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日時  令和 3年 2月 9日(火）午前 10時から 11時 07分まで 

 

場所  三重県勤労者福祉会館 講堂 

 

議題 

１ 議案 1  真珠養殖いかだへの標識の設置に関する委員会指示について 

２ 報告事項 1  太平洋広域漁業調整委員会の結果について 

３ その他 

（１）次回の委員会日程について 

 

出席委員 

掛橋  武   長野規一   東岡  保   西川豊博   三鬼  晃  

淺井利一   小川和久   藤原隆仁   矢田和夫    平賀大蔵  

秋山敏男    古丸  明    木村妙子   小林明子     大倉良繁   

 

欠席委員 

 なし 

 

 

事務局 

事務局長  林 茂 幸 

主幹    内芝俊幸  

主査    藤原由紀  

 

行政 

（三重県農林水産部水産資源管理課） 

（漁業調整班） 

主幹兼係長   森田和英  

 

傍聴者 

なし 

                            計 19 名                                                          
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〇掛橋会長  

それでは、ただいまから第 50回三重海区漁業調整委員会を開催いたします。 

本日は委員総数 15名中、15名全員出席ですので、委員会は成立しております。 

委員会運営規程第 12条に基づき議事録署名者として、藤原委員と古丸委員にお願いしま

す。 

発言にあたっては、議長に発言を求めていただき、議長の指名を受けてから、ご発言い

ただくようお願いします。 

それでは、議案１「真珠養殖いかだへの標識の設置に関する委員会指示について」を審

議します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（内芝主幹） 

資料１をご覧ください。この指示は平成 13年度から毎年発動していますが、継続して発

動するかどうかご審議をお願いするものです。 

１－１ページは令和２年度のいかだ登録台数一覧表です。仕上、養成、避寒、基地、母

貝のそれぞれの区分と地区ごとの登録台数です。登録台数の合計は10,586台で、令和元年

度より853台減少しています。１－２ページと１－４ページは今年度の登録票の貼付状況

等の調査の結果で，三重県真珠養殖適正化対策協議会から報告があったものです。調査に

ご参加いただいた委員の皆さまにおかれましてはお忙しい中どうもありがとうございまし

た。今年度の調査は、９月24日、９月30日、10月７日及び11月13日の４日間行われました

。著しく貼付率が低い３地区については，１－３ページにあるように再調査を行っている

ようです。 

続いて委員会指示案です。１－５ページが委員会指示の改正案、１－６ページが現行の

指示です。変更箇所は告示番号、告示年月日、指示の有効期間と漁業法の根拠の条の変更

で内容の変更はありません。告示日は令和３年３月５日を予定しています。 

なお参考までですが、１－７ページにあるように事務局長名で調査結果を受けて貼付を

徹底するようお願いする旨の事務連絡を発出しています。また、真珠養殖適正化対策協議

会から、委員会指示を継続発動する旨の要望書が毎年届いており、１－９ページにあると

おり本年度も要望書が出されています。 

ご審議よろしくお願いします。 

事務局からは以上です。 

 

〇掛橋会長 

 ただいまの説明についてご意見はありませんか。 

 地区によっては避寒いかだの設置時期もあり、調査日をもう少し遅くすることは可能で

しょうか。 

 

○事務局(内芝主幹) 
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 調査の日程は協議会で決定しています。傭船などの都合もあると思いますので、協議会

と相談したいと思います。 

 

○掛橋会長 

 よろしくお願いします。地区によっては設置いかだの実態がつかめない状況もあります。

管理者がわからないいかだが放置されると、台風などでそのいかだが流された際に漁業被

害を危惧する漁業者も多い。適正に管理するよう真珠養殖適正化対策協議会にもお願いし

てほしい。 

ほかにご意見はありませんか。 

 

〇委員 

 （意見なし） 

 

〇掛橋会長 

それでは、議案１については事務局原案どおり発動してよろしいですか。 

 

〇委員 

（異議なし） 

 

〇掛橋会長 

全員異議がないようですので、議案１については事務局原案どおり発動することとしま

す。 

続きまして、報告事項１「太平洋広域漁業調整委員会の結果について」、事務局から説明

をお願いします。 

 

