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第１０期第３回石狩後志地区海面利用協議会 議事録

日 時：平成３１年３月２０日（水）１３：３０～１５：００

場 所：北海道立総合研究機構 水産研究本部 中央水産試験場 ３階中会議室

出席者：別添出席者名簿のとおり

委員数：定数７名 出席委員３名

事務局 皆様お揃いになりましたので、只今から第１０期第３回石狩後志地区海面利用協

議会を開催いたします。

開催にあたりまして、北海道石狩振興局産業振興部水産課 久保水産課長から御

挨拶申し上げます。

久保課長 ※挨拶 省略

事務局 それでは、本日、ご出席頂いている第１０期委員の皆様をご紹介させていただき

ます。委員、出席者の紹介 省略

それでは、第３回の協議会を始めさせていただきます。石狩・後志地区海面利用

協議会規約 第４（２）に基づき、石狩振興局久保水産課長が座長を務めさせてい

ただきます。

ご協力の程よろしくお願いいたします。

久保課長 石狩振興局の久保でございます。活発なご意見をよろしくお願いします。それで

は、次第に従い議事を進めさせていただきます。（１）サクラマス種卵確保対策に

ついて、事務局から説明願います。

事務局 （資料１－１、１－２により説明）後志総合振興局の御囲です。それでは説明さ

せていただきます。資料１－１のサクラマス種苗確保対策についてご説明いたしま

す。１、サクラマスの現状と課題についてですが、後志管内のサクラマスの漁獲量

の推移をご覧ください。平成元年から平成３０年までのさくらますの漁獲量の推移

でございます。ご覧のとおり、平成元年は２１１トン、平成１０年は２４５トンと

いうことで、平成元年から平成１０年までは、１００トン台から２００トン台の幅

はあるものの、漁獲量は比較的堅調に推移してございました。

しかしながら、平成１２年から漁獲量が９５トンと、１００トン台を割りこむよ

うになりまして、横の折れ線グラフにありますとおり、平成１０年の２４５トンを

ピ－クとして、漁獲量が減少傾向にあります。平成３０年の漁獲については、過去

最低であった前年の１３トンから前年対比６４６％の８４トンと持ち直したものの

依然として、低水準の状態であります。このような漁獲量の減少傾向を踏まえ、

２、種卵確保に向けた漁業者等の取り組みといたしまして、島牧地区において、定

置漁業等の自主的な漁獲規制（さくらますのリリース）を実施するとともに、河川

での捕獲体制の整備や飼育施設の改良等を行い、貴重な地場種卵の確保を図ってお

ります。併せまして、法的規制といたしまして、３、親魚確保を目的とした河口規

制を例年、実施しております。実施対象とするのは、遡上系親魚捕獲実績が４３.２

％を占める島牧村の千走川と相当数の遡上が確認されており、捕獲作業が行える泊

川です。規制期間は９月１日から１０月３１日までの２ヶ月間で規制区域は北海道

海面漁業調整規則第４２条に基づく区域でございまして、石狩後志海区漁業調整委

員会の委員会指示によりまして、両河川において禁止区域を設け例年、資源保護を
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事務局 図っております。具体的な河川の位置や規制図面は、資料１－２で図示していると

