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１．開催日時  

平成２９年１１月２７日（月）１４：５８～１６：１７ 

 

２．開催場所  

   石垣記念ホール（東京都港区赤坂1－9－13 三会堂ビル9階）  

 

３．出席委員  

【部会長】  

学識経験者        橋本 明彦  

 

【都道府県海区互選委員】  

石川海区     志幸 松栄  

福井海区     小林 利幸  

京都海区     岡田 政義  

但馬海区          眞野  豊  

鳥取海区     板倉 高司 

島根海区     中東 達夫  

 

【農林水産大臣選任委員】  

漁業者代表        森脇  寛  

漁業者代表        金子 岩久  

漁業者代表        川越 一男  

漁業者代表        濱村 尚登  

学識経験者        清野 聡子 

学識経験者        安成 椰子 
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４．議題  

（１）部会長職務代理者の互選について  

（２）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  

（３）その他 

フロンティア漁場整備事業について  



－3－ 

５．議事内容  

開 会 

 

○事務局（山本） 

それでは、定刻ちょっと前ですが、始めさせていただきたいと思います。 

 ただいまから日本海・九州西広域漁業調整委員会の第26回日本海西部会を開

催いたします。 

 委員の皆様を始め来賓の方々におかれましては、お忙しい中ご出席をいただ

きまして、誠にありがとうございます。 

 申し遅れましたが、私は事務局の境港漁業調整事務所で資源管理計画官を務

めております山本と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は大臣選任委員の濱田憲志委員と藤田博英委員が、事情やむを得ず欠席

されておりますが、定数15名のうち過半数に当たる13名の委員のご出席を賜っ

ておりますので、部会事務規程第５条に基づき本部会は成立していることをご

報告いたします。 

 次に、委員の交代についてご報告いたします。府県互選委員の皆様におかれ

ましては、本年９月30日をもって任期満了となり、今回各府県において新たに

互選いただきました委員の方にご出席いただいております。なお、中東委員に

おかれましては、島根県の委員の互選が来月に予定されている都合から、今回

はこれまでの任期を延長してご出席をいただいているところでございます。新

たに就任されました委員のご紹介につきましては、後ほど予定しておりますの

で、この場ではご報告のみとさせていただきます。 

 それでは、橋本部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 

 日本海西部会の部会長を仰せつかっております橋本でございます。年末が近

づく中、お忙しい中ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。 

 また、本日は水産庁から管理課の久保寺資源管理推進室長さん、それから国

立研究開発法人水産研究・教育機構日本海区水産研究所から上原資源管理部長

さん、上田主任研究員さんにご出席をいただいております。 

 冒頭、事務局からご報告がございましたとおり、本年は府県互選委員の改選
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が行われております。本部会につきましては、福井県が齊藤洋一委員から小林

利幸委員さんに替わっておられます。他の府県につきましては、皆様再任とな

ってございます。 

 それでは、新たに就任されました小林委員に、一言ご挨拶をよろしくお願い

いたします。 

○小林委員 

 私、福井の小林でございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に本日使用する資料の確認を、事務局からよろしくお願いいた

します。 

○事務局（山本） 

 それでは、お手元にお配りしております資料でございますが、ホチキス止め

の資料が２つございます。まず、議事次第の方をご覧ください。議事次第、委

員名簿、配席図、出席者名簿の順となっておりますが、大変申しわけありませ

ん。出席者名簿の委員の方の所属が間違っておりまして、正しくは日本海・九

州西広域漁業調整委員会でございます。この場で訂正させていただき、お詫び

申し上げたいと思います。すみませんでした。 

 続きまして、本日使用する資料としまして、資料の右肩上に資料番号をつけ

ておりますが、１ページの資料１が日本海西部会事務規程、次に５ページの資

料２－１が、平成29年度資源評価報告書ダイジェスト版のアカガレイ、次に７

ページ、資料２－２でございます。こちらも同じく平成29年度資源評価報告書、

こちらはズワイガニになります。次に11ページの資料２－３でございますが、

こちらは日本海西部アカガレイ・ズワイガニの広域資源管理について。次に17

ページ、資料２－４でございますが、底びき網漁業におけるアカガレイ・ズワ

イガニの資源管理となっております。 後に21ページ、資料３でございます。

フロンティア漁場整備事業の概要となっております。 

 以上でございますが、資料に不足等がございましたら、事務局までお申しつ

けください。 

○橋本部会長 
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 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入らせていただく前に、後日まとめる本部会の議事録の署

名人を選出しておく必要がございます。部会事務規程第11条では部会長が２名

以上を指名するということになっておりますので、僭越ではございますが、ま

た私のほうから指名をさせていただきます。 

 本日の部会の議事録署名人としては、兵庫県互選委員の眞野豊委員、それか

ら大臣選任委員の濱村尚登委員、このお二方を指名させていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議題１に入りたいと思います。議題の（１）でございますが、部

会長職務代理者の互選でございます。今回の府県互選委員の改選に伴う部会長

職務代理者の取り扱いについてですが、事務局からまず説明をお願いいたしま

す。 

○事務局（山本） 

 それでは、お手元にお配りしております資料の１ページ目、資料１、日本海

西部会事務規程をご覧ください。部会事務規程第３条において、部会に部会長

職務代理者を置き、これを委員が互選すると規定されております。この部会長

職務代理者につきましては、島根県互選委員である中東委員にお願いしている

ところでございますが、今年は府県互選委員の任期満了に伴う改選期に当たり

ますことから、中東委員の任期が切れるため、規程に従い、改選後に開催され

る部会において部会長職務代理者を互選していただくことになります。 

 一方、島根県の互選委員につきましては、まだ改選が行われておらず、来月

12月に開催される島根海区漁業調整委員会での互選を予定しているという事情

から、中東委員には後任の委員が就任するまで、任期を延長して委員の職務を

継続していただき、今回の部会に出席いただいているところでございます。な

お、このことにつきましては、資料４ページの下に記載した規定に従ったもの

であります。 

 このため、当初は今回の部会で部会長職務代理者の互選をお願いすることを

想定しておりましたが、島根県互選委員が選出された後に開催される部会で行

うこととなりましたので、ご報告させていただきます。 

○橋本部会長 
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 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から説明がありましたとおり、部会長の職務代理者の互選は、