〇事務局（内芝主幹） 

資料３をご覧ください。この委員会は令和２年 12月２日(水)に水産庁中央会議室を会場

に、委員はウェブ参加で開催されました。この委員会の委員である掛橋会長には当日委員

室までお越しいただきタブレットを見ながら出席していただきました。13 時 30 分から太

平洋広域漁業調整委員会第 29 回太平洋南部会、15 時 30 分から第 33 回太平洋広域漁業調

整委員会の２部構成となっています。 

まず南部会について、３-２ページが議事次第、３-３ページが委員名簿です。出席者は

３-１ページにあるように都県互選委員10名、大臣選任委員３名の計13名です。開会は水

産庁管理調整課資源管理推進室の魚谷室長で、挨拶は北門部会長がされました。議事録署

名人として都県互選委員の中野委員と小野委員が部会長指名されました。 

議題(１)広域魚種の資源管理で、二つめに伊勢湾･三河湾小型底びき網漁業対象種(トラ

フグ、マアナゴ、シャコ)について、三つめに伊勢湾･三河湾イカナゴについて、資源状況

を順に水産研究教育機構水産資源研究所水産資源研究センター底魚資源部鈴木主任研究員

、社会･生態系システム部横内主任研究員と澤山研究員、同部山本グループ長から、資源
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管理措置と取組状況について水産庁管理調整課西田課長補佐から説明がありました。３-

