでいくということでお示ししてお

ります。一番左の欄を御覧いただければと思います。上から、資源調査・評価の充実・精

度向上、これが一つ目の柱でございます。二つ目の柱として、ＭＳＹベースの資源評価に

基づくＴＡＣ管理の推進、三つ目の柱といたしましてＩＱ管理の導入、最後に四つ目の柱

といたしまして資源管理協定ということで、この四つを取り組んでいくことにより、目標

の達成を図るということを示したものでございます。 

 この新たな資源管理の推進に当たっては、この一番下の欄の点線の中を御覧いただけれ

ばと思います。新たな資源管理の推進に当たっては、関係する漁業者の方の理解と協力を

得た上で進めるということを明記しております。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係施策の進捗を図りながら、効率的に進めることとしてござ

います。 
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 また上に戻っていただきまして、一つ目の資源調査・評価の充実・精度向上について、

簡単に御紹介させていただきたいと思います。まず、この中の一つ目といたしまして、資

源評価の対象の拡大ということがございます。現在、約50種類ほど資源評価を実施してお

るんですが、これを順次拡大いたしまして、令和５年度までに資源評価対象魚種を200種

程度に拡大するということを目指すということでございます。 

 二つ目でございますが、資源管理、数量管理の実施に当たっては、迅速な漁獲量、水揚

げ情報の収集、正確な情報の収集というのが非常に大切になってくるんですけれども、ま

た、この情報の収集に当たっては御報告いただく漁業者の方、あるいはその集計等を担っ

ていただく漁協職員の方の負担が生じるということになります。こういった負担をなるべ

く少ない形で収集できる体制を構築したいということで、漁協や産地市場等から水揚げ情

報を電子的に収集する体制を構築するということを掲げてございます。 

 主要な漁協、産地市場から、令和５年度までに400市場以上を目途に、産地水揚げ情報

を収集できる体制を構築したいということでございます。 

 これに関連しまして、その下の欄にございますが、漁獲等報告義務化の開始ということ

で、現行では大臣許可漁業については、漁獲成績報告書という形で漁獲情報、その他周辺

の詳細情報を御報告いただいているところでございますが、これに加えまして、知事許可

漁業における漁獲報告と、それから漁業権漁業による漁場の活用状況、こういったものを

報告いただくということが義務化されるということでございます。 

 続きまして、黄色の欄の一番下の欄を御覧いただければと思いますが、先ほども電子的

に収集したいということで申し上げましたが、漁業者、漁船の方から御報告いただくもの

の電子的漁獲報告体制の構築ということで、こちらはまず大臣許可漁業から取組を始めま

して、これを順次拡大していきたいということで考えております。令和５年度までに大臣

許可漁業の電子的報告の実装ということで、これは全漁業種類において実装することを目

指したいということで、それから、これについては知事許可漁業へも順次拡大していくと

いうことを目標に掲げております。 

 続きまして、２番目の柱でございますＭＳＹベースの資源評価に基づくＴＡＣ管理の推

進について御説明をさせていただきます。 

 現行は、ＴＡＣ魚種が８魚種、マサバ・ゴマサバと８魚種についてＴＡＣ管理が実施さ

れているところでございます。これをその下の欄を御覧いただければと思いますけれども、

縦書きの部分でございます。漁獲量の多いものを中心に、その資源評価の進捗状況等を踏
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まえて、ＴＡＣ管理を順次検討・実施する資源を公表していくということでございまして、