次回の部会で行うということとなっておるそうですので、よろしくお願いした

いと思います。 

 それでは、次第の議題（２）に移りたいと思います。議題（２）は広域魚種

の資源管理についてでございますが、まず、①の日本海西部アカガレイの資源

状況、それに続いて、②の日本海西部ズワイガニの資源状況、この２魚種につ

いて説明をいただいて、その後に日本海西部のアカガレイとズワイガニの広域

資源管理の取組状況を、まとめて説明をいただくという手順で進めたいと思い

ます。 

 それでは、まず資源状況につきまして、日本海区水産研究所資源管理部の上

原部長さんから、日本海西部アカガレイの資源状況について説明をよろしくお

願いいたします。 

○上原部長 

 日本海区水産研究所の上原です。座って説明をさせていただきます。 

 お手元の資料２－１をご覧ください。これは今年度の資源評価のダイジェス

ト版になります。アカガレイ日本海系群は、中ほど左側の図にありますように、

分布域は島根県から青森県となっております。成長につきましては、右側の図

にありますように、雄よりも雌のほうが大きくなるという特徴があります。ま

た、寿命がおよそ20歳という非常に寿命の長いカレイということになっており

ます。 

 まず、漁業の特徴から説明していきたいと思います。日本海のアカガレイの

９割以上が底びき網で漁獲されておりまして、そのほかはわずかに刺網で漁獲

されております。 

 次に、漁獲の動向ですけれども、左下の図をご覧ください。こちらは府県別

の漁獲量の経年変化を示したものです。日本海での総漁獲量は、1992年が 低

の2,300トンでありました。その後増加して、2011年には近年では 多の6,158

トンとなりましたが、2016年、直近年は4,557トンでした。府県別に見ますと、

鳥取、兵庫、福井、石川県が多くなっています。 

 ページをめくっていただいて、資源評価の方法についてご説明いたします。
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資源評価の方法は、沖合底びき網の漁獲成績報告書から求めた資源密度指数か

ら資源水準・動向を判断しております。また、新規加入量の把握を行うために、

新規加入量調査、これは石川県、それから京都府、それと兵庫県、その３府県

で実施されている加入量調査から２歳魚の加入状況を分析しております。 

 まず、アカガレイの資源状態ですが、左上の図をご覧ください。これは沖合

底びき網の資源密度指数の経年変化を示したものです。資源密度指数は1981年

をピークに減少しましたが、2004年以降は10以上となって増加しました。ここ

に示している点線は、 大値30とした場合に、それを３等分して水準線として

おりますが、直近年の2016年は18.9と、20をわずかに下回っておりますから、

中位水準というふうに判断されます。また、 近５年の動向から横ばいという

判断をいたしました。 

 右側に示したのが新規加入量調査の結果の図です。３府県別に色別で示して

おりますけれども、いずれの府県の結果でも、2013年以降２歳魚の量が少ない

ということが示唆されております。 

 次に、管理方策に移ります。アカガレイにつきましては、資源水準及び資源

量指標値に合わせて漁獲を行うことを管理方策として、ＡＢＣのリミットとし

ては3,900トン、ターゲットとしては3,100トンというものを提案しております。

ただ、本種は寿命も長いということ、それから、2013年以降の加入量が少ない

ということから、当面は漁獲量が増加するということは期待しにくい状況にご

ざいます。したがって、現状よりも多く漁獲するようなことのないよう配慮す

るべきというふうに考えております。 

 アカガレイにつきましては以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま日本海西部アカガレイの資源状況についての説明をいただきました。

アカガレイの資源状況について何かご意見、あるいはご質問ございますでしょ

うか。 

 資源状況について、よろしいですか。 

 それでは、特に質問等ないようでございますので、続きまして、日本海区水

産研究所の上田主任研究員さんから日本海西部ズワイガニの資源状況について、
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引き続き説明をお願いいたします。 

 上田さん、よろしくお願いします。 

○上田主任研究員 

 座って説明させていただきます。 

 資料２－２の７ページにズワイガニの資源評価報告書のダイジェスト版があ

りますので、こちらで説明いたします。 

 ズワイガニの日本海Ａ海域の分布域ですけれども、中ほどの左の分布図のと

おり、能登半島から西の日本海側となっています。分布水深は水深200メート

ルから500メートルです。生物特性として、成長の図を説明したいと思います

けれども、ズワイガニは若干特殊なところがありますので、詳しく説明いたし

ます。 

 まず、右側の成長の図の年齢がゼロと書いてある、そこで生まれまして、幼

生がふ化した直後は海面近くまで浮上して、その後ゾエア、メガロパという幼

生に脱皮をしながら徐々に海底付近まで沈んでいって、３カ月から４カ月で着

底して１齢期の稚ガニとなります。その後は１年に複数回の脱皮をしまして、

約２年半ぐらいで脱皮で６齢期のカニとなります。その後はこちらの資源調査

でも採集されるサイズになるんですけれども、年に１回脱皮することが飼育実

験その他調査データからわかっておりまして、雌だと11齢期、この数字で11と

書いてあるところ、ここで成熟をしまして、成熟してから約１年後、点線が右

にスライドしていくところ、約１年後から水揚げ対象となります。ですから、

ここまで横軸の年齢で見ると、生まれてから約８年はたっているのが雌ガニの

漁獲対象になるまでの年数です。 

 雄ガニも同様でありまして、脱皮齢期としては雌が11齢期だったのに対して、

雄はもう一回脱皮した12齢期です。この12齢期になった年が脱皮直後でミズガ

ニと呼ばれて初めて漁獲対象になります。もう一回脱皮すると13齢期となって、

これが 大のサイズになりまして、大型のミズガニとなります。これが１年間

生き残ると、点線が右にずれたところになりますけれども、今度は大型のカタ

ガニとなって、一番価値の高いブランドガニになると。ここまで年齢で見ると

約10歳ということになりまして、非常にほかの魚種と異なることは、生まれて

から水揚げ対象になるまで時間がかかるというのが、ズワイガニの特徴であり
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ます。 