４ページ資料1-2-1からが小底対象種トラフグ、マアナゴ、シャコの資源評価結果で、３-

６ページにトラフグの資源評価のまとめがあります。資源水準は低位、動向は減少、2019

年漁期の資源量は127トン、親魚量は59トン、親魚量、加入尾数は大きく変動しており、

明瞭な再生産関係を見出すことはできないため、Blimitは設定していない、2021年ABC表

の管理基準でF20%SPRは親魚量を増加する漁獲シナリオで、Limitは33ﾄﾝ、Targetは27ﾄﾝ。

３-９ページはマアナゴの資源評価のまとめです。伊勢･三河湾内のマアナゴ漁獲量は、19

95～2000年までは概ね1,000トン前後で推移していたが、2011年以降は500トンを割り込み

2019年は224トンであった、資源量指標値は増減を繰り返しながら推移している、2019年

の資源量指標値は5.0となり水準は低位、動向は直近５年間の資源量指標値の推移から減

少と判断した、2021年ABC表の管理基準0.7･Cave3-yr･0.93は、0.7が資源水準が低位水準

である場合の推奨値、Cave3-yrが2017～2019年の平均漁獲量、0.93が資源量指標値の推移

から算出で、Limitは156ﾄﾝ、Targetは124ﾄﾝ。３-12ページはシャコの資源評価で、2019年

の資源水準は低位、動向は減少となり、2017年級が漁獲加入前に大量減耗した影響と見ら

れる。資源量指標値は、2000年以降は中位と低位の境界付近で増減を繰り返し、近年は極

端に低い年も見られる。2019年秋以降の漁獲も低調であり、2020年の資源量指標値も低水

準となることが予測される。2021年ABC表の管理基準は0.7･Cave3-yr･0.98で、0.7は資源

水準が低位水準である場合の推奨値、Cave3-yrは2017年～2019年の平均漁獲量、0.98は資

源量指標値の推移から算出で、Limitは97ﾄﾝ、Targetは78ﾄﾝ。３-13ページの資料1-2-1か

らは広域資源管理の資源管理措置と取組状況です。資源の現状で、小底全体の漁獲量は減

少傾向にあり小型魚の保護を中心とした管理で漁獲量の増大を図る必要がある。３-14ペ

ージで、資源管理措置は小型魚の保護、努力量制限、漁場環境の保全、トラフグ種苗放流

で、措置内容が表の右にあります。連携を図るための体制では行政･研究担当者会議やト

ラフグの漁業者協議会が組織運営され、３-15ページの取組状況が行われており継続して

いくとのことです。船越委員から資源について、①３魚種の資源回復の糸口がみつけにく

いなかで資源回復の取組は重要であること、②漁獲量は漁船の操業隻数、選別作業等の乗

組員数、湾の貧栄養化を考える必要があること、③湾の外洋化による操業形態の変動を考

えなければならないとの意見がありました。３-16ページからの資料1-3-1がイカナゴの資

源評価結果で、３-18ページ資源評価のまとめで、資源水準は仔稚魚が採集されなかった

ことから低位、動向は判断のための情報がないため横ばい、2021年ABC表は2016～2020年

は５年連続して禁漁となり、加入資源尾数及び漁獲物の平均体重が得られていないため、

2021年ABCは算定不可能、とり残し資源量一定方策です。３-19ページの資料1-3-2からが

資源管理措置と取組状況で、1990年から親魚10憶尾、2007年から20憶尾を残して来たもの

の５年連続禁漁となっており、３-21ページにあるように今までの取組を継続していくと

のことです。船越委員から、積立プラスは５年間の水揚額が基準となっているので、５年

禁漁してしまうとその恩恵が得られなくなり経営が厳しくなる。過去は黒潮大蛇行の解消

で資源回復したことがあるが、現在もより大きく蛇行中であること、貧栄養化のこと、海

水温高温化に伴う捕食魚の増加について、資源回復に向けてより詳細な研究をしてほしい

との意見がありました。山本グループ長からは全国から情報を集めて検討している旨返答

がありました。 
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次に議題(２)伊勢湾･三河湾のイカナゴの資源管理に関する広域漁業調整委員会指示に