その右隣りの点線の中に、ＴＡＣ対象の拡大の候補となる魚種が、第１陣、第２陣という

形で列挙されております。 

 これについては説明資料が附属しており、新たな資源管理についてという補足説明資料

がありまして、この資料の６ページをちょっと御覧いただければと思いますけれども、こ

のページの円グラフを御覧いただければと思いますが、先ほども申しましたが、現行、Ｔ

ＡＣ魚種、８魚種で、加入漁業生産量の大体６割をカバーしている現状がございます。こ

れを順次、ＴＡＣ対象魚種を拡大していくことによって、大体そのカバー率を８割まで持

っていきたいという考えでございます。候補に挙がっておりますのは、右の表を御覧いた

だければと思うんですけれども、漁獲量が多い魚種で、この黄色に着色されているのは既

にＴＡＣ化されている魚種でございますので、この白抜きの魚種のうち、資源評価に関す

るデータや知見がある程度蓄積されているものが第１陣候補になるということでございま

す。 

 第２陣は、漁獲量は一定量あるんですけれども、もう少しその資源評価のデータの蓄積

が必要な魚種は第２陣ということで列挙されているということでございます。 

 また、ロードマップ本体の方にお戻りいただければと思います。こちらは、こういった

候補に挙がって魚種が即来年からでもＴＡＣ化されるのかという御心配があろうかと思い

ますけれども、そういうことではございませんで、まずこれらの候補魚種に対して、ＭＳ

Ｙベースの資源評価という新たな方式による資源評価が実施されるということになってい

ます。この評価結果を基に、どのぐらいの資源量、親魚量を目指すのかという管理目標と、

それから、どのような取り方でその目標を目指すのかという漁獲シナリオという、この二

つを行政の方から皆様に提示・提案をさせていただいております。 

 この提案をお示しした後に、漁業者の方、あるいは加工流通業者の方々、その他関係の

方にお集まり、御出席いただくステークホルダー会合で、この目標と漁獲シナリオについ

て議論を重ねていただくということでございます。ここで成案が得られた場合に、管理目

標と漁獲シナリオを決定して、この時点からＭＳＹベースの管理が始まるということにな

ります。この定まりました管理目標と漁獲シナリオは、決まった後はおおむね５年ごとに

定期的に見直していくということを考えているということでございます。 

 ですので、対象魚種が拡大していく過程では、まずその資源の評価結果、新たな方式に

よる資源評価結果が示された後に、関係漁業者の方、それから加工流通業者の方との意見
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交換を踏まえて拡大が検討されていくということで御承知おきいただければと思います。 

 続きまして、その下の国際資源のところを御覧いただければと思います。現在、国際的

な数量管理が行われておりますミナミマグロと大西洋クロマグロについては、国際約束を

遵守するという観点から、国内法に基づくＴＡＣ対象化を進めていくということを掲げて

ございます。具体的には、令和３年漁期から、ミナミマグロと大西洋クロマグロについて

はＴＡＣ魚種とするということでございます。 

 続きまして、その下の欄のＩＱ管理、船舶個別割当による管理導入と、漁獲可能量の船

舶個別割当てによる管理の導入ということでございます。こちらはつきましては、まず大

臣許可漁業から順次、現在100魚種で管理されているものを、大臣許可漁業については、

原則ＩＱ管理を導入するという方向で拡大を進めていくという方針でございます。 

 その下の白抜きの四角の欄を御覧いただければと思いますが、沿岸漁業においてもＩＱ

的な数量管理が行われているものにつきましては、後に御説明します資源管理協定の管理

措置に位置づけて、そういった管理を実施していただくということを考えております。 

 続きまして、その下の欄の資源管理協定のところを御覧いただければと思います。現在、

各地域あるいは各大臣管理の漁業種類ごとに資源管理計画を策定していただいて、それに

基づく自主的管理措置というものを実施していただいているかと思います。この資源管理

計画を今後、改正漁業法、法に基づく資源管理協定に順次移行していくということを考え

ております。順次移行していって、これを令和５年度までに、資源管理協定、資源管理計

画から資源管理協定への移行を完了させるということを考えております。 

 資源管理協定においては、上のＴＡＣ魚種の拡大のときと同様に、科学的知見に基づく

管理目標を定めていただいて、その達成を目指していただくという形式の協定を策定して

いただくということを考えているところでございます。 

 こういった四つの柱を推し進めていくことによって、令和12年度の目標を達成していく

ということを考えているということで、先般９月30日にロードマップを公表したというこ

とでございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○田中部会長 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、よろしくお願いい