 続きまして、漁業の特徴を説明いたします。漁獲方法はほとんどが底びき網

で水揚げされています。ほかにかにかごが若干量あります。そのほか農林水産

省令に加えまして、自主規制によって農林水産省令よりも厳しい管理を行って

いるというのも、ズワイガニの特徴であります。自主規制の詳しい内容につき

ましては、資料２－４に書かれてありまして、この後資源管理の取組のところ

でも説明があると思います。 

 続きまして、漁獲の動向です。７ページの下の長期的な漁獲が載っているグ

ラフです。1960年代から70年の初めにかけて、１万4,000トンぐらいの漁獲が

ありましたが、その後急に減少しまして、1990年ごろまで減少しておりました。

その後増加傾向にありまして、2007年に約5,000トンと、近年におけるピーク

となりました。その後は再びミズガニ保護などの取組と、あと資源の減少もあ

りますけれども、それらによって漁獲は減少しておりまして、2016年は約

3,000トンとなっております。 

 また、この赤線で示したのは韓国の漁獲量でありまして、このうちの一部が

Ａ海域の日韓暫定水域による漁獲であると考えられております。2016年の韓国

の漁獲量が1,570トンで、このうちの一部がＡ海域の暫定水域で漁獲されたも

のであろうと考えられております。 

 続きまして８ページに移ります。資源評価方法ですけれども、まず、資源水

準につきましては長期データが必要ですので、漁業依存情報、すなわち沖底の

漁獲成績報告書から計算した1970年以降の資源密度指数を使用しまして、資源

水準を判断しております。これに加えまして、1999年以降は調査船によるトロ

ール調査を詳細に行っておりまして、そのトロール調査結果から資源量を推定

しまして、漁獲対象資源量を推定しております。その漁獲対象資源量の直近５

年の情報によって資源動向を判断しております。これらに加えまして、トロー

ル調査から推定される若齢の資源尾数などを用いまして、将来の加入予測など

も行っております。これらを総合して2018年のＡＢＣを算定しています。 

 では、資源状態について説明したいと思います。８ページのまず左上のグラ

フから説明します。これは1999年以降の資源量を示したものです。資源量は

2002年に 低の値でしたけれども、その後は増加しておりまして、漁獲と同様
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に2007年に約３万トンのピークとなりました。その後は徐々に減少傾向にあり

まして、2015年まで減少しておりましたが、2016、17年とやや増加しておりま

す。 

 続きまして、その右側のグラフ、これは雌ガニの量のグラフです。親魚量の

グラフとなります。親魚量も資源量と同じような変動をしておりまして、やは

り2007年まで増加した後に緩やかに減少しております。親魚量も2015年に近年

では一番少なかったんですけれども、その後2016、そして17年もやや増加して

います。 

 続きまして、２段目の左側のグラフです。これは一旦漁業依存情報に戻りま

すけれども、資源密度指数の長期データを示しています。これも漁獲の動向と

似ていますけれども、1970年にピークでありまして、その後急激に減少して、

90年ごろまで減少しておりましたが、その後は増加しておりました。やはり

近はやや減少して横ばいが続いているという状況です。この情報から資源水準

を中位と判断しております。 

 続きまして、その右のグラフです。これは再び調査船調査から推定しました

加入量のグラフとなります。加入量も2006年ごろまで増加しておりましたが、

その後減少しまして、やはり緩やかな減少と。そして資源量、親魚量と同様に

2015、16年とやや増えたというのが加入量の動向です。 

 加入量につきましては、若齢の資源尾数から将来のことも予測しております。

それがこの加入量のグラフの右側に点線で示した２点となります。今年から来

年までは比較的よい加入量なんですけれども、その後2019年に大きく減少する

ということが、今年の調査で新たに加わった情報となりますけれども、2019年

に大きく減少します。それらが漁獲対象になる2020年に、漁獲対象の資源量が

減るんじゃないかという予測をしております。 

 後のグラフですけれども、その左下の、これは漁獲係数Ｆのグラフで、こ

れは漁獲圧の長期変動を示したグラフですけれども、2000年代半ば以降はほぼ

安定していると、そういう結果です。 

 以上のことを踏まえまして、2018年のＡＢＣを算定したのが、その後の管理

方策以下の表となります。ページがまたがっていますけれども、９ページにな

りまして、９ページの左から３列目、ターゲット、リミットと書いたその１つ
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右のところに数字が幾つか入っていますが、それが2018年のＡＢＣとなります。

ＡＢＣの上限値としましては、漁獲シナリオでいうと、近年の平均親魚量の維

持と。近年における平均的な親魚量が５年後も維持できるようなとり方をした

場合のＡＢＣが、雄・雌合計で3,600トンという結果となっています。 

 以上が2018年のＡＢＣでありまして、その他ですけれども、次の10ページ目

に、そのＡＢＣを算定する根拠となった将来予測の計算結果なども載っていま

すが、それにつきましては、ご覧になっていただければと思います。 

 ズワイガニについては以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまズワイガニについての資源状況の説明がございました。何か資源状

況についてご意見、質問等はございませんでしょうか。 

 川越委員、どうぞ。 

○川越委員 

 いつも都度都度の場で上田研究員には我々に情報をいただいていること、ま

ずもってそのことについては感謝いたしたいと思いますし、非常に我々が憂う

ことの研究調査の報告をしていただいているわけですが、それによって漁業者

も意識して、今やっている自主規制の管理措置を相当きつく強度化してやって

いるわけですが、研究者側から見て今やっている我々の、漁業者がやっている、

相当負荷をかけてやっているわけですが、これではまだ物足りないというふう

な考えをお持ちでしょうか。それとも、今のままのやり方で踏襲すれば、そう

いう加入量が少なくなるということの歯止めというのには至らないというよう

な、そこらの見解はどうなんですか。 

○上田主任研究員 

 去年までの情報に基づくと、加入量も比較的よいという状況が続いておりま

したので、これまでもたくさん漁業者の皆さんは取り組んでおられるので、そ

れを続けていくことで、資源状態は維持できるというようなふうにはこちらも

考えておりまして、そういう資源評価結果としておりました。 

 しかしながら、今年は新しい情報が１つ加わりまして、先ほど説明したよう

に、どうも2020年に加入が少ないんじゃないかと。すなわち現時点だと甲羅の
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幅が三、四センチぐらいの稚ガニが非常に少ないということが、私どもの調査、

その他でわかっておりますので、それらが大きくなって甲羅の幅が９センチ以

上になって水揚げ対象になるときに、多く生き残っていることが非常に大事な

ことだと考えております。 

 今、稚ガニが少ないというのは、要因は漁業活動とか人間のせいではなくて、

その他の自然環境による要因が大きいと思います。しかしながら、今小さい三、

四センチのカニが、あと三、四年かけて水揚げ対象のサイズになるまでという

のは、これも自然環境の影響による死亡がありますけれども、それプラス、例

えば混獲死亡を減らすなどの取組を現在よりも強化することによって、現在想

定している４年後までの生き残りの数よりも多く稚ガニが生き残ることが、あ

る程度可能じゃないかというふうに考えておりますので、例えばミズガニ保護

に加えまして、そういう稚ガニの混獲死亡が今よりも更に少ないような取組が

できれば、将来漁獲が減ると今予測していますけれども、今予測したものより

も、実はそれほど減らなかったというようなことも考えられると思いますので、

それを踏まえた取組を更にしていただければ、更によいと思っております。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。川越委員、よろしいですか。 