ついて３-22ページの資料2-1です。資源が回復してきた場合に備えて指示を継続したいと

のことで、資源管理の取組内容として終漁日に20億尾を残すこと、親魚保護区を設定する

こと、一定の保護育成期間を設定する取組を継続することの同じ内容で３-23ページの委

員会指示を継続する案について西田課長補佐から説明があり、異議なく本委員会に諮るこ

とが了承されました。         

議題(３)太平洋南部会事務規程の一部改正について、３-28ページの資料3-1からです。

３-29ページ資料3-2にあるように第４条の４にウェブ会議の規定を設ける旨西田課長補佐

から説明があり、異議なく了承されました。 

議題(４)その他で新たな資源管理の推進に向けたロードマップについて、３-33ページ

から３-51ページです。10年前と同程度まで漁獲量を回復させるため、資源調査･評価の充

実･精度向上、MSYﾍﾞｰｽの資源評価に基づくTAC管理の推進、IQ管理の導入、資源管理協定

について西田課長補佐からそれぞれ説明がありました。関会長から、温暖化等操業方法や

生活が変わる過程での新しい資源管理の観点も重要である旨意見がありました。佐々木委

員から、報告対象魚種が増えることに対して詳しい説明をしてほしいこと及び遊漁者の採

捕数量の把握体制について意見があり、西田課長補佐から報告システムについては各地か

ら意見を聞いて作り上げていく旨、遊漁者の件については検討中との回答がありました。 

続いて15:30からの本委員会について、３-１ページにありますように、都道県互選委員

15名、大臣選任委員８名計23名が出席しました。３-52ページが議事次第、３-53ページが

委員名簿です。冒頭関会長の挨拶に続き、水産庁資源管理部管理調整課廣野課長から挨拶

がありました。漁業法が改正され漁業者は不安がっていると聞いているが、できるだけ現

地を回って説明し、不安を取り除けるようにしたいとのことでした。議事録署名者として

掛橋会長、金澤委員を会長指名後議事に移り、議題（１）広域魚種の資源管理についての

二つめ、マサバ太平洋系群について、水産研究教育機構水産資源研究所水産資源研究セン

ター浮魚資源部西田部長から資源量の説明がありました。資料は1-2-1、３-54ページから

です。R2資源評価はまだなのでR1資源評価結果を用いた説明で、３-56ページ上の資源の

動向で2013年漁期の資源量は341万トンとなり、その後もさらに増加、2018年漁期は560万

トン、親魚量は増加、３-56ページ下のMSYが37.2万ﾄﾝ、MSYを実現する親魚量が154.5万ﾄﾝ

と算定されるが、３-57ページ神戸プロットでは現状の親魚量はMSYを実現する漁獲量を下

回っている。現状の漁獲圧はMSYを実現する漁獲圧を上回っている、現状ではH30と同じく

MSYは達成できていないとのことです。資源管理措置と取組状況については省略します。

神戸プロットの意味合いについて、北門委員から質問、西田部長から回答がありました。

研究者としての質疑応答でしたので詳細は議事録をみていただくことになりますが、現在

の資源回復について神戸プロットではわかりにくくなっているので工夫したらどうかとの

内容でした。関会長からまき網の現状について質問があり、福島委員から、前年度と同じ

く南下が遅れ盛漁期は３ヶ月くらいずれて漁期が短くなってきているとの説明で、西田部

長からは漁期の変化について漁海況予測に活かしていく旨返答がありました。 

次に議題(２)として南部会了承済の伊勢湾・三河湾のイカナゴの資源管理に関する委員

会指示についてです。資料は南部会と同じく３-22ページから３-27ページで、西田課長補

佐から説明がありました。船越委員から、資源回復の兆しが見えないなかで漁業者が不安
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を持っており、プロジェクト研究のような組織化をしてほしいとの意見がありました。西

田課長補佐からは検討していく旨の返答で、委員会指示は正式には本委員会での決定事項

であるため、審議され異議なく発動することが決定されました。 

議題(３)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、３-58ページの

資料3-1からです。指示更新にあたりこれまでと同じく過去５年間の実績者を対象とし、

３-60ページ資料3-2からの新旧対照表のように改正する旨、また３-71ページ資料3-4の承

認制の違反者への対応及び処分方針案について、承認制の事務取扱要領について３-73ペ

ージ資料3-5からのを新旧対照表のように改正する旨西田課長補佐から説明がありました

。漁獲実績報告については漁業法に明記されたことから指示、処分方針、事務取扱要領か

ら関係する部分を削除し、３-76ページの(５)(６)は新設したとのことです。竹林委員か

ら後継者育成ができるような制度にしてほしいとの意見があり、西田課長補佐からは意見

を伺いながら進めていきたい旨の返答がありました。これらについては他に異議なく原案

どおり改正されました。 

議題(４)その他で①改正漁業法の施行について、南部会と同じく３-33ページから３-51

ページのロードマップ関係の資料及び３-93ページの資料4-1-3で改正後の漁業法における

広域漁業委員会指示の規定について、３-95ページの資料4-1-4で太平洋広域委員会の事務

規程の一部改正について魚谷室長から説明がありました。これらについて意見はなく、事

務規程の改正については異議なく承認されました。②令和３年度資源管理関係予算につい

て魚谷室長から、３-83ページからの資料4-2で説明がありました。資源管理関係としては

３-88ページ水産資源調査･評価推進事業、３-89ページスマート水産業推進事業、３-90ペ

ージ新たな資源管理システム構築推進事業、３-91ページ新資源管理導入円滑化等推進事

業、３-92ページ漁業収入円滑化対策事業で、いずれも新規か前年度を上回る要求をして

いるとのことです。委員からの意見は特にありませんでした。 

事務局からは以上です。 

 

〇掛橋会長 

ただいまの説明についてご意見はありませんか。 

伊勢湾のイカナゴ資源の回復は今年も可能性がないようですね。 

 

○藤原委員 

 先ほど愛知県の委員からも説明があったが、今からの時代はどんどん管理は進めていか

なあかん。伊勢湾・三河湾のイカナゴの資源管理は資源管理の優等生で、漁業者も我慢を

しながら５年間禁漁してきた。今年も夏眠魚やボンゴネット調査の結果ゼロで、水産庁に

申し上げたのが獲れているときは資源管理、資源管理と言って、温暖化等々漁場環境も変

わってきており資源管理も変わってきとるなかで、なぜ資源がおらんかの科学的な分析、

調査を思い切ってやってほしい。人的に回復可能なのかどうか漁業者もそこを知りたい。

神島の第 39号共同漁場付近で漁業者自ら海底耕耘を行ってきたが、近年は砂が固まって夏

眠がしづらい状況になってきているのではと漁業者は思っている。原因について国が中心

になって調査をしていただきたいと水産庁に申し上げた。昨日も石鏡でヒラメがたくさん

漁獲されていたが、伊勢湾から出てくるカタクチイワシやマイワシを餌として食べている。
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今まではイカナゴを餌として食べていたがそれが全然ない。他の漁業にも非常に大きな影

