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水産政策審議会資源管理分科会 

第１回くろまぐろ部会 

議 事 次 第 

 

 

日時：平成３０年９月３日（月）      

１０：３０～１１：２０       

場所：農林水産省本館４階 第２特別会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

 （１）部会の組織に関する事項 

   部会長の選任及び部会長代理の指名について 

 （２）説明事項 

   第４管理期間の小型魚及び大型魚の配分の考え方について 

 （３）今後の部会の運営に関する事項 

 

３ 閉会 
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午前１０時３０分 開会 

○中管理課長（司会） それでは、時間となりましたので、第１回くろまぐろ部会を開始

させていただきたいと思います。 

 まず、開会に当たりまして、担当課長として経緯をご紹介させていただきます。 

 ご承知のとおり、資源管理法に基づくくろまぐろの漁獲可能量の配分につきましては、

その配分過程でさまざまなご意見があったところでございます。このため、８月７日の水

産政策審議会資源管理分科会において、このくろまぐろ部会の設置が決められまして、く

ろまぐろ部会において第５管理期間以降の漁獲枠の配分方法について議論するとされたと

ころでございます。 

 本日はそのくろまぐろ部会の第１回目でございます。 

 水産政策審議会令第８条第３項で準用する同条第１項の規定により、部会の定足数は過

半数とされております。本日は、くろまぐろ部会委員３名中、３名の方がご出席いただい

ておりますので、本日のくろまぐろ部会は成立していることをご報告いたします。 

 また、本日は初めての部会ですので、委員の皆様の互選による部会長の選任までの間、

私が進行役を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 続いて、事務的な連絡を事前にさせていただきます。 

 委員の皆様がご発言する際には挙手いただいて、前のマイクを用いてご発言いただくよ

うお願いいたします。また、資源管理分科会と同様、くろまぐろ部会においてもノートパ

ソコンにて資料をご覧いただく形となっております。画面上方の資料番号のタブ、左側の

ページ番号のしおりがございますので、説明に合わせてご覧いただきますようにお願いい

たします。 

 うまく動かない場合等ございましたら、事務局員がサポートいたしますので、お気軽に

お声がけいただければと存じます。 

 なお、こちらのスクリーンにも資料を投影するようにいたしますので、随時ご参考にし

ていただければと存じます。 

 また、机の上に配付資料を置かせていただいておりますが、その確認をさせていただき

ます。一番上に議事次第、その次に資料一覧及びそこに記載の資料１から資料３までと参

考資料でございます。資料は以上となりますが、漏れ等はございませんでしょうか。 

 では、資料を確認いただいた上で、まず開会に当たりまして、水産庁次長の山口より一

言ご挨拶を申し上げます。 
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○山口水産庁次長 おはようございます。次長の山口でございます。会議開催に当たりま

して、一言ご挨拶申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、日ごろから資源管理分科会の委員として、さまざまなご