○川越委員 

 はい。 

○橋本部会長 

 もうちょっと、要するにミズガニだけじゃなくて、要するに稚ガニの混獲だ

とか、そういうのを今から少し取組をしておけば、２年後ぐらいに予想される

ものに対応していけるんじゃないかという話でございました。 

 あと、資源の管理の取組についても後で説明がございますので、もし何かあ

りましたらそちらのほうでもまたご発言を願いたいと思います。資源状況につ

いてはほかにございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、その次の議題（２）広域魚種の資源管理について。その資源管理

についての中で、日本海西部のアカガレイ及びズワイガニの広域資源管理の取

組状況、これにつきまして、事務局から２魚種まとめて説明をお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 
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○事務局（山本） 

 それでは、日本海西部アカガレイ・ズワイガニの資源管理の取組につきまし

て、お手元の資料の11ページ、資料２－３をご覧ください。 

 日本海西部のアカガレイ及びズワイガニについて、資源の現状や資源管理の

方向性を踏まえて、現在関係６府県でどのような取組が行われているかにつき

まして、説明させていただきます。 

 まず、１の資源の現状でございますが、先ほど日本海区水産研究所の上原部

長様、あと上田主任研究員様の説明の内容と重複しておりますので、ここは省

略させていただきます。 

 ２の関係漁業種類でございます。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ごを使用するズワイガニ漁業の

２種類があります。また、知事管理漁業では、兵庫県と鳥取県を除く府県で小

型機船底びき網漁業があります。 

 ３の資源管理の方向性でございます。国の資源管理指針にありますとおり、

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ということで、アカガ

レイは漁獲努力量の上限設定、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て休漁、県別漁獲量上限の設定、漁獲物の規制、

保護区の設定、操業区域の制限など、自主的管理に取り組んでいるところでご

ざいます。 

 ４の関係者による連携を図るための体制でございます。資源管理を推進する

ため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、国で構成されます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。 

 12ページのフロー図をご覧ください。右枠内の資源管理体制としまして、国

や６府県が資源管理指針を策定し、この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。計画の履行確認などは資源管理協議会が行う体制にな

っております。 

 次に、左側の下のほうの枠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、関係者間で資源状況を認識した上で、資源管理措置の取

組状況などの情報共有などを行っており、また、本部会に検討協議会の取組状
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況などを報告し、助言をいただ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でございま

す。まず、（１）のアの広域資源管理に係る会議でございますが、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９月28日に開催い

たしております。また、イの関係会議といたしまして、全国底曵網漁業連合会

さん主催の平成29年度日本海ズワイガニ特別委員会が９月27日に開催されてお

ります。この特別委員会におきまして、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協定が締結されております。協定の内容につきまし

ては、後ほど説明させていただきます。 

 次に、（２）の自主的管理措置の取組状況でございます。国と６府県でそれ

ぞれ策定した資源管理指針に基づき、関係漁業者の沖底、かにかご、小底の漁

業者が作成した資源管理計画に取りまとめられ、取り組まれている自主的管理

措置を整理したものでございます。自主的管理措置には資源管理計画の取組の

ほかにも、ズワイガニにつきましては保護区の設定、甲幅制限、操業区域の制

限など、業種内や業種間の協定などにより、操業の実態にあった自主的な規制

にも取り組まれているところでございますので、次の資料２－４で説明させて

いただくこととしまして、こちらでは省略させていただきたいと思います。 

 以上で２－３の説明を終わらせていただきます。 

 引き続きまして、資料17ページ、資料２－４をご覧ください。 

 まず、１の資源管理の推移でございます。昭和38年ですが、指定漁業制度の

創設により、沖合底びき網漁業は大臣許可漁業の対象となり、許可隻数、操業

区域、操業期間、漁船の総トン数や馬力数などが制限されたところでございま

す。その翌年の昭和39年には、こちらは資料２－３で説明しました石川県から

島根県までの各府県の関係漁業者の自主的な取り決めであります日本海ズワイ

ガニ採捕に関する協定が締結されております。この協定では採捕期間の短縮や、

未成熟雌ガニの保護などについて取り決められておりまして、自主的管理措置

が開始されたところでございます。 

 昭和50年代になりますと、関係府県において保護区が設定され、また保護礁

の設置が始まります。平成９年にはズワイガニＴＡＣ制度が、また、平成15年
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にはアカガレイにＴＡＥ制度が導入されております。平成14年にはアカガレイ

とズワイガニを対象とした資源回復計画が策定され、平成23年には資源管理計

画に移行し、現在に至っているところでございます。 

 ２の資源管理措置の概略をご覧ください。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といった公的管理措置と、休漁、

サイズなどの採捕制限といった自主的管理措置の組み合わせによる資源管理に

ついて、整理させていただいております。 

 まず、左側の公的管理措置ですが、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、法的な遵守義務を負う措置でございま

す。他方、右側の自主的管理措置ですが、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する措置であり、漁業者の自己管理、相互監視

を伴う措置でございます。 

 次に、具体的な規制の内容ですが、まず、左側の公的管理措置から説明させ

ていただきます。 初に数量規制です。ズワイガニについては漁獲可能量の設

定により漁獲量を制限し、また、アカガレイについては漁獲努力可能量を設定

し、その範囲内に漁獲努力量を収めて漁業を管理するという内容でございます。 

 次に、許可隻数ですが、許可隻数を制限することで、資源に対する漁獲の圧

力を制限するというものでございます。 

 次に、操業期間です。ズワイガニの漁期ですが、雄ガニは11月６日から翌年

３月20日まで、雌ガニは11月６日から翌年１月20日までということで定められ

ております。また、沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業の操業期間は、福井

県の鋸埼という岬を境に東側と西側で異なっておりまして、鋸埼以東では９月

１日から翌年６月30日まで、鋸埼以西では９月１日から翌年５月31日までとさ

れております。 

 次に、甲幅・採捕制限です。雄ガニは、甲羅の幅が９センチ未満のものの採

捕が禁止され、また、雌ガニは、お腹の腹節内側に卵を有しないものの採捕が

禁止とされております。 

 後に漁具の制限です。関係府県の沖合底びき網漁業におきましては、網口

開口板、オッターボードの使用が禁止とされております。 

 それでは、次に右側の自主的管理措置の具体的な規制の内容ですが、上段の
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日本海西部地域共通の取組と、下段の府県単位の取組に分かれております。ま

ず、上段の日本海西部地域共通の取組ですが、こちらは先ほどの１の資源管理

の推移で説明させていただきました、昭和39年に締結された日本海ズワイガニ

採捕に関する協定の取組の内容となります。採捕期間の短縮としましては、雄

ガニのうちカタガニは公的管理措置と同じですが、ミズガニは１月20日から２

月末日まで又は２月９日から３月20日までのいずれかと、また、雌ガニは公的

管理措置より短縮して、11月６日から12月31日までとされております。 

 採捕制限です。雌ガニのうちアカコ・マンジュウガニは採捕禁止とし、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厳しい管理措置が講じられているところでございま