響を与えており、イカナゴ漁だけの問題ではないと認識しており、水産庁にも調査等をお

願いしたいと思います。 

 

○矢田委員 

今年で６年目になりますけども漁業者は試験場の調査に頼ってはおらん。海の状況とし

てはカタクチが湾口におるということは温暖化で水温が高いということ。それが回復した

としても加工業者が他の仕事をやっていて、獲っても売れない状況になってくる。回復を

望むのか、それとも他のものに頼っていくのか。 

 

○掛橋会長 

イカナゴは資源回復せず６年目です。大変な状況ですので現場からの貴重な意見として

原因究明などを続けてほしいと思います。 

 

○淺井委員 

ふぐはえなわ漁業については三重、愛知、静岡の３県協議会で協議しており、三重海区

では委員会指示で、３月１日から９月 30日まで操業禁止期間となっている。地元漁業者か

ら３月１日以降も操業ができないか相談がある。とらふぐ産卵親魚の保護に関する委員会

指示もあり３月 15日以降では無理なこととは思っているが、春先のイカナゴ漁ができない

なか働きたいという漁業者が出てきた。いきなり３月 15日まで禁止期間を短縮することに

はならないとは思うが、来年以降改めて県や海区に相談したいと思う。 

 

○掛橋会長 

 県では静岡と愛知からは聞いていますか。 

 

○森田主幹兼係長 

聞いています。資源や産卵親魚の保護のため委員会指示があり、できないと回答してい

ます。 

 

○掛橋会長 

 漁業者は四季折々の漁業で生計を立てていくなかで静岡、愛知の情報も見ながらよろし

くお願いします。 

 

○藤原委員 

資源管理は我々が生まれる前から世界各国で叫ばれとるけれども、孫につなぐようにし

てかなあかんわな。少なくとも漁業者は善意でそれをやってかなあかんわな。その言葉が

資源管理となっているだけであって、お題目に縛られて漁業者がおらへんようになったら

本末転倒です。漁業者が継続して漁業を続けていけるような仕組みづくりを考えていかな

あかんな。数字だけの管理ではなく柔軟に考えていかないと本当に漁業者がおらんくなる。 
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○掛橋会長 

テレビのニュースでインドで氷が溶けて大洪水が発生したと報道されていた。温暖化の

状況が本当に現実に出ていると感じています。 

 

〇古丸委員 

先日水産庁のロードマップの説明会に行ったが、いろんな魚種で資源管理をしっかりや

っていこうというのは知識としては理解するのですけど、資源がどんどん減って行った時

に我慢したら増えてくるのか。イカナゴは我慢しても稚魚がいないという状況になってい

る。先程藤原委員が発言されたように夏眠場の問題も少なからずあるのではないか。黒潮

の影響、水温が夏に特に高くなっているのではないか。もっと気になっているのは、伊勢

湾内の栄養塩によってプランクトンがどれだけわいているのか。イカナゴもプランクトン

を食べているけど、特に英虞湾はプランクトンが減っている。それは栄養塩が減っている

ことと関係が有りそうだというデータを三重県が出していました。伊勢湾でも資源管理だ

けでは回復がなかなか望めない魚種があると思います。これから何を獲っていったらいい

のか考えた時に今日の資料を見てもシャコもアナゴも 2000年以降非常に状況が厳しい。ど

うしてこうなっているのかを調べる必要があると思います。それと、もっと根本的なとこ

ろが何か変わっていないかという懸念を私は持っており、TACで立派な制度ができたけど、

資源は減る一方になりゃせんかという危機感を持って帰ってまいりました。ただ我慢する

だけではいかんのじゃあないかと思います。どうすればいいか、なかなか具体的に方法は

無いんですけど、研究サイドとしては、どうして減ったのか、海の底質の問題、伊勢湾は

昔から貧酸素水がよく発生しますがそういう問題も関係してくるでしょうし、陸上からの

栄養塩の流れ込み。伊勢湾から出て行った水が的矢とか英虞湾にも影響している。その辺

がどういうメカニズムになっているのかというのはもう少し調べる必要があると思います。

それで漁獲が回復できるかどうかは別の問題で、非常に難しい時期に差しかかってきたな

と思います。水産庁には資源管理だけでは解決しないんじゃないかと申し上げたいところ

です。 

 