おりであります。なお、規制するにあたっては、資料１－２で示す看板の設置や振

興局のホ－ムページの掲載、資料１－２で示すチラシの作成や釣具店への配布等を

行い、あらかじめ広く周知するとともに、規制時期には河川パトロールを想定して

おります。以上です。

久保課長 ただいま事務局からご説明させて頂きましたがご質問などございますでしょうか。

佐藤委員 禁止期間９月から１０月とありますけども、調整規則で文章としては見えてないで

すよね。９月からの２ヶ月間は秋サケでしょ。多分。

久保課長 泊川、千走川については、サクラマス、サケを目的とした２ヶ月間の禁止となりま

す。委員会指示の中身としてはサクラマスの遡上捕獲のため、多少遡上してくるの

もあるのではないかということで９月から１０月までを禁止したということでござ

います。サケは特に泊川と千走川で捕獲はしておりません。

佐藤委員 調整規則の中で５月１日から８月３１日までは、通年禁止されているのですね。

久保課長 調整規則に加え、地元の漁協の強い要望があったものですから、サクラマスを対象

として２ヶ月間、伸ばしたという他の地区とは異例な対応をしています。

佐藤委員 わかりました。

大井委員 ２の定置漁業の自主的な漁獲規制とは具体的にどのようなことですか。

久保課長 さくらますを放流したりですね、さくらますを獲らないということです。

大井委員 数字的になにかありますか。制限をかけているような。

久保課長 数字的なものはないです。取り組みとしてそういうことを行っているということで

して。地元の千走川では、サクラマスの遡上が近年は、良い状況になっておりまし

て、後志の種卵のほとんどは千走川からの割合が多い状況となっています。千走川

は、スリットダムでも話題となってますが、千走の支流で治山ダムをブイカットし

た川がありまして、それでかなり改善されているのではといわれています。サクラ

マスの資源、一時下がってから、先ほど説明したように若干復活の方向なのですが、

内水面試験場に聞いても原因がよくわからないという見解です。我々が考える新し

い要因としては、スリットダムの効果ではないかなと考えてます。

大井委員 平成元年から平成１０年までは、かなり獲れていますが、平成１１年から平成３０

年までの極端な落ち込みの要因は。

久保課長 私も以前担当していたのでよくわかるのですが、実は、昔はスモルト化ということ

をやっていまして、スモルトでの放流数がかなりの数、あったのです。

ただ、スモルトをつくるとなると、コストも莫大にかかってですね、未だに事業

化ができていない状況にあるのです。そのスモルトの放流数が減少したことが一番

の原因です。あとダムが増えたことも要因かなと思うのですが、具体的数値をお示

しできないので、そういうふうに言われているという話でしかないのですけども。

行政的な立場でいうとスモルト放流をかなり減らしてきてますので、その分、天然

産卵に移行している時期が下がっている時期と重なっております。ですから、放流

数が減っているので帰ってくるのも減るだろうなということは、皆さん、わかって

いることなんですが、そういう中でも数が戻ってきている状況です。実は３０年は

私が担当していたので、放流数はわかっているのですけども、放流数は、かなり少

ない放流数なんですが逆に一番駄目になる筈の年にたくさん帰ってきているので、

自然要因も大きいのかなと。ただ、行政的にいうと自然産卵にまかせるしかないと

いうと、行政としての役割が問われる部分もあるので非常に心苦しいのですが、や

はり天然の再生産の方がかなり密接に影響があるのではと。

大井委員 放流数は１，０００万尾位でしょうか。

久保課長 すみません。今、持ち合わせていないのですが。サクラマスとして放流している数

は、かなり少なくなっています。国の孵化場と大きいところでは、尻別と千歳です。

道南では見市が休んでいる状態の中で毎年減っているという状況があります。昨年
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久保課長 から今年にかけて、川や海の状況も非常に良い状況にあるので資源が戻ってきてい

