
- 1 -

第２２期第８回渡島海区漁業調整委員会議事録

１ 開催日時 令和４年６月７日（火）１４：００

２ 開催場所 日本漁船保険組合道南支所 会議室

函館市桔梗１－２５－１３

３ 出席委員 阿部 国雄、上見 孝男、髙野 勇一、西山 武雄

若山 唯敏、山下 勉、瀧川 久市、柴田 一、

佐藤正美、森 祐、三上 浩、坂田 憲治

欠席（佐々木治一、掛川正春、桜井泰憲）

４ 事 務 局 事務局長 北 弘由樹

専門主任 笹 正雄

臨 席 者 渡島総合振興局産業振興部水産課 漁業管理係長 高尾 力

技師 小澤 友稀

技師 森島 祟矢

５ 議題

議案第１号：まつかわ資源の保護を図るため全長３５センチメートル未満魚の採捕を

制限する委員会指示について

議案第２号：特定水産資源に関する令和４管理年度における漁獲可能量の当初配分案

について（答申）

議案第３号：定置漁業の休業中の漁業許可について（答申）

議案第４号：知事許可漁業に係る制限措置の内容及び申請すべき期間について（答申）

６ 報告事項

・くろまぐろに関する令和４管理年度における知事管理漁獲可能量の変更について

・すけとうだら日本海北部系群に関する令和４管理年度における知事管理漁獲量の変

更にいて

７ その他
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議 事

北局長 ただいまから第２２期第８回の渡島海区漁業調整委員会を開会いたします。

開催にあたり、阿部会長からご挨拶を申し上げます。

阿部会長 どうも皆さんご苦労様でございます。

開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

委員の皆様には、大変お忙しい中、そしてまた、渡島総合振興局の高尾係

長さんほか担当者の皆様にご臨席を頂き、誠にありがとうございます。

さて、六月に入りまして、渡島管内を代表する漁業であるイカ釣り漁業が

始まりました。

ご承知のとおり、近年、スルメイカ漁は、水揚げの減少の一途を辿ってお

り、過去に例を見ない不漁が続いているところでございます。

道内の昨年の漁獲量は、総体で約７千トンと過去 低だった令和２年と同

程度であり、大変厳しい結果に終わっております。

一方、渡島管内のスルメイカの水揚げについても、昨年の漁獲量は、約２，

３００トンと令和以降、３，０００トンを下回る大変厳しい状況が続いてい

るところでございます。

また、先週発表されました試験研究機関の本年の予測では、スルメイカの

分布は低密度で漁期序盤は昨年同様に厳しいものになるとの予想が出されて

おるところでございます。

しかしながら、イカは漁業者のみならず流通、加工、飲食店に至るまで、

その恩恵は大きなものでございます。

本年こそは、試験研究機関の予想を覆し、渡島管内沖合に漁場が長期間形

成をされ豊漁になることを願っております。

本日、ご審議を頂く議案は、「まつかわの体調制限に関する委員会指示」の

発動、北海道知事から諮問がございました「特定水産資源に関する令和４管

理年度における漁獲可能量の当初配分案について」、「定置漁業の休業中の漁

業許可について」、「知事許可漁業に係る制限措置の内容及び申請すべき期間

について」の４件なってございます。

そのほか報告事項が２件ございます。

委員の皆様におかれましては、慎重審議を頂きますよう、よろしくお願い

申し上げまして、簡単ではありますが開催にあたってのご挨拶といたします。

どうぞよろしくお願いいたします。
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北局長 本日の委員会に、ご臨席を頂いている方々をご紹介させていただきます。

渡島総合振興局産業振興部水産課、漁業管理係、高尾係長さまです。

高尾係長 高尾です、お世話になっております。

北局長 同じく小澤技師さまです。

小澤技師 小澤です、よろしくお願いします。

北局長 同じく森島技師さまです。

森島技師 森島です、よろしくお願いいたします。

北局長 以上でございます、よろしくお願いいたします。

阿部会長 議事に入る前に事務局から出席委員の報告をお願いします。

北局長 本日の出席委員について、ご報告させて頂きます。

総委員１５名中、１２名の出席となっております。

阿部会長 総委員数１５名中、１２名が出席しており、本日の委員会は成立いたしま

す。

次に、委員会規程第８条に基づき、議事録署名委員を指名させていただき

ます。

佐藤委員さんと坂田委員さんにお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

議案第１号

阿部会長 それでは、さっそく議案第１号の「まつかわ資源の保護を図るため全長３

５センチメートル未満魚の採捕を制限する委員会指示について」を事務局よ

り説明いたします。

北局長 それでは説明します、失礼ですが座って説明させていただきます。

資料１の２ページをご覧ください。令和４年５月２３日付けで、えりも以
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西栽培漁業振興推進協議会会長から当海区会長あてに要請書が届いておりま