○木村委員 

今、古丸委員が言われたことと同意見です。コロナもそうですけどとにかく予測がつき

にくい。資源管理に関しても今までの情報とは全く違う動きになっていて研究でも困って

いる。インターネットの時代になって新しく生物資源に入って来られる先生も今までの水

産系だけではなくて工学系の先生が入って来られて、漁船に GPS など電子機器を付けそれ

で情報収集し、今までに無いデータを集めている。詳細に漁場の環境が分かったり、資源

を調べたり、漁業者と一緒に考えて行く必要があると思います。だから、現場の人達にも

参加していただいて、一緒に考えていけると良いなと思っています。 

 

○矢田委員 

40数年漁業をやって伊勢湾が変わってきたのは河口堰や徳山ダムなど人為的なものの影

響が大きいと感じる。特に木曽三川の影響が伊勢湾にはすごくある。潮の流れが 40年の間
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に大きく変わった。ほとんど潮の流れがないので底の方は絶対回復しませんよ。上層の魚

であるマイワシやカタクチイワシはええけど、アナゴなど底魚は水が変わらないので回復

しない。漁業者はみんなそういう気持ちでおります。 

 

○平賀委員 

 木曽三川の水は伊勢湾だけではなく志摩半島、英虞湾、熊野灘まで影響していると思っ

ています。30年ほど前三重大学の先生と鳥羽から南には藻場がいっぱいあるのになんで愛

知県には大きな藻場がないのか話をした。木曽三川の水が三重県の沿岸を通って鳥羽、志

摩、熊野灘へ入っとる。要は海藻は身体の表面から海水中の栄養を吸収して成長してるん

やけども三重県の沿岸に藻場を作っている。その水が伊勢湾も志摩も熊野も潤おわせいろ

んな生物を育てる一番の元なんだということを教えてもらった。そこからいろんなことを

考えていくと、最近の志摩半島では海藻が枯れてきている。枯れ始めたのはどうも黒潮の

大蛇行の影響で直接志摩半島に黒潮が当たってきている。そうなってくると木曽三川の水

は今と昔では質は違っとるんです。貴重な木曽三川の水が志摩半島で切断されてるかもし

れん。枯れ始めたのが志摩半島の御座の藻場からで、要は伊勢湾から遠いところからどん

どん枯れ始めてる。水産研究所によると最近は波切も少しおかしくなってきている。伊勢

湾のアサリは 15年前にはあんなに採れたのにいっぺんに採れなくなった。冬場の海苔もど

んどん水揚げ量が少なくなってきて色もおかしい。そう考えてみると木曽三川を一代前に

人工的にいじったことが 30 年、40 年かけていろんなところに影響がでてきている。先ほ

どの貧栄養化の問題も木曽三川の水だけが昔流れてたのが、最近は上下水道の普及によっ

て伊勢湾にどんどん入ってきている。流域下水道の水では生き物は育ちません。それに気

づいたのは 15 年位前かな。伊勢の流域下水道の排水溝でアサリがいっぱい採れてたのが、

下水道が運用されてから何も採れなくなったことを二見の漁師たちがさかんに言ってまし

た。そう考えてみると 30 年、40 年前から伊勢湾いじってきたことが、伊勢湾とか志摩半

島とか熊野の方までの生物にすごく影響を与える。それが今、目に見える形になってきて

いる。ただ、問題は決して温暖化だけではないとの認識をもっといろんな方に伝えないと、

漁業者は本当に何も採れない。もう一つ水産庁は漁業を成長産業と言ってますけど、成長

産業だったら落ちたらどうなるのか。沿岸の漁業者が求めるのは安定感です。その安定の

ためには資源管理ももちろん必要なんですけれども獲れた魚をいかに高く売るか、売って

どうやって生活できるかを考えることが今の水産庁の政策では落ちていると思います。だ

からその辺をもっと考えていかないと本当に三重県の漁業者はいなくなっていってしまう。

獲れる魚を近くでも遠くでもいいので買ってくれる人達を増やさないと、本当に漁業者は