るのかなとは感じています。詳しいところは、また後日、お越しになられた際にお

話したいと思います。

多木委員 資料内容についてお伺いしたいのですが、１の現状と課題の表とグラフなんですが、

１番右側の青いものが平成３０年が８４というところだと思うのですが、そのぐら

いの数値にあるのが平成２５年の９２というところなんですけども、その間に平成

２８年に８０という数値があるんですけども、青いグラフを見るとですね、８０と

いうところが反映していないのかなと思います。数えてみましたら、２５年のとこ

ろまでは正確なんですが、以降、反映されていないところがあります。

事務局 大変申し訳ございません。数値の一部がグラフに反映されていませんでした。

久保課長 他に何かございませんでしょうか。

サクラマス資源これから伸ばしたいと考えておりますので、ご協力お願いします。

佐藤委員 いいですか。過去にもお話したのですが、北海道として何かしら検討したのかどう

なのかという回答を伺いたいのですが、後志の珊内川でスモルトの放流をやってい

ますよね。ヤマベの解禁が６月１日からだと。川にいる間、規制を１週間から２週

間、道として特例で動かしてはどうかという提案もしていた筈なんですが、その辺

は道としての対応は、やっぱり難しいのでしょうか。

久保課長 実は、過去にも禁止時期を延ばした経緯もあるのですが、珊内川のスモルトについ

ては、技術的なところから言うと、あれはスモルトになっていないから、ああいう

状態になります。ですから、実際にはですね、延長して川に留めていても、降下し

ないやまべなんですよね。だから釣られてしまうのです。一昨年はほどんど釣れな

かったと思います。現場に行ったらですね、釣り人がいて今年は放流してないんじ

ゃないかというくらい全然釣れなかったんですが、スモルト化が良くて早めに下っ

てしまったため釣られなかったということなんですよね。我々もできるだけ、スモ

ルト化する方向で一生懸命やっております。あそこは、スモルト化にならないので、

そのままヤマベになって残るのが川にずっといるもんですから、たくさん釣られて

しまっているということです。しかも餌をやっているので。人に寄ってくるヤマベ

なものですから釣れやすいんですよね。少しでも早く銀化にして海に下らせる方が

ですね、重要なんで、そちらに一生懸命力を注いでやっています。

佐藤委員 技術的には放流時期というか。放してやる時期にスモルト化させられるんですか。

久保課長 珊内は色々難しい事情もありまして、その年の水温によって違うんですけども、多

少水温が低い時期になると、スモルトにならずに放流しなければいけない川だそう

です。その事は神恵内村も理解してまして、放流する時期は海の水温で適期が決ま

ってしまうので、スモルト化してなくても放さなければならないのです。神恵内村

に、もう一つサクラマスの孵化場をつくる方向で、地元は進めてますので、低密度

にする、飼う魚を減らせば、スモルトになる確率も上がります。孵化場をつくるの

は来年あたりから手がける予定ですので、２、３年かかりますけども、新しい孵化

場ができれば珊内川の状況、大井委員の前で言いにくいのですが、あのような状況

は避けられるなと考えています。

佐藤委員 放流時期にスモルト化になっていなければ、放流しないことも考えられないでしょ

うか。川の許容量はあると思うので、やたらに放せないと聞いていますから。スモ

ルト化になっていない場合は、あえて珊内川に放流しないで、古宇川に留めること

はできないのでしょうか、保護河川ですからね。淘汰はされるでしょうけど少しで

も１年後、２年後あたりにでも残留して卵を産めば、残る確率は少しでもあるので

はと思います。

久保課長 その辺もちゃんとした形でやれればいいんですけども。放流しないわけにはいかな

いんですよね。千走川を中心に一生懸命やってもらって、かなり魚ができるように

なってきましたので、今後はコンスタントに帰ってくると思います。珊内川は、昔

のようなひどい状況にならないようにと考えています。
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佐藤委員 現場はご覧になられましたか。