す。

要請内容は、昨年同様、えりも以西海域におけるマツカワ資源の保護を図

るための委員会指示の発動でございます。

３ページをご覧下さい。要請に係る理由書になります。

理由といたしましては、年間１００万尾の放流事業を実施している中、全

長３５センチメートル未満の小型魚を保護する目的で沿岸・沖合漁業者が一

丸となって資源管理を進めている中、遊漁も含めた全体の取り組みとしての

資源管理が必要との考えから漁業者、遊漁者がともに取り組める資源管理の

体制として委員会指示の発動を要請されたものであります。

要請内容は、「全長３５センチメートル未満のマツカワは採捕しない」、「採

捕された場合は速やかに海中還元する」と昨年と同内容となっております。

続きまして、４ページをご覧ください。

こちらは、今回の委員会指示発動に関する評価調書でございます。

これは事業評価制度に基づく評価で 渡島総合振興局水産課に指示の内容

が妥当であるか法令に違反、抵触しないかなどの内容の検討を依頼しており、

当委員会及び知事部局での検討の結果、資料のとおり委員会指示の発動は妥

当であり、見直しの必要なしとされました。

詳細につきましては、後程ご覧ください。

続いて、７ページをご覧下さい。

こちらは、委員会指示の新旧対照表となっております。

左側が令和４年、右側が令和３年となり変更箇所は、発動年月日と指示期

間年のみとなっております。

発動年月日は、本日、決定していただいた場合、本日付となります。

９ページには、委員会指示全文、１０ページには、採捕制限海域概略図を

添付しております。

内容については、先ほどご説明したとおり、発動年月日と指示期間年以外

は、昨年と同内容となっておりますので、後程お目通し願います。

後に１１ページですが参考までにえりも以西海域におけるマツカワ漁獲

状況の推移を添付してございます。

令和３年度の漁獲は数量で前年比１０５％の約８９トン、金額で前年比９

８％の約９千１百万円となっております。

説明は以上でございます。

阿部会長 だいま、事務局から「まつかわの資源保護に関する委員会指示」の説明があ
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りました。

このことについて、ご質問やご意見等がございましたらご発言をお願いし

ます。

山下委員 放流は35cmということなんだけど、うちらの場合、全然話しにならない。

放流してから10年くらいになるが、来遊は殆どなく、極端に言えば、うち

が放流した分は、道東の方とかに行っている。

したがって、この議題の根本から少しずれてしまうが、どうなんだろう、

各組合が負担して、かれこれ１０何年もたっており、もう少し考えた方がい

いのではないかと思う。

それと、自分も何年か前に事務局や支部をやったが、手繰の数量が出てこ

ないのが問題、というのは、結局ある時期になれば、まつかわが浅みから深

い所に行くため、漁獲数量が全然出てこないようだが、そのあたりの管理を

もう少しちゃんとやってもらいたいのが本音。

阿部会長 答えはいいですか？要望として承ってよろしいですか？

山下委員 答えは、ここでは出ないと思う。

阿部委員 前からずっとやっている事であって35cmは資源を守るというのが第一前提

で、今、手繰の話もでたんですけども、それはこちらでは確認が取れてござ

いません。

といった中で手繰の話は、やりにくい部分もあるのかなと考えております。

やはり漁業者自ら35cmにするという事をやっていかないと今後、釣り人、

色々な人に対しても強く漁業者から発言をできていかないと言う事もござい

ますのでね、一応そういう形の中で35cmをうたっている形で私はいま認識し

ているのですけれども、山下委員の言われたことも、一理ございますので今

後に課題として議題に挙げるかは別にして、この様な意見がありましたとい

うことで出していきたいと思います。

それでご理解頂いてよろしいでしょうか。

三上委員 35cmは賛成です。手繰の部分と言うより、深いところに行く魚なので、何

処に放流しても、そっちの方に行くし、福島の方まで行っています。

だからお互いに、お互いと言えば変な話ですが、知内さんのヒラメの放流

が、こっちに来てるかもしれないし、話題的にそのような話になるかもしれ
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ない。