す。 

 左下の黄色の枠内には、カタガニ、ミズガニなどの語句の説明をしておりま

すが、カタガニは、先ほど上田主任研究員様の説明にもありましたように、雄

ガニのうち 終脱皮を１年以上経過した殻の硬い商品価値の高いカニでござい

ます。ミズガニは、雄ガニのうち９月ごろの 終脱皮後１年を経過していない

殻の軟らかいカニでございます。また、アカコは産卵してお腹の腹節に抱いた

卵がオレンジ色、この状態の雌ガニをアカコと言いますが、ふ化に近づき卵が

オレンジ色から黒茶色に変化した状態の雌ガニをクロコと言います。マンジュ

ウガニは 終脱皮、10回目の脱皮に至っていない未成体の雌ガニのことでござ

います。 

 それでは、次に下段の府県単位の取組ですが、府県ごとに各地域の事情等に

応じて、日本海西部地域共通の措置に追加して、あるいは内容を強化して取り

組んでいる措置でございます。 

 まず、甲幅制限の拡大です。公的管理措置では、雄ガニは甲幅９センチ未満

は採捕禁止とされているところですが、カタガニは甲幅9.5センチ未満、ミズ

ガニは甲幅10.0センチ未満や10.5センチ未満は採捕禁止、また、雌ガニは公的

管理措置では甲幅制限はございませんが、甲幅7.0センチ未満は採捕禁止とす

る取組が行われております。 

 次に、保護区の設定です。関係府県などが設置した保護礁内や保護礁周辺な

どで保護区を設定し、周年又は一定期間の操業を禁止するという内容の取組が
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行われているところでございます。保護区につきましては、後ほど説明させて

いただきます。 

 次に、水深帯規制です。一定の水深帯での操業を制限することで、漁獲対象

外のズワイガニやアカガレイの小型魚の混獲を回避する内容の取組でございま

すが、こちらも後ほど説明させていただきます。 

 ミズガニの操業自粛ですが、関係府県の漁業や地域の事情や実態に即して、

採捕期間の更なる短縮や採捕制限の取組が行われているところでございます。 

 次に、網目規制です。アカガレイの小型魚保護のための網目規制や、漁期外

のズワイガニの混獲回避のための改良網の導入、使用の取組でございます。 

 次に、休漁日の設定です。ズワイガニ・アカガレイの漁期中に休漁日を設け

て、漁獲努力量を削減するための取組でございます。 

 後に、アカガレイ未成魚の採捕制限ですが、採捕された18センチ未満や20

センチ未満の小型魚の再放流の取組でございます。 

 １枚めくっていただき18ページの３の生物特性に応じた資源管理をご覧くだ

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、広

い操業区域の中で定着性のある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、小型個体などの混獲回避の

ために、特定の海域における一定の水深帯での操業を規制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。いずれも後ほど説明させていただき

たいと思います。 

 次に、その下の生活史と分布水深のイメージをご覧ください。左側のアカガ

レイですが、水深200メートル前後の浅いところで産卵・ふ化が行われており

ます。小型個体であります未成魚と雄の成魚は、水深200メートルから250メー

トルといった浅いところに周年分布しておりますが、大型個体である雌の成魚

については、産卵後水深300メートルより深いところへ移動していくという特

徴を持っているようでございまして、２月ごろになりますと深いところから雌

が戻ってきて、浅場で産卵するということでございます。 

 次に、右側のズワイガニですが、ズワイガニはアカガレイとは雄・雌逆でし

て、雄ガニのほうの 終脱皮したカタガニが、浅場から350メートルより深い

ところまで分布・移動しているということでございます。 



－18－ 

 一方、未成熟の雄ガニや雌ガニは、比較的水深の浅い200から300メートルの

間に分布しているということでございます。雌ガニについては産卵後、 初の

産卵のときは１年半くらい、その後の産卵のときは１年ぐらいお腹に卵を抱え

ておりまして、２月から３月にかけてふ化し、その後交尾し、またお腹に卵を

抱えることになります。ふ化した幼生は海中を浮遊して、その後着底して、稚

ガニとなって成長とともに浅場へ移動するということでございます。両魚種と

もいろいろと特徴がありますが、主としておおむね200から300メートルぐらい

の水深帯において、多く生息しているということでございます。 

 次に、その下の底びき網漁業の漁場と水深帯規制のイメージをご覧ください。

京都府沖合の例を紹介させていただきます。まず、左側の図には、京都府沖合

の底びき網漁業の漁場ということで、沿岸側から赤色の線で囲んでありますの

が、ニギス・ヤナギガレイ・タイ類の漁場でございます。次に、緑色の線で囲

んでありますのが、ハタハタ・ソウハチ・ヒレグロ・アカガレイの漁場で、こ

こは水深帯が200から250メートルくらいの海域でございます。 後の青色の線

で囲んでありますのが、ズワイガニ・アカガレイの漁場でして、ここは水深帯

が250から350メートルくらいの海域でございます。 

 次に、右横の図ですが、ズワイガニ漁期外の220から350メートル水深帯規制

の例といたしまして、まず、真ん中の図はズワイガニ漁期前でございますが、

緑色の枠内では９月１日から11月５日までを昼夜操業禁止と、また、左側の図

はズワイガニ漁期後でございますが、ハタハタ漁などへの影響も考慮しながら、

白色の枠内では３月21日から４月30日までを夜間操業禁止と、また、赤色の枠

内では同じ期間を昼夜操業禁止と、 後に、緑色の枠内では、５月１日から５

月31日までを昼夜操業禁止とする段階的な取組が行われているところでござい

ます。 

 ズワイガニ漁期外には、底びき網漁場に水深帯の規制がかぶせられていると

いうことで、漁場が狭くなるといった厳しい取組ではございますが、そういっ

たことが上から見てわかりやすいということで、京都府沖の例で紹介させてい

ただきました。 

 次に19ページ、４の保護区の設定等をご覧ください。保護区については、自

主的管理措置として、漁業者自らが保護区を設定しております。更に、府県及
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び国のほうで保護礁を設置する形で保護区を設けております。 