久保課長 見に行っております。釣り人がたくさんいることはよく承知しています。

一昨年、まったく釣れなくて放流してないのではという釣り人がいました。

その年の出来不出来によるところがあり難しいところがあります。

佐藤委員 自然産卵の親魚確保がここ数年充実しており、今年も回遊して戻ってくる年でしょ

うから期待はしていますけども。わかりました。

久保課長 他に何かございますでしょうか。

一同 （なし）

久保課長 それでは、次第に従い議事を進めさせていただきます。

（２）後志管内さくらます船釣りライセンス制についてご説明願います。

事務局 はい。お手元の「後志管内におけるさくらます船釣りライセンス制について」とい

うチラシをご覧ください。先ほど申し上げました漁業者による自主的な取り組みや

河口規制とあわせまして、後志全体の広域的な取り組みといたしまして、さくらま

す船釣りライセンス制を行っております。

さくらます船釣りライセンス制は、さくらます資源の保護と適切な漁場利用の調

整を図るため、石狩後志海区漁業調整委員会の指示のもと海域を指定し、ライセン

スを受けた者に限り、一定条件下、釣獲制限、釣獲時間等で釣りができるようにす

る制度でありまして、今年で１６年目を迎えております。今年の実施期間は、平成

３１年３月１日から平成３１年５月１５日までで、遊漁船業者・プレジャ－ボ－ト

所有者の方でさくらますを目的とした船釣りをする場合、船舶ごとにライセンスの

取得が必要となります。釣り人の方にあっては、船舶でさくらますを目的とした船

釣りをする場合、ライセンス取得船に乗船する必要があります。

次に資料２－１、平成３０年後志管内さくらます船釣りライセンス制の釣果報告

概要をご覧ください。ライセンス承認数ですが、これまで減少傾向が続いておりま

したが、近年は少しずつですが増加で推移しておりまして、承認数は平成２９年が

１５２件、平成３０年が１５７件の承認ということで、前年対比１０３％となりま

した。海域ごとの釣果尾数ですが、例年、神恵内村、積丹町を中心として釣果がご

ざいまして、平成３０年は、神恵内が２，２９４尾、西積丹が８，５７２尾、東積

丹が１，８２８尾ということで、両町で総釣獲尾数の９割以上を占める、１２，６

９４尾の釣獲がありました。後志全体としての釣果尾数は１２，８２６匹となって

おりまして、平成２９年の６３３尾を大きく上回る形で終了しております。

なお、漁業においても、平成３０年は８４トンの水揚で、平成２９年の１３トンの

水揚げに対しまして、大きく増加しております。次に旬別の釣果尾数と釣行人数に

ついて説明します。まずシーズン通しての釣果尾数ですが、平成２９年が６３３尾、

平成３０年が１２，８２６尾となっており、大きく増加しました。

内訳といたしましては、平成２９年は３月上旬が２８８尾、３月中旬が２４０尾と

シーズン序盤から釣果が振るわず、以降もシーズンを通して不調でございました。

平成３０年については、３月上旬９５３尾、３月下旬、２，５６９尾、３月下旬

３，３７７尾、４月上旬２，３３４尾、４月中旬９９３尾、例年釣果が収束する４

月下旬も２，５２６尾とシーズンを通して好調でございました。

続きまして資料２－２をご覧ください。

平成３０年後志管内さくらます船釣りライセンスパトロール実施結果でございます。

ライセンス制の遵守事項が適切に守られているのかどうか振興局と海区漁業調整

委員会によりまして、例年、パトロールを実施しております。パトロールはライセ

ンスが実施されている平成３０年３月１日から平成３０年５月１５日にかけまして、

パトロール実施日程のとおり、週末含め計５日間実施しております。

内容としましては、陸上で帰港した船舶からライセンスの承認の有無や、章旗の

掲揚状況等の確認を行うとともに、釣果情報の収集や、啓発用パンフレットの配布

等を行っております。結果といたしましては、平成３０年のシーズンは、釣果が好

調であり、船舶の出航も多かった中、一部未承認の遊漁船業者がいたため、現地で
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事務局 ライセンス取得の指導を行っております。指導の結果、対象者から後日申請があり、