マツカワは砂原や森で漁獲されているから良いですが、長万部の高野さん

や阿部さんのところは、一匹も捕っいてない。

兼ね合いで色々出てくるかもしれないので、あまり突っ込まなくても良い

と思います。

坂田委員 資料に相対的な数量と金額出ていますが、どこのどの地区でどれ位、捕獲

されているのか、できれば教えて欲しいと思います。

北局長 今日は用意しておりませんが振興局の方でまとめているものがあると思い

ますので後ほど、お知らせさせていただくと言う事でお願いします。

山下委員 後で、手繰の捕獲数も調べていただきたい。

森委員 それぞれ、考えはあるんだと思いますが、この要請は、えりも以西の栽培

漁業振興協議会から来てる訳で、それぞれ放流している地域では、この振興

会に加入しているはず。

今の意見は、その場で言うべきであって、この渡島海区の委員会の場では、

中々、簡単に結論が出せるものではないと思います。

前向きな考えを持って協議会の中で、渡島の意見としてまとめて発表する

のが妥当ではないかと思います。

山下委員 協議委会では、この話はさんざんしている訳ですが、全然検討が進まない。

各単協で、お金を払っていることが一番の問題、全然その効果が生まれて

こない。

もう10何年もですから、この海区の場で、答えは出ないと思いますが、今

後の議題としてお願いしますと言う事です。

阿部会長 山下委員に対して言った事に対して私は、こちらのそういう意見がありま

したと私はそれを伝えますよと言う事で、それ以上の事は、今この会ではで

きないんです。

これは栽培公社、その他皆漁業者が助け合いでやっていることがあって、

損得勘定は抜きでみんな協力してやっているもので単協の組合長として考え

ていたたければ、もう少し大きな視野で、できれば見ていただきたいと言う

のが私のお願いでございます。
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山下委員 それは十分わかっています。

今度は、手繰の分も含めた全部の数量を出してもらいと思います。

阿部会長 坂田委員から発言のあった、地区別の資料は、後ほど送付してもよろしい

でしょうか？

それでは、1号議案はこのように決定してよろしいでしょうか？

各委員 異議なし。

阿部会長 ご意義がないようなので、そのように決定させていただきます。

議案第２号

阿部会長 それでは、次に議案第２号の「特定水産資源に関する令和４管理年度にお

ける漁獲可能量の当初配分案について」を事務局より説明いたします。

北局長 資料２をご覧ください。北海道知事からの諮問になります。

諮問の内容は、令和４管理年度のマサバ、ゴマサバ太平洋系群及びズワイ

ガニ各系 群のTACに関し、知事管理漁獲可能量の配分を定めるため、漁業法

第１６条第２項の規程に基づき、当委員会の意見を聴くものでございます。

まず、令和４管理年度のTAC及びその配分について、ご説明いたします。

２ページをご覧ください。知事が定め、公表しようとする知事管理漁獲可

能量案が示されております。

詳細について、魚種ごとに順次、ご説明して参ります。

３ページをご覧ください。これは、5月２４日に開催された「水産政策審議

会資源管理分科会」を経て国から示された、令和４管理年度における漁獲可

能量の当初配分に基づき、北海道に定められた、数量の概要を示したもので

す。

まず、マサバ及びゴマサバ太平洋系群ですが、 大持続生産量、いわゆるM

SYを達成する産卵親魚量を管理の目標として、資源管理基本方針で定められ

た漁獲シナリオで算定される、マサバとゴマサバのABCの合計値が、その年の

TACとして設定されています。マサバ及びゴマサバ太平洋系群のMSYを達成す

る親魚量は、１７０万３千トンであり、対して、２０２０年の平均親魚量は

１３８万８千トンで、MSYを下回る資源状態となっております。

しかしながら、今回、設定されたTACがMSYを上回る５０万９千トンとなっ
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ておりますのは、現時点の資源評価結果から計算される将来予測において、