 中段の地図をご覧いただきたいのですが、黒い色、青い色のポツが保護礁を

設置し、保護区が設定されているところでございます。後ほど説明させていた

だきますが、赤色のところが水深帯規制が設定されている範囲でございます。

また、隠岐諸島の北側と西側の黄色の四角ですが、ここはミズガニが多く分布

するということで、漁業者自らが周年の操業を自粛する保護区を設定しており

まして、かなり広い範囲で取り組まれているところでございます。 

 上に戻っていただきまして、保護区の効果ですが、保護礁内では網を曵けま

せんので、透明性・実行性の高い資源保護効果を生み出しております。また、

保護区・保護礁での増殖効果が、また、これら保護区・保護礁からしみ出す資

源の持続的利用の確保が期待されるということでございます。 

 一番下の枠をご覧ください。保護区設定の簡単な経緯を整理させていただい

ております。府県による保護礁の設置が昭和50年代から始まっております。ズ

ワイガニの漁獲量が急減したころかと思います。そして、先ほどのミズガニ保

護区であります。隠岐北方海域では平成24年漁期から、隠岐西方海域では今漁

期からの取組となります。 

 次に、フロンティア漁場でございますが、国のほうでも水産庁直轄事業とし

て、平成19年からアカガレイ・ズワイガニの保護育成目的ということで、フロ

ンティア漁場整備を進めております。特徴としましては、保護育成礁は禁漁で

すが、一部におきましては、保護育成礁の周辺１マイルの範囲も、底びき網漁

業の操業を自粛するという取組が行われているところでございます。 

 おめくりいただきまして、20ページの５の水深帯規制をご覧ください。ズワ

イガニの漁期外、３月21日から11月５日でございますが、その漁期外の操業に

おきまして、ズワイガニや小型のアカガレイが混獲されますが、これを回避す

ることを目的として、ズワイガニやアカガレイの未成魚・成魚雄が多く分布す

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。 

 水深帯規制の内容です。面積は11,507キロ平方メートル、時期は下の操業ス

ケジュールのイメージ図と併せてご覧いただければと思います。こちらのイメ

ージ図は鋸埼以西の例でございますが、６月１日から８月31日までの操業禁止
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期間が明けた９月１日からズワイガニ解禁日前日の11月５日までの間がカニ漁

期前、ズワイガニ漁が終わります３月21日から５月31日までがカニ漁期後でご

ざいまして、このズワイガニ漁期前後の期間におきまして水深帯規制が取り組

まれております。 

 水深は海域で異なりますが、おおむね220から350メートル、これはアカガレ

イとズワイガニの生活史と分布水深のところで説明させていただきましたが、

両魚種が主として生息する水深帯での操業を自粛し、混獲を回避するという取

組でございます。 

 効果でございますが、平成25年のトロール調査の結果におきまして、大型カ

タガニと、翌年には商品価値が上がる大型のミズガニの４割以上が、また、未

成熟の小型ミズガニや雌ガニの５割以上の資源が保護されるということでござ

います。更に、アカガレイも、カニ漁期前に浅場に多く分布する小型アカガレ

イ、未成魚と成魚雄でございますが、保護されるという効果を生んでいるとこ

ろでございます。 

 次に、他魚種操業との組み合わせによる合理的な漁獲圧の分散というところ

でございます。下のイメージ図で、操業禁止期間が明けた９月１日から11月５

日までのカニ漁期前は、水深帯規制を避ける形で、200メートル前後の水深帯

でハタハタやマダラ操業、また、水深帯規制が設定されていない海域での350

メートルより浅い水深帯でのアカガレイ操業が行われております。11月６日は

ズワイ解禁でございますが、雌ガニは240メートル、ミズガニは280メートル、

カタガニは310メートルぐらいの水深で曵網している場合が多いということで

ございます。 

 ズワイガニ漁が一段落する１月以降、水深200メートル前後のところで、ハ

タハタやホタルイカ操業へ徐々にシフトしまして、ズワイガニに過重な漁獲圧

をかけない、漁獲圧を他魚種操業に分散させる操業が行われているところでご

ざいます。 

 以上、長くなりましたが、資源管理の取組についてご紹介させていただきま

した。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 
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 ただいまアカガレイ・ズワイガニについて、資源管理の取組状況について、

水深帯規制等も含めたかなり詳細な説明をいただきました。ただいまの日本海

西部のアカガレイ及びズワイガニの広域資源管理の取組状況について、ご質問

等ありましたら伺いたいと思います。何かございますでしょうか。 

 清野委員、どうぞ。 

○清野委員 

 ご説明ありがとうございました。非常に感動的なお話で、やっぱり広域漁業

調整委員会の中でも、現地から来られて窮状を訴えられたこともありましたし、

それから、いろいろな分野の方が資源とか漁場とか、本当に力を合わせて対応

されていると思います。 

 また、いい意味で驚いたのは、先ほど川越委員のほうから、ぎりぎりまで保

護をやっているんだけれども、研究者等から見て、もうちょっとアドバイスが

あるかなど、何か漁業者と研究者の資源保護のコミュニケーションができてい

ること自体が、相当画期的なことだなというふうに思います。そして今日ご説

明いただいた資料も、いろいろな種類による生活史というか、どこで生まれて

どこで育ってという図だとか、あるいは海底地形と保護区の関係とか、非常に

よく整理されておられます。ですから、こういったコミュニケーションという

か、多くの人が情報を共有しながら、一つ一つ積み上げていった例としては、

非常に教えられることの多い進め方を伺いました。 

 ですから、なかなか資源管理の話は難しいと思うんですけれども、このよう

に誰かが資源管理のまずいところは早目に復元して、みんなで話し合いをしな

がら言葉とか絵とかにしていく、更に毎回バージョンアップしていかれていま

す。そういうものの蓄積なんだろうと思っております。 

 この海域はすごく水温が高くなったり、大変なところだと思いますし、海外

との調整も苦労されているところです。そういう中で、やっぱり関係する人が

一緒にやるための物事の進め方として、もう一回何か優良事例というだけじゃ

なくて、何をどうやったらコミュニケーションがとれるようになってくるのか

の共有は大事です。インターネットで発信したら、絵だったら言語が違っても

見ることができて、海外の人も理解を深めることができるでしょう。あとは、

地元の子供たちへの教育とか学校との共同とか、まちづくりとかいろいろな展
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開をされていたと思います。ぜひこういう例を広域的な資源管理の合意形成事

例としても、また引き続きバージョンアップされながら、また、漁業者からと

研究者のコミュニケーションの事例にして下さい。とても感動しましたという

か、ありがとうございました。 

 以上、感想みたいなものですけれども、コメントさせていただきます。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 大変歴史のある資源管理を行っている、特にズワイガニについては資源の生