ライセンスを取得した旨、報告を頂いております。

なお、聞き取り調査では、サクラマスの他、タラやホッケ、ソイ等の釣果もあり

ました。平成３１年のライセンスも継続してパトロールを実施していきたいと考え

ております。パトロール結果については以上です。

久保課長 ありがとうございました。以上でサクラマスライセンスの説明が終わりましたが

ご質問等ございますでしょうか。ライセンスのパトロールは、私からするともっと

実施してもらっても良いのかなとは思います。もともとライセンス制という制度が

難しい制度でございまして、委員会指示でやっていると。委員会指示、多木委員に

は馴染みがないと思いますが、調整規則の罰則ではなくて海区委員会という海面毎

に漁業者が集まって作っている委員会があります。そこが委員会指示ということで

禁止しているところでございまして、違反してもすぐには罰則を課すということで

はないのです。知事の方から裏付け命令を出さないと違反で捕まえることはできな

いということになってますのでライセンスを取得しないという方もどうしても出て

しまう傾向があります。罰則が科せられる制度であれば良いのですけども、漁業法

の枠組みの中で遊漁者を規制しているので、中々、規制できないというところが制

度の問題点です。後志はライセンスを始めて１６年ですか。胆振は２０年近く実施

しているのですが、漁業法の改正もあったんですけども遊漁は盛り込まれずに終わ

ったので、北海道は、ライセンス制を今後とも継続したいと考えています。

水産庁からするとライセンス制でやれるのだから、これでいいだろうというとこ

ろも少しあります。我々としては、対象者皆さんライセンスを取得して頂けるよう

にお願いしております。大井さんの釣り新聞にもですね、時期になるとライセンス

を取得するよう、新聞に掲載してお願いをしているのですがマナ－の悪い方は、見

ないで釣る方もいるので、難しいところはございます。佐藤委員としても、納得い

かないところもあると思いますが、振興局も努力してますので今後とも叱咤激励し

て頂ければと思います。本庁としても課題は理解していますので、今後ともよろし

くお願いします。胆振はちゃんと周知されてますので、うまく実施されているので

すが、後志は後発なので、もっと啓発活動をしないといけないという話はしてます

ので、今年から少しずつ良い方向でやれればと思います。よろしくお願いします。

佐藤委員 話の腰を折るようで申しわけないのですが、広報についても伺いましたが、確信犯

の人達は、いたちごっこのところはありますけども、昨年あたり、もっと前かな、

免許のいらない２馬力の船を使用する人たちに対する周知について、北海道として

具体的な対策はあるのですか。

久保課長 道庁に私が所属していた当時から運輸局と話をしていたんですけども、釣具店で売

りっぱなしで、その後のフォロ－が何もないので誰が所有しているのか把握されて

いない状況で名簿もないと。特に海上保安部で事故対応があるので、海保と連携し

ながら事故防止や法令を守ってもらうという話をしています。ただ、相手の数が多

いものですから、中々周知が大変なところはあります。

佐藤委員 大変でしょうけれどもね。ただ、どうしても浜で見ている限り、やっぱりマナ－が

悪いです。自分たちが使用する時に良ければという考えがあります。海岸線の斜路

たくさんありますけども、持ち運び簡単だから、車をつけて、たまたま未使用の斜

路を使用したり。そこで、使用できないんだよと注意した人間が立ち去ったら、ま

たやってくる。いたちごっこじゃないけども。最初から販売する段階で、漁港を利

用するには使用申請が必要だし、それをしないのであれば、一般の自然浜から下ろ

すのがあくまでもル－ルですよと。売る側の方からも周知指導してもらわないと。

非常に困っています。

久保課長 色々話を伺うと二極化しています。ちゃんとした人とそうでない人とで分かれてい

ます。ちゃんとしている人は経費がかかるということで、大型船から移行した方、

たくさんいらっしゃいますがそういう方々はよく理解してます。

本日、お越しにはなっておりませんが、プレジャ－ボ－トの団体の方も一生懸命
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久保課長 周知しているんです。釣具店でも周知してくれるんですが、どうしても対応が難し

い方もいらっしゃいます。今はネットでも買えるので、釣具店でも困っていました。

釣具店で釣り竿の取扱いを教えてもらうというところもあるのですが、ネットで買

う方は、自分で調べてネットの情報だけで釣る方が増えているそうなんです。

そういう方で箱のようなボ－トで海に出た方がいて、すぐに海保が救助に向かった

そうなんですが、そういう方が事故に繋がり大変なことになるのではと懸念してい

ます。その辺に対する周知も我々、考えなければいけない時代なのかなと。

佐藤委員 海保も困りますね。２馬力の船を無免許で運行できることがそもそも、おかしいと

思います。

久保課長 現行の法体系とは別の規制が必要なのではと海保と話しています。

佐藤委員 事故に繋がったら大変な事になります。

事故が発生したら我々も救助する立場ですので懸念しています。

御囲さんに秋の協議会までに宿題をお願いします。後志地区の遊漁船業者数と船籍、

小樽から島牧まで、各事業者いますよね、船の数解ると思いますから、その数とラ

イセンスの取得の数、それぞれの市町村でプレジャ－ボ－トのライセンスの取得数

を出してください。資料を見ると出ていないので。多分、参加できると思うのです

ができれば、１０月２５日前に開催していほしいです。時間もできれば２時以降で。

事務局 はい、承知しました。

久保課長 他に何か、ご質問ありますか。

大井委員、何かありますか。

大井委員 船毎のライセンスなんですよね。１０尾以上釣ったとか、ライセンス遵守事項の違

反に対する指導などあるのでしょうか。２馬力の船については取材する予定です。

久保課長 洋上でも、取締船がいて指導しています。釣獲制限についてはですね、船毎で良い

という解釈の人もいるんです。

大井委員 船毎なんでしょうか。

久保課長 個人単位で釣獲制限があります。ただ、誤った解釈の人もいるので個別に指導して

います。釣れてない人の分も釣ってやったということで、個人ごとの定数制限を超

過してしまう事例も伺っています。２馬力の船についても、問題でして、私も聞い

た話では、マグロを釣りに行くという人もいて驚いています。

大井委員 周知を密に繰り返していく、アキレスさんとかとも話をするんですけども、彼はま

じめで、事故を起こさないようにとメ－カ－としても一生懸命やっているんですね。

漁業者の方からは何度も怒られたことあります。旗を立てている船はいいんですけ

ど、旗を立てていないと見えないんですね。

媒体として周知をしていかなければいけないと思っています。

久保課長 是非、お願いします。ゴムなので旗を立てるためのパ－ツが必要です。お金がかか

るからそのパ－ツをつけたくないという人もいて。まじめにやっている人はやって

いるのですが。その辺は我々も周知したいと考えています。

佐藤委員 えりも以東でサクラマスのライセンスは検討するのですか。

久保課長 その話もずっとしています。まず渡島からできていないのが現状です。

渡島だけ空白なので、そこをなんとかしなくてはという話からしています。

東の方はまったく手つかずです。

佐藤委員 釣り新聞見ますと、まとまった釣果があると記事になっているようですが。

久保課長 どんどん、増えてきています。

佐藤委員 実施は早めの方が良いのではないでしょうか。

久保課長 向こうは、漁業者もたくさん獲りだしています。ただ、資源的な面で調べないとい

けないことがあり、理解を得るためには、まだまだといった状況です。

日高も獲れだしていると聞いています。

佐藤委員 たまたま、自分たちの稼業に専念するということもあって、地元では本業も兼ねて

やっているけども。

大井委員 渡島とか、あまり印象にないのですが。相当あるのでしょうか。
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久保課長 表だって出てこないですが、間違いなく釣っています。