２０２２年のマサバの親魚量が増加する見込みとなっており、MSYを上回るTA

Cが設定されたことによるものでございます。

令和４管理年度のTAC配分については、日本全体の５０万9千トンに対し、

大臣許可漁業に28万9千トン、北海道へは数量が明示されない「現行水準」と

して定められております。なお、マサバ対馬暖流系群及びゴマサバ東シナ海

系群については、北海道の配分はありませんので、説明を割愛させていただ

きます。

次に、ズワイガニですが、北海道に関係するのは、北海道西部系群とオホ

ーツク海系群となっており、こちらも、資源管理基本方針に定められた漁獲

シナリオに従い、北海道西部系群については、平成９年以降の 大漁獲量を

考慮し４３トンが設定され、全量の４３トンが北海道に定められています。

また、オホーツク海系群については、近年の 大漁獲量を考慮し、１，００

０トンがTACとして設定されており、北海道には、１２５トンが設定されてい

ます。

次に、北海道に定められたTACの知事管理区分への配分について、ご説明い

たします。

４ページをご覧ください。マサバ及びゴマサバについては、北海道は数量

が明示されない「現行水準」と定められていることから、「北海道マサバ及び

ゴマサバ太平洋系群漁業」も「現行水準」として数量を明示せず定めること

としています。

続きまして、５ページをご覧ください。

ズワイガニの配分の考え方ですが、国から北海道に数量を定められた系群

は、「ズワイガニ北海道西部系群」と「ズワイガニオホーツク海南部」の２系

群であり、それぞれ別に管理することとしています。

まず、ズワイガニ北海道西部系群については、北海道資源管理方針におい

て、「北海道ズワイガニ北海道西部系群漁業」と「北海道ズワイガニ北海道西

部系群を漁獲するその他の漁業」の２つの管理区分に分けて管理することと

しており、配分に係る道の通知に従い、配分比率は、９：１としていること

から、「北海道ズワイガニ北海道西部系群漁業」に３９トン配分することとし

ております。

なお、「北海道ズワイガニ北海道西部系群を漁獲するその他の漁業」につい

ては、「現行水準」として管理することとしております。

続いて、ズワイガニオホーツク海南部についてですが、こちらは、知事管

理区分が一つであり「北海道ズワイガニオホーツク海南部漁業」に １２５
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トン全量を配分することとしております。

７ページ以降については、水産政策審議会で説明された資源評価結果と当

初配分案に係る資料を参考までに添付しておりますので、後ほどご覧いただ

ければと思います。説明は以上でございます。

阿部会長 ただいま、事務局から議案第２号に関する説明がありました。

このことについて、ご質問やご意見等がございましたらご発言をお願いし

ます。

三上委員 ズワイガニは、噴火湾でも結構、揚がっているが、それもカウントされる

のか？

カレイが掛からなくなり、ズワイガニがあがっている。

北局長 されません。

オオズワイガニとして扱っています。

阿部会長 それではこの他、ご質問やご意見等がございますか？

各委員 ありません。

阿部委員 ご意見、ご質問がないようですので、知事から諮問がありました「特定水

産資源に関する令和４管理年度における漁獲可能量の当初配分案について」、

当委員会として適当である旨、答申することといたしたいと思いますが、ご

異議ありませんか。

各委員 意義なし。

阿部会長 ご異議がないようですので、そのように決定させていただきます。

議案第３号

阿部会長 それでは、次に議案第３号の「定置漁業の休業中の漁業許可について」を

事務局より説明いたします。

北局長 資料３をご覧ください。１ページ北海道知事からの諮問文となっておりま

す。
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今般、函さけ・いか定第１８号の免許権者である有限会社マルコメ工藤水