審議にご尽力いただきましてありがとうございます。 

 さらにこのたび、くろまぐろ部会の委員の就任についてご快諾いただきましたことを心

より御礼申し上げます。 

 本日は、資源管理分科会のもとに設置されたくろまぐろ部会の第１回目の会合でござい

ます。ご存じのとおり、くろまぐろの資源量は、近年、過去最低水準付近にありまして、

2014年に採択されたＷＣＰＦＣの保存管理措置を遵守することは、くろまぐろの最大の生

産国であり消費国でもあります我が国の責務と考えております。 

 このため、2015年１月から沿岸漁業を含めた全ての関係漁業者による漁獲量管理に取り

組んでいるところでございます。 

 そして、資源管理分科会でもご審議いただきましたが、資源管理法に基づく基本計画に

従い、第４管理期間からは資源管理法に基づく数量管理、いわゆるＴＡＣ制度が大臣管理

漁業については本年１月から、また、沿岸漁業については７月から導入されたところでご

ざいます。 

 しかし、７月からの沿岸漁業のＴＡＣ制度導入に当たっては、基本計画策定の手続にお

けるパブリックコメントや資源管理分科会でのご指摘など、さまざまなご意見をいただき

ました。パブリックコメントの期間が短かったとの批判も受けたところでございます。 

 そこで、第４管理期間での対応といたしまして、水産庁としては基本計画を一部修正し、

大型魚の漁獲枠の留保については、６月末から７月にかけて各都道府県で現地説明会を開

催し、そこでの議論を踏まえ具体的な配分の方針を速やかに示すこととしたところでござ

います。 

 また、与党においても第４管理期間の大型魚の配分方法について漁業者からの意見聴取

や議論がなされ、自民党として大型魚の漁獲枠配分に係る中間とりまとめが出されたとこ

ろでございます。 

 この中間とりまとめを踏まえまして、水産庁からは大型魚の留保を配分する案を示しま

して、配分案を反映させた基本計画について、７月25日から、今回は１カ月間パブリック

コメントを実施しました。 

 現在、パブリックコメントの募集期間は終了しており、このパブリックコメントや各都
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道府県で開催した現地説明会での意見を踏まえ、基本計画の最終的な調整を行っていると

ころでございます。 

 また、第５管理期間以降の配分については、このルールの見直しに向けて、漁業者、専

門家の意見も伺いながら検討するということを表明していたところでございまして、この

ことを受けまして、今回くろまぐろ部会を設置し、漁業者の意見を伺いながら専門家であ

る委員の皆様にご審議いただくこととしております。 

 水産庁といたしましては、くろまぐろの資源管理は今後の他の魚種における資源管理の

試金石になるものと考えております。 

 本部会での活発な議論を通じて、くろまぐろの資源管理の取組が円滑に推進されますよ

う、皆様のご協力をお願い申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○中管理課長（司会） それでは、報道関係のカメラ撮りはここまでとさせていただきま

すので、撮影の方はここでご退席いただくようお願いいたします。 

 それでは、出席者の紹介をさせていただきます。 

 まず、水産庁側の出席者でございますが、今挨拶をさせていただきました山口次長でご

ざいます。神谷資源管理部長でございます。私、管理課長の中でございます。よろしくお

願いいたします。岩本資源管理推進室長、斎藤沿岸・遊漁室長でございます。 

 委員の皆様におかれましては、山川資源管理分科会長、田中資源管理分科会長代理、東

村委員です。本日はよろしくお願いいたします。 

 まず、今回新たな部会の設置ということでございますので、まずこの部会の概要、先日

の資源管理分科会で決まった事項について、資源管理推進室長からご説明申し上げます。 

○岩本資源管理推進室長 資源管理推進室長の岩本でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 資料２－１、資料２－２、資料２－３に基づきまして、ご説明させていただきます。 

 まず、資料２－１をご覧ください。 

 先般８月７日に開催されました第89回水産政策審議会資源管理分科会におきまして、資

源管理法に基づくくろまぐろの漁獲可能量の配分方法に関し調査審議するため、水産政策

審議会資源管理分科会に、くろまぐろ部会を置くということが決まりました。 

 続きまして、資料２－２をご覧ください。 

 くろまぐろ部会の運営規則について簡単に説明を行います。 
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 まず、第１条ですが、第１項で部会を置くことを、また第２項で部会はくろまぐろの漁