胆振から日本海に戻るので釣れないわけはないと考えています。

後からご説明しますマグロの話もあるので、その辺りも含め、渡島は話題になって

います。

佐藤委員 檜山は、ほとんど漁業者ですもんね。渡島は別として、檜山は。

久保課長 檜山は、釣り船はあまりいません。ほとんど漁業者です。

これから後志は伸びると思います。ブリ、マグロも穫れます。

佐藤委員 マグロも穫れないですよ。

昨年は型が小さかったですし、回遊魚は難しいですね。

久保課長 他になにかありますか。なければ事務局の方から（３）全道の海面利用協議会につ

いてご説明願います。

事務局 はい。全道の海面利用協議会につきましては、平成３０年７月６日に開催され、資

料３－１から３－４となっております。

議事は、マツカワの漁獲状況、船釣りライセンス、クロマグロの資源管理、秋さ

け来遊不振による捕獲河川の新設に伴う河口規制についてです。

資料３－１（マツカワ）、３－４（秋サケの捕獲河川の河口規制）は後ほどお目通

し頂きまして、資料３－２の船釣りライセンス制の実施状況と、資料３－４の太平

洋クロマグロの資源管理について、ご報告させて頂きます。

資料３－２が全道の船釣りライセンス制の概要となっております。先ほどご説明

申し上げました後志管内のさくらます船釣りライセンス制でございますが、同様の

取り組みが胆振、檜山で行われております。胆振につきましては、１２月１５日か

ら翌年３月１５日、檜山では、１月１０日から５月２１日まで実施されております。

魚種が異なりますが、斜里では、サケの船釣りライセンス制が９月１日から９月

２５日まで実施されておりまして、各海域ともライセンス取得者、遊漁者の遵守事

項（竿数制限、釣果制限等）のル－ルを設けまして、資源保護を図っております。

次ページを御覧ください。船釣りライセンス制の実施状況でございます。胆振、

後志、檜山、斜里海域における過去５ヶ年におけるライセンス取得者の属性及び取

得者数の推移になります。平成２５年から平成２９年までの数値となっております

が、胆振海域では遊漁者及びＰＢがライセンスを取得しており、ともに減少傾向に

あります。後志海域については、ＰＢの比率が高く、ＰＢ及び漁業者が少しずつ増

加傾向にあります。檜山海域におきましては、漁業者の割合が圧倒的に多いですが、

相対的には減少傾向にあります。斜里海域におきましては、遊漁者及びＰＢで構成

されており、若干の減少傾向にあります。総体で見ますと後志を除いて、ライセン

ス取得者が年々減少傾向となっております。なお、釣獲尾数については、後志、檜

山は釣獲変動が激しく、積極的な増殖の推進が求められているところです。また、

斜里のサケについても近年の釣果不振が懸念されています。次に、資料３－３は太

平洋クロマグロの資源管理についてでございます。まず上の黒◯印３つにお示しし

ています背景でありますが、クロマグロについては、新聞報道でもご承知のとおり、

近年、資源が著しく悪化していることから、国際的な取り決めにより、小型魚（３

０㎏未満）の大幅な削減が求められているところでございます。

これまでの資源管理の取り組みといたしましては、沖合、沿岸漁業ともに平成２

７年から自主的な資源管理、2002年から2004年までの平均漁獲の半分を漁獲枠とし

た資源管理を試行していたのですが、道南における小型魚の超過を受けまして、自

主管理では、不充分という国の方針のもと、３０年からは、罰則が盛り込まれるＴ

ＡＣ制度に移行しております。なお、管理のサイクルとしては、矢印下の表のとお

り沖合漁業が１月から１２月、沿岸漁業が７月１日から翌３月３１日までとなって

おります。採捕可能数量でございますが、真ん中の表第４管理期間（平成３０年）

における北海道知事管理量をご覧ください。クロマグロの３０㎏未満の小型魚が保

留枠（混獲枠）として８．３トン、クロマグロ３０㎏以上の大型魚が１５７トンで

ありまして、特に小型魚にあっては、前期の自主管理枠１１３トンから大幅な削減
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事務局 となっております。道といたしましても、このような厳しい現状をふまえまして、