たします。 

○中東委員 島根県の中東ですが。 



－19－ 

○田中部会長 どうぞ、中東委員。 

○中東委員 ただいま説明がありましたように、今後ＴＡＣの対象や資源管理の対象魚を

増やしていくということですけれど、今日の報告にもありますように、現状での資源管理

対策であるとかＴＡＣ魚種の調査、この解析については現状でも大変な努力を投じている

というふうに理解しております。 

 また今後データの解析であるとか、パソコンやソフトの進歩によって、今後もそういっ

たものは進歩していくと思われますけれど、それに至るまでの、いわゆる現場での調査、

あるいは調査船によるデータの収集作業、こういったものも相当というか、莫大なものに

なってくるような気がするんですけど、もちろん説明にありましたように、漁協や市場の

データを集約するようなシステムも今後やっていくということですけれど、先ほど言いま

したそういう現場でのマンパワーであるとか調査船であるとか、あるいは漁協や市場の資

源解析に使えるような正確なデータを集約していくというようなことについては、なかな

か大変なんじゃないかと思いますけど、そういったことについてはどういうふうにお考え

かということを、ちょっとお伺いしたいんですけれど。 

○西田課長補佐 ありがとうございます。事務局から御説明させていただきます。 

 まず、そのマンパワー、それから調査船については非常に労力等がかかるのではないか

という御指摘ですが、こちらにつきましては、もちろんお金だけで解決する問題ではない

んですけれども、その方策の一つとして、来年度の予算要求において、この資源調査・評

価については、大きくその予算を増額させたいという要求を現在、財政当局に出して、そ

の折衝を行っているところでございます。 

 それから、それと併せて、先ほど委員のお話の中でも出していただきましたけれども、

なるべくそういった報告ですとか収集の負担が少ない形でデータが集められるようにとい

うことで、スマート水産業の推進事業というものも、こちらも大きく前年から増額する形

で、現在、財政当局とその予算の要求をさせていただいているところです。まずこれを水

産庁としてはしっかり確保した上で、必要なその体制ですとか、こういったソフト、デー

タ収集関係の整備を行っていきたいということを考えているということでございます。 

○中東委員 分かりました。 

○田中部会長 ほかに、よろしいですか。 

 これは皆さんの操業に将来的にはいろいろ関わってくると思いますので、例えば、この

日本海の西の海域で関係する魚種って、ベニズワイも入っています。そういうのは、ちょ
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っと説明を。 

○西田課長補佐 魚種について申し上げますと、まずこの部会で取り上げていただいてい

る広域資源管理魚種として、現行ＴＡＣ魚種の中にも入っておりますが、ズワイガニ、そ

れからＴＡＣ魚種拡大の候補の魚種の中で第１陣として挙げられているカレイ類がまずあ

ります。それから、この日本海西部会の関係県で水揚げ金額の上位に来ていて、かつその

第１陣、第２陣の候補として挙がっている魚種としてはブリ、それからサワラ、マダイ、

それから重複しますがカレイ類で、第２陣の中ではムロアジ類、ベニズワイガニ、こうい

ったところはこの部会の関係海域、あるいは都道府県に関わってくる魚種になろうかと思

います。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 ほかに皆さん、御質問等ございますでしょうか。ＩＱの導入とか。 

 よろしいですか。 

○板倉委員 鳥取の板倉ですけど、よろしいでしょうか。 

○田中部会長 板倉委員、どうぞ。 

○板倉委員 このデータの収集方法ですけど、漁業者ではどの船が、どの漁場で、どのぐ

らい取ったというような情報が分からないようなデータの収集方法をお願いしたいんです

けど。 

○田中部会長 要するに、個人情報が漏れないようにという趣旨でよろしいでしょうか。 

○板倉委員 はい、そうです。 

○西田課長補佐 具体的なそのデータ収集の仕方については、今後皆さんとの意見交換を

交えて決めていくということになりますが、当然その操業上の大事な情報とか、そういっ

たことについては配慮して、配慮した上で収集をさせていただくという流れになろうかと

思います。 

○板倉委員 よろしくお願いします。 

○田中部会長 一番大事な情報の一つなので、そこは人には公開できないと。当然ですね。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 特になければ、あと５秒待ってなければ、ないということにさせて、次に進めたいと思

いますが。 

 ありがとうございます。 

 特にないということで、それでは、以上をもちまして議題としては全て終了いたしまし
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たが、事務局からは特にないそうですが、委員の皆様から何か特にございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 ついたり消えたりしていて、よく分からないんだけど。 

 それでは、特にないということで、それでは事務局の方から、次の部会の開催予定につ

いて御説明をお願いいたします。 

○事務局（佐藤） 次回の日本海西部会の開催時期につきまして、来年の同時期に開催し

たいと考えておりますが、今後、本委員会の開催日程や、部会長をはじめ委員の皆様方の

御都合をお伺いしながら御連絡させていただきたいと思いますので、またどうぞよろしく

お願いいたします。 

○田中部会長 それでは、長時間にわたりありがとうございました。本日の日本海西部会

はこれにて閉会したいと思います。委員各位、御臨席の皆様におかれましては議事進行に

御協力、また、貴重な御意見を賜りありがとうございました。 

 なお、議事録署名人の中東委員、岩田委員のお二方には、後日、事務局から本日の議事

録が送付されますので、署名をよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして第29回日本海西部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 ４時51分 閉会 