何のために生活してるのか分からなくなってしまう。来年度の新しい海区の委員の方々は、

成長産業を目指すというより漁業を営む人たちの安定と子供たちに漁業を継がすことがで

きる環境を整えるために頑張って頂きたいと思います。 

 

○掛橋会長 

ありがとうございました。大変参考になりました。 

 

〇秋山委員 
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瀬戸内海では魚が獲れない、海苔が全然育たないということが山口県からずっと大阪湾

まで、非常に生産性が落ちてきたんです。その時にやったことは、平賀委員の話とちょっ

と違うかもしれないけど、下水道からの排水も含めて栄養塩を出してくれという運動があ

ちこちで起きた。栄養面が資源の枯渇に非常に大きなウエイトを占めているのは私も賛成

です。１年前に国立研究開発法人水産研究・教育機構の成果発表会があり、その時のタイ

トルが新しい資源管理ということでいろいろな項目が出てくるんだけど分かりにくい。1年

後、先日の水産庁の会議ではその時に比べると方向性や手段がまとまってはいた。そもそ

も何でこの何十年間も日本にあれだけあった資源が減ってきたんか、そこを総括しないと

次に行けないんじゃないかというのが私の気持ちです。まず反省の上に立ち先ずこういう

要因があるから減ってきたと、それは自然環境だけでなくて人為的な問題がいっぱいある

ような気がするんですけど、そういったことを総括しないと次のステップに行けない。ま

してや IQ管理とか、オリンピック方式はやめるんだとか言ってますけど、現実的にできる

のか、やったら本当に資源が帰ってくるのか、甚だ疑問と資源管理に関してはずっと思っ

てました。メインは漁業ですからなんとかしないといけないと思います。私もいいアイデ

ア持ってるわけでは無いんです。自然が変化して新しい魚種に変更してるところもあるわ

けだから、利用法あるいは新しい漁法を考えましょうっておっしゃっていて、非常に大き

なひとつの考え方かなと思います。とにかく自然界はこの 50年だけじゃなくて大昔から変

わってきているわけですから、その度に魚種の変更はあったはずなんで、新しいやり方を

考えないといけないと思ってます。やる人は大変でしょうけどね。 

 

○平賀委員 

瀬戸内海で魚種が減ってきているのは貧栄養化の問題であるとようやく水産白書に貧酸

素のこととともに書かれている。 

 

〇秋山委員 

私も現役だった 10数年前に環境省等といろんな話をしながら、貧栄養の影響を感じてい

ました。 

 

○平賀委員 

10年位前から伊勢湾がおかしいと感じていた。兵庫県がイカナゴの減少と貧栄養化の問

題が関係あることをやったじゃないですか。ようやくその記述も今年の水産白書に書かれ

ている。私らにはそういうことをいろんな人に情報として伝えるのがこれからの仕事かな

って気がしています。だから、色んな人に海の現状を気付いて欲しい。気付かないと本当

に漁業者がいなくなってしまう。美味しい魚が食べられなくなってしまう。 

 

○掛橋会長 

本日の意見は今後の委員会の運営、三重県の水産業界の発展のために役立ててください。

他にご意見はありませんか。 

続きまして、その他事項１「次回の委員会日程について」事務局から説明をお願いしま

す。 
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〇事務局（内芝主幹） 

次回 委員会３月９日(火) １０時から 勤労者福祉会館第３教室 

※次回委員会の議題（予定）

資源管理方針の変更

太平洋広域漁業調整委員会の開催

〇掛橋会長 

ありがとうございました。 

これをもちまして委員会を閉会いたします。 
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