第４管理期間（平成３０年７月１日～平成３１年３月３１日）は遊漁を行う皆様に

おいても、クロマグロの小型魚（３０㎏未満）については採捕を行わないようご理

解とご協力をお願いしているところでございます。

以上、雑ぱくでしたが全道の海面利用協議会の報告事項であります。

久保課長 はい。ありがとうございました。只今の説明について何かご質問等ありますでしょ

うか。

佐藤委員 第５管理のトン数は出ているのでしょうか。裁判を起こす方もおられましたし、獲

ったもの勝ちという批判を受けてお詫びしているところもありましたが、本当に柔

軟な資源管理を行ってほしいです。国際的には３０㎏未満は獲ってはいけないとい

うことはわかります。ただ、沿岸漁業者にとって生活の糧なんです。やはり１年の

サイクルの中で獲っているので。もう少し資源管理という枠の中で柔軟に対応して

もらいたいです、厳しくなった要因は、一つはっきりしていますけども、一刀両断

でずばっとやられた感じですけども、これから先の話としては、柔軟な対応が必要

かと思います。沿岸漁業者だけが泣いています。札幌でもお話していますが、なぜ、

巻き網船をもっと厳しく規制しないのか、大臣許可のほうが強いのかという話まで

皆さんの間で出てると思います。デモで耳にタコができるくらい聞いていると思い

ますが、沿岸漁業者は、皆さん、そういう思いもあるのではと。

久保課長 そうなんです。そこはずっと伺っています。そのとおりです。

ただ、遊漁者についてはですね、申しわけ訳ないのですが漁業者が超過したので、

駄目ということなのです。

大井委員 マグロは釣りの対象ではないですよ。

久保課長 私も担当していたのですが、おかしいと思っていまして、道から国にお願いしてい

たのですが、今後もマグロは難しいです。試行段階で国は定置と、はわなわとを分

けて実施していたのに、一本化されてます。

佐藤委員 定置網にかかったマグロをどうしても逃がしてくださいと。逃がすような網であれ

ばいいですけど、それでも、おそらく死にますと漁業者は話している筈です。

それでも逃がしてくれと。そのような資源管理があるのでしょうか。

久保課長 そこも初めからお話しています。国は、許容量を超えたくなかったという思いがあ

りますので。国際的に２年続けて超えることはできないと。他の県に獲るのをやめ

てもらうためには、北海道に厳しく対応せざるを得なかったというところがありま

す。南かやべであれだけ、獲っているので。その南かやべでも一年我慢してお金も

出しています。水産庁も対応を考えてくれるとは思うのですが、ただ、昨年の国際

的な話しあいの中で許容量を増やせなかったですよね。その影響もあり第５管理も

増やせないということです。

佐藤委員 北海道一円、また同じ状態が続くわけですね。

久保課長 そういうことです。

佐藤委員 柔軟な資源管理を望みます。大規模に携わっている者、沿岸、定置網で獲っている

者、皆が少しずつでも獲れるような状況を作ってほしいと思います。

久保課長 日本海では重要な資源であることは承知しています。水揚げできると潤いますよね。

佐藤委員 少しはとれる状況にしてほしいです。おかげで当組合の今期の水揚げは悪いです。

久保課長 その前はブリも穫れたので良かったんですけども。

昨年は、オホーツクのホタテ以外どの地区も悪かったですね。日本海は厳しかった

ですね。石狩もニシンで何とか黒です。

特にイカが厳しいですね。

佐藤委員 やっぱり北朝鮮も獲っていると思います。

船を見たら驚きます。底が真っ平らな船で、沼のスワンボートみたいな船です。

鉄鋼船がある程度の海域まで曳航するということを伺ったことがあります。

日本のイカ釣り船の灯りをめがけてくるということです。イカを獲ったらまた、曳

航する。今年は利尻や礼文近くまでいたのではと思います。
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大井委員 マツカワの話ですけども。体長制限ありましたよね、３５㎝。稚魚の大量死があり