態と併せ、また、代替の時期によって代替の漁法を工夫すると、大変資源にも

優しいし、漁業実態としても優しい取組を、関係者の中で非常に昔から話し合

いの中で進めてきたもので、清野委員に言わせれば優良事例だと思いますけれ

ども、今後についても更に発展、工夫をするような形で、この資源管理の取組

が進んでいけばよろしいんじゃないかなというふうに思います。 

 ほかにこのアカガレイ・ズワイガニについての資源管理の取組について、何

かご発言ございますでしょうか。 

 川越委員。 

○川越委員 

 まさに今ズワイガニは盛漁期で、我々この日本海側に位置する地方というの

は、このカニがなければその地域が成り立たないというぐらいな状況にもなっ

ております。そういう中で、先ほど上田主任研究員が言われたように、非常に

我々が危惧する情報というか、非常に2020年ごろには漁獲が大きく減るだろう

というようなことを言われるわけで、そういう中で、それを本当は予想と反す

る状態になっていくことを我々は期待するわけですが、そういう中でまだ三、

四年の猶予があるという中で、なってからはで遅いということで、事例によっ

ては１つの広域的な委員会指示で、きちんと自主管理規制をもっと高度化する

というやり方も関係者間でまとまれば、これは一つの資源管理のあり方だと私

は思うわけですが、そういうこともこの委員会でそういう含みを持った議論を

していただければ、今後はありがたいかなと。もう間際になってやるより、少

しでも期間がある間にできる、漁業者にとっては非常に締めつけになるわけで

すが、それによって漁業は継続できる、カニ漁は維持できるという姿をつくり
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上げていくべしというふうに考えるわけですから、そういうような関係者間の

合意が得られれば、委員会指示等々も、本当はやりたくないんだけれども、そ

れぐらいアップして取り組まなければならないかなというふうに考えておりま

すので、それぞれ地域の委員さん、また地元に帰られて、そういうようなこと

も議論していただければなというふうに思っております。 

○橋本部会長 

 大変前向きで積極的なご発言、ありがとうございます。 

○志幸委員 

 それが一番いいことなので、 高でございます。本当にいいことでございま

す。また地方へ帰ったら、その報告をいたします。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ほかにご発言はございますでしょうか。 

 岡田委員。 

○岡田委員 

 京都府の岡田です。 

 ただいま川越委員さんのほうから、カニ漁がなかったら底びきはやっていけ

ないというような、そういう厳しい状況だということを言われました。そうい

う中で、カニの資源の管理ということは、漁業者自体もう限界に近い状態の中

で管理しておると思うんですよ。私がかねがね以前から思っていますことは、

やはり稚魚が成長しやすい漁場環境というものについて、これからは考えてい

く必要があるんじゃないかと思っております。そういう部分でやはり漁業者が

できること、あるいは研究者が調べて、こうしたらいいというようなことの中

で、やはり稚魚が育つ漁場にということに取り組んでいく必要があると、その

ように感じております。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。この次に多分説明のある保護育成礁とか、そうい

った話も含めて、確かに人間が取り組めること、それから稚ガニ、あるいは稚

魚が生育しやすい状況をつくってあげるということも、非常に大切なことだと
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思います。ありがとうございました。 

 ほかにこの取組状況についてのご質問はよろしいですか。 

 それでは、（２）についてはこのぐらいにしまして、議題の（３）に移りた

いと思います。議題の（３）その他について、フロンティア漁場整備事業につ

いて、事務局から報告があるということでございますので、説明をお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局（三上） 

 それでは、その他の項目ということで、フロンティア漁場整備事業について

ということでご説明します。私はフロンティア漁場整備の担当をしております

整備課上席漁港漁場専門官の三上と申します。よろしくお願いします。 

 まず、資料につきましては、資料３ということで、資料の21ページからの３

枚の資料を用意しております。本議題につきましては、先ほど17ページのとこ

ろで山本さんがお話しになりましたけれども、いわゆる平成19年度から日本海

西部地区というところで、アカガレイ・ズワイガニを対象に特定漁港漁場整備

事業計画を立てて、保護育成礁の整備を進めているところでございます。今回

10月４日付で軽微な変更を行いましたので、その報告をさせていただきます。 

 まず、資料の３をもう一回見てください。これは現在のフロンティア漁場整

備事業の実施状況を右の地図に示したものでございます。本年２月の広調委で

も説明したところですが、今年度から新規２地区、これでいうと長崎の対馬海

峡地区、鹿児島の大隅海峡地区の２地区を追加しまして、計４地区で整備を行

っております。なお、※印の長崎の五島西方沖は平成27年10月に完成している

ところでございます。 

 次のページを開いてください。22ページのほうは、これは日本海西部地区の

整備概要を更に詳しく示したものでございます。先ほどお話にありましたが、

平成28年３月に、これまで21群だったものを11群増やしまして、32群で保護育

成礁を整備しておりまして、ここに赤と黒の四角でポイントを示しております

けれども、黒のところが既に完成した箇所でございまして、赤が今整備中、あ

るいは今後整備していく箇所を示しております。 

 平成29年10月、先月時点では、この黒四角20群が完成をしておりまして、残

り12群を現在整備中、あるいは今後整備していくことにしております。下の写
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真等はその保護育成礁の写真、また育成礁内を撮ったものでございます。 

 続きまして３枚目、23ページは具体的な計画変更の内容でございます。変更

の箇所は、ピンクの四角枠で囲っております。右側の下のほうの但馬沖漁場の

第４、それから、真ん中の上のほうに隠岐北方漁場の第10というところが該当

するところでございます。この該当箇所で現地調査を行って、実際に深浅測量

等を行って保護礁を設置できるかどうかというところを精査したところ、急峻

なところが見つかりまして、そこには保護育成礁を置けない状況になっている

というのが判明しました。そのために、保護育成礁が安定して設置できる位置

まで設置位置を変更したものでございます。この上の赤囲いが変更後の緯度・

経度でございます。距離にして言いますと、但馬沖の第４では約2.4キロ、隠

岐北方第10については約1.5キロほど移動することになったところでございま

す。 

 以上が変更の内容でございまして、この変更の内容は、もう既に10月４日に

関係する兵庫県、鳥取県、島根県に通知し、また、水産庁のホームページにも

公表しております。今後残りの10群について整備を進めることとしており、先

ほどお話がありましたけれども、できるだけ漁場環境としても餌料を増やすと

か、そういった形で少しでも資源管理に資するような整備を、漁業関係者とも

話をしながら進めていきたいと思っております。 

 以上が軽微な変更の内容のご報告でございますが、１点ほどこの場を借りて

ちょっと追加で報告をさせていただきます。この資料の21ページに、日本海西

部地区以外で赤で囲っている、いわゆるこれはマウンド礁と呼んでいる、マア

ジ・マイワシ・マサバ等を対象にしたマウンド礁の整備をしているところです。

このうち②の隠岐海峡地区というところでは、実は２基ほどマウンド礁を整備

することになっています。この２基のうち西側のマウンド礁が今年の10月に完

成いたしました。それにつきまして、今回ご報告をさせてもらいます。既に関

係機関へのお知らせをしておりますので、今後ともご協力をお願いしたいと思

っております。 

 以上でございます。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。フロンティア漁場整備事業について、日本海西部
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地域の保護育成礁について、整備効果も含めた若干の位置移動というものと、