産から、休業届が提出され、昨年と同じく、道が漁業法第８８条第１項の規

定により、休業中の漁業許可の手続きを取り進めていたところ、昨年と同じ

く、函館市木直町の尾上匠さんから許可申請があり、知事から、同法第８８

条第２項に基づき諮問されたものでございます。

申請内容の詳細については、２ページにございますので、後ほど目通し願

います。

このことから、当委員会としては、「休業中の許可」をすること及び許可に

あたっての条件について、意見を述べることとなります。

示された条件についてですが、１ページ下段にあるとおり、「（１）敷設す

る身網の数は、１個でなければなりません。」「（２）さけ再生産用親魚に不

足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確保のために、必要な

措置を指示することがあります。」の二つで、今般休業する、函さけ・いか定

第１８号の制限又は条件と同内容となっております。

説明は以上でございます。

阿部会長 ただいま、事務局から議案第３号に関する説明がございました。

このことについて、ご質問やご意見等がございましたらご発言をお願いしま

す。

各委員 ありません

阿部会長 意見、ご質問がないようですので、知事から諮問がありました「定置漁業

の休業中の漁業許可について」、当委員会として適当である旨、答申すること

といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

各委員 異議なし。

阿部会長 ご異議がないようですので、そのように決定させていただきます。

議案第４号

阿部会長 それでは、次に議案第４号の「知事許可漁業に係る制限措置の内容及び申

請すべき期間について」を事務局より説明願います。

北局長 資料4をご覧ください。諮問させていただ く案件につきましては、令和４
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年度に許可の有効期間が満了する知事許可漁業の更新等にあたり、漁業法第

５８条において読み替えて準用する同法第４２条第３項の規定に基づき、制

限措置の内容及び申請すべき期間について、当委員会の意見を聴くものでご

ざいます。

今回、対象となる漁業は、本庁処分の「いるか突棒漁業」、道外者となりま

す。

ページをめくっていただき２ページ目をご覧ください。

諮問に係る、告示（案）になります。令和３年度漁期からの変更点といた

しまして、許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が「２隻」から「１隻」

となっており、それ以外は、変更ございません。

詳細については、資料のとおりとなっております。

申請すべき期間は、漁業法第４２条第２項及び北海道漁業調整規則第１２

条第２項の規定により１ヶ月を下回らないこととしており、令和４年７月１

日から同年８月１日までを予定しております。

３ページ以降については、参考として、制限措置等の取扱い、許可等の基

準を添付してございますので、後ほどお目通し願えればと思います。

説明は、以上でございます。

阿部会長 ただいま、事務局から議案第4号に関する説明がございました。

このことについて、ご質問やご意見等がございましたらご発言をお願いし

ます。

上見委員 道内には、イルカ突棒はあるのか？

北局長 道内にも許可はあります。

上見委員 道外の船は、うちの方にも来ているので、北海道も許可を出しているのか

と思い聞いた。

北委員 前回3月の委員会でお示しさせていただいており、釧路、オホーツクで三隻

ずつの枠で、いま申請期間中かと思います。

阿部委員 ほかございませんでしょうか？

各委員 ありません。
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阿部会長 ご意見、ご質問がないようですので、知事から諮問がありました「知事許

可漁業に係る制限措置の内容及び申請すべき期間について」、当委員会として

適当である旨、答申することといたしたいと思いますが、ご異議ありません

か。

各委員 意義なし。

阿部委員 ご異議がないようですので、そのように決定させていただきます。

報告事項

阿部会長 次に、報告事項に入らせて頂きます。

報告事項１と２については、関連がございますので、合わせて事務局より

説明いたします

北局長 資料１をご覧ください。

「くろまぐろに関する令和４管理年度における知事管理漁獲可能量の変更」

でございます。

裏面をご覧ください。

小型魚の知事管理漁獲可能量が、52.8トンから53.4トンに変更されていま

す。

今回の小型魚の追加は、他県における小型魚の追加配分に係る計算誤りに

よるもので、北海道分としては小型魚0.6トン増となっております。

続きまして、資料２をご覧ください。

「すけとうだら日本海北部系群に関する令和４管理年度における知事管理漁

獲可能量の変更について」になります。

裏面をご覧ください。

知事管理漁獲可能量が、2,770トンから3,077トンに変更されています。

これにつきましては、令和3管理年度からの繰越により、水産庁から北海道

知事管理区分に307トンが配分されたことを受けたものとなっております。説

明は以上でございます。

阿部会長 ただいま、事務局から報告事項１と２の説明がありました、何かご質問は

ありませんか。
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各委員 ありません。

阿部会長 ないようでございますので、本日提出された、議案4件、報告事項1号、2号

は全て終了いたしましたが、そのほかに何かございませんか。

各委員 ありません。

阿部会長 ないようですので、本日の委員会は終了いたします。

皆様の活発な意見もありました、これからも浜のためになる委員会として

いきたいと思っております。

ありがとうございました。