ました。通常どおりの漁獲量があったのですか。

久保課長 通常どおりありました。ただ、間違いなく影響はあると思います。マツカワは放流

した魚で獲るというサイクルがあります。天然の再生産もありますけども影響はあ

ると思います。今後も病気の懸念はありますね。マツカワは難しい魚です。

サケやニシンと違いまして親魚を長く飼育する必要があるんです。

大井委員 飼育したマツカワの稚魚はなぜ死んだのですか。

久保課長 病気です。長く飼育すると、ストレスがたまるリスクはあります。

安定した種苗を確保するためには、必要なことではあるのですが。サケやニシンの

ように来遊する魚を獲って採卵するのとは違いますから。今の技術では難しいです。

大井委員 それともう一点、久保課長も釣り団体から要請を受けたかもしれませんが、やまべ

の稚魚の確保、放流して資源を守るということもありますが、子どもを集めて情操

教育、生物の大切さを広めることに熱心に取り組んでいる日釣振の団体があります。

やまべを守る会も熱心です。池を閉鎖したのでしょうか。以前はやまべの稚魚を無

償で譲渡してくれたんですけども、今は難しいということですよね。お金を支払っ

てでも譲渡してくれないのかなという話があります。それは今後も変わらないので

しょうか。神恵内村の孵化場の話がありましたが、やまべを守る会は、会の池で育

てて放流活動をやっているわけですけども。

久保課長 その問題は難しいです。もともと譲渡したのは恵庭の孵化場です。道総研に移行し

てから、研究業務ではないという考えになっているんです。その辺、縮小傾向にあ

って、道総研からもらうのは難しい状況です。乙部の施設で病気が出まして生産を

やめてしまって余剰分がないのです。民間会社でもヤマベを手がけているところは、

高齢化で辞めてしまうところが多いです。ニジマスはやっているところがあるので

すけども。本州のアマゴを調達して、ヤマベだということで放流している団体もあ

るようなのですが、水産でも手を出しにくい分野でもあります。

佐藤委員 新聞に出ていたのですが、秋サケの孵化事業を縮小するということですけども、ど

の辺まで話が進んでいますか。

久保課長 詳しい話は承知していないのですが、国も経費削減の方向で進んでいます。特にさ

け・ますについては、研究予算で占めるさけ・ますの割合は多いんです。そこを縮

小しようという水産庁の考えの中で進められている話です。実際に北海道で孵化場

は８箇所位あるのですが、維持するのは人件費等もかかりますので大変です。ただ、

資源が低下している中で減らすということも難しいので、飼育密度を減らすという

事を考えているのです。

佐藤委員 水揚げが低下している段階で、その原因もはっきりしない中での話でしたので困っ

ています。

久保課長 道庁でも重く受け止めています。タイミングが悪いです。国は昔から考えていたよ

うです。千歳は別として、日本海では尻別、天塩でその辺の話が出てくるかもしれ

ません。

佐藤委員 組合所有の大規模ではない施設ですけども経費はかなりかかりますからね。卵から

ある程度の大きさまで成長させるんですけども。大規模な施設ですと億単位の経費

がかかっていると思います。人件費のみで億単位は必要です。ただ、さけ定置網の

皆さん、涙を飲んでいる状態でこのような記事が出てくることについては、どうか

なと思います。

久保課長 日本海の方にとっても、道東の釧路や標津も含め、国の孵化場は重要な位置を占め

ています。現状でも厳しいのに非常に困ります。

佐藤委員 わかりました。

話は変わりますが、こちらも新聞で見たのですが、来年から海区調整委員を知事が

指名するという話を見ました。

久保課長 今回の漁業法の改正で変わりまして、知事が選任することになりました。

佐藤委員 選任のスタンスは。
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久保課長 変わらないです。今までの構成委員に漁業者が参画した中で選んできているので今

までのスタンスと変わらないです。組合の中で変な人が出てくるということはなく

なると思うので組合としては、いいかもしれません。

佐藤委員 組合に打診が来るということでしょうか。

久保課長 地域で了解が得られた方しか選ばれないこととなります。

佐藤委員 例えば、東しゃこたんは２人、隣の組合も２人出してくれというような打診がある

のでしょうか。

久保課長 それ以外で選任しますと、怒られます。名簿作ったり、そっちの作業が相当負担に

なっていたみたいで。実際、選挙はないんですけども。経費削減の方向なんです。

北海道では、問題無いのですが、本州では組合の規模が小さいところもありますの

でそこに、大企業の委員が選任されることも考えられます。

佐藤委員 わかりました。

久保課長 他に何かありますか。

一同 （なし）

久保課長 よろしいでしょうか。他になければ、これをもちまして、第１０期第３回石狩・後

志地区海面利用協議会を閉会します。長時間にわたり、どうもありがとうございま

した。