それから隠岐海峡地区のマウンド礁の一部、西側の地域の完成という情報をい

ただきました。 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。何かご

ざいませんか。 

 それでは、特段ご質問もないようでございますので、その他としまして、委

員の皆様から何かこの部会で発言したいという項目があれば、この機会にお伺

いしたいと思いますが、何でも結構でございますが、何かございますでしょう

か。 

 安成委員、どうぞ。 

○安成委員 

 先ほど日本海の北部のお話にもありましたが、海の中の環境の変化、とりわ

け海水温の上昇が、 近特にひどくなったという感じがいたします。とりわけ、

今年は、イカが北海道の北に行ってしまう傾向もみられ、日本海だけではなく

て日本周辺が全体にそういうような傾向がみられるとも思えます。その意味で

も先ほどのお話にありましたような稚魚育成のためのいい漁場環境が、どうい

うものであるのかというのを科学として、広域的な視点で取り組んでいただけ

ると良い結果が出るのではないか、と思います。広調委の場という日本海の西

部全体をカバーできる場なので、上手く生かせば、複数の魚種を一度に管理で

きる仕組みにつながるようなデータの収集も出来ないわけではない。科学者の

方も多くの漁業に従事する当業船からのデータを得ることが出来れば、状況の

把握ができやすくなるでしょうし、科学の精度も上がると思います。「ここで

はとれなかったけれどもこっちではとれた」とか、そういう現場の情報という

のがとても重要であるのではないかと思います。その研究者の方々への現場か

らのフィードバック、データのフィードバックを含めて、みんなで相互に取り

組むことができればよりよい結果を生むのではないかと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 何かコメントを。 



－27－ 

○久保寺室長 

 ありがとうございます。先ほどの日本海北部のお話もありましたけれども、

平成20年ごろからＴＡＣ魚種は情報を公開して、説明を丁寧にしようというこ

とで、意見交換会ですとか、その前に資源評価のブロック会議もかなり頻繁に

やるようになりました。それでただ、いまだにやはり資源評価に対する認識と

か信頼性が、やっぱり魚種とか系群によって違うというのもこれは事実ですの

で、これは謙虚に受けとめて、またやり方をいろいろ工夫するということはし

たいと思っております。 

 今回のズワイとアカガレイの話の、幾つかポイントはあると思うんですけれ

ども、資源を保存すると同時に、それも大事に水揚げして大事に売るというこ

と、それから、それを漁業者の皆さんで話し合いをするということ、これは日

本海全県で幅広くやっていただいていますので、やはり漁業者の皆さんが主体

的にそういう議論を進めていく、もっと言うと水研の人を呼んで話を聞く場を

設けていただく、やはりこういう取組が非常に私にとっても効果的であっただ

ろうというふうに思います。いろいろ技術的な話はありますけれども、漁業者

とそれから行政と研究者、それぞれの立場からきちんとした意見交換ができる

ように、取組を今後とも強めていきたいというふうに思います。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 

 ほかに何かご意見ございますでしょうか。 

 志幸委員、どうぞ。 

○志幸委員 

 明日の広域の会議で言おうかなと思ったのですが、今日は時間がまだあるよ

うですので、ちょっと先走って言わせていただきます。私は今までいろいろな

会議に出させていただきましたが、今日、組合長を始め皆さんがおられる中で、

川越さんの意見に本当に賛同しました。私も明日、発言する内容を職員とうち

の海区委員会の中で議論して発言要旨としてまとめてきたんですけれども、

終的には川越さん、やっぱり後継者の問題と資源管理の問題に尽きると思いま

す。私は今までいろいろな水産の会議に出ていますけれども、この資源管理型、

橋本さんが部会長のこの会議が私は一番好きなんですよ。皆さん、冗談ではあ
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りません。こういう会議で、川越さんが言われたような議論が必要なのではな

いでしょうか。今は行政から管理手法を示す時代じゃないんですよ、もう。水

産庁から言われて管理するのではなく、今は漁業者自らが管理していかなきゃ

だめな時代が来ているんですよ。 

 今、私の子供は漁師をしております。この子供がいつまで漁師をできるのか

なという不安に駆り立てられておりますよ。明日、発言要旨をコピーして皆さ

んにお配りしようと思っています。今新聞社の方も言われましたけれども、今、

石川県でも騒がれておりますイカの資源、それからサンマの資源、私はずっと

四〇数年、五〇年ばかり漁師をしてきた中で、やはり沖合の漁業が沿岸の漁業

にも響いてくると思っています。これは資源管理の問題なんですよ。一番いい

会議をつくったなと思って、私は一番喜んでおるんですけれども、私もこの委

員会の委員も今期で 後だと思うんですけれども、 後にこういう後継者問題

や資源管理の問題を皆さんにわかっていただいて仕事をさせていただきたいな

と思っております。また明日、発言要旨を見ていただいて、後継者の問題、資

源管理の問題をひとつひとつ検討していただければなと思うんですよ。そうい

うことで明日またよろしくお願いしたいなと思っております。明日コピーして

お配りしたいと思います。 

 以上です。 

○橋本部会長 

 また、では明日よろしくお願いいたします。 

 ほかに、大分時間も予定の時間に迫ってまいりましたが、ほかに特段よろし

いですか。 

 それでは、よろしければ 後に、事務局から次回の日本海西部会の開催予定

について説明願いたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（山本） 

 それでは、次回の部会につきましては、本委員会の開催状況を踏まえ、部会

長始め委員の皆様方のご都合をお聞きし、決定したいと考えております。改め

まして事務局からご連絡いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○橋本部会長 

 ありがとうございました。 
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 ただいま事務局から説明がございましたとおり、次回の部会の開催につきま

しては、日程調整の上、改めて委員各位にご連絡いたしたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、これをもちまして、大変貴重なご意見も多々いただきましたが、

第26回の日本海西部会を閉会させていただきたいと思います。委員各位、ある

いはご臨席の皆様におかれましては、議事進行への協力、貴重なご意見を多々

ありがとうございました。 

 なお、冒頭にお願いいたしました議事録署名人の眞野委員、それから濱村委

員、このお二方におかれましては、後日事務局より当部会の議事録が送付され

ますので、署名をよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、長時間ありがとうございました。これで日本海西部会を閉会いた

します。 

 

閉 会 
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以上は、審議内容と相違ないことを認め、署名押印する。 
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