獲可能量の配分方法に関し、調査審議することを規定してございます。第２条では、部会

の調査審議の結果の取扱いについて分科会に報告し、分科会でその結果を審議し、議決す

ることを規定してございます。第３条では、部会長は、調査審議するため必要があるとき

は、関係漁業者等を参考人として選任し、部会への出席を求めることができることを規定

してございます。最後に、第４条では、この規則の改正は、分科会の決議をもって行うこ

とを規定してございます。 

 続きまして、資料２－３によりまして、この部会における議論の進め方について説明を

させていただきます。 

 まず、審議事項につきましては、くろまぐろの漁獲可能量の第５管理期間以降の配分の

あり方について、調査審議いたします。 

 続いて、議論の進め方ですが、漁獲実績による第４管理期間の配分の考え方を紹介いた

します。その上で、現状の配分の考え方の中で、見直すべき事項や追加する要素があるか、

参考人からのヒアリングなども踏まえ検討します。 

 そして、部会委員での総合討論を行い、第５管理期間以降の配分についての考え方をま

とめることといたします。 

 説明は以上です。 

○中管理課長（司会） 引き続きまして、部会長の選任に入らせていただきます。 

 部会長の選任につきましては、水産政策審議会令第６条第２項の規定により、委員の皆

様の互選によるということとなっております。 

 自薦他薦を問わず、委員の皆様のご提案をお願いいたします。 

○田中委員 山川委員に部会長をお願いしたいと思うんですけれども。 

○中管理課長（司会） ありがとうございます。 

 ただいま、田中委員より、山川委員を部会長にというご提案がございました。他のご意

見等ありますでしょうか。 

（異議なしの声） 

 それでは、異議なしということでございますので、山川委員に部会長にご就任いただき、

これからの議事は山川部会長に引き継ぎたいと思いますので、山川委員におかれましては

部会長の席にお移りいただきますようお願いいたします。 

○山川部会長 ご指名によりまして、部会長に就任させていただくことになりました。こ
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のくろまぐろの漁獲可能量の配分につきましては、今般漁業者の方々、あるいは漁業関係

者の方々からいろんなご意見をいただいているところでございますし、それから一般の

方々の関心も非常に高い事項になっておるかと思います。 

 今後それをどういうふうに配分していくか、その方向性をどういうふうにしていくかと

いうことは非常に重要な内容だと思いますので、審議によろしくご協力くださいますよう

お願いいたします。 

 では、座って議事に入らせていただきます。 

 水産政策審議会令第６条第５項には、部会長に事故があるときは、当該部会に属する委

員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理すると規定されています。

私から資源管理分科会の会長代理をお願いしておりました田中委員に、くろまぐろ部会の

会長代理もお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これで部会の体制が決まりましたので、説明事項に移りたいと思います。 

 本日は説明事項が１件ということでございまして、現状である第４管理期間の小型魚及

び大型魚の配分の考え方について、事務局からご説明よろしくお願いいたします。 

○岩本資源管理推進室長 事務局から資料３－１に基づきまして、第４管理期間の小型魚

及び大型魚の配分の考え方につきましてご説明をさせていただきます。 

 まず最初に、スライド番号１番ですけれども、基本的な配分の考え方につきましてご説

明をさせていただきます。 

 第４管理期間につきましては、資源管理法に基づきまして小型魚、大型魚の別に大臣管

理量と知事管理量に漁獲可能量を配分しております。 

 さらに、大臣管理量は漁業の種類ごと、また知事管理量は都道府県ごとに配分しており

ます。 

 また、第４管理期間における大臣管理量の管理期間につきましては、平成30年１月１日

から12月31日までの12カ月間となっております。 

 一方で、知事管理量の管理期間につきましては、今年７月１日から３月31日までの９カ

月間になってございます。これは、来期の第５管理期間からは、管理期間を４月１日から

３月31日までの12カ月間に変更する方針ということでございますので、それに基づく措置

ということで第４管理期間の知事管理量については９カ月間の期間という形でさせていた

だいております。 

 資料の２ページですけれども、カラー刷りの資料でございまして、小型魚、その後大型
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魚と順に説明させていただきますけれども、小型魚については背景がブルーのもの、また

大型魚についてはグリーンのものという形で分けさせていただいております。 

 まず、小型魚のほうから説明させていただきます。 

 ＷＣＰＦＣ、中西部太平洋まぐろ類委員会における決定事項を受けまして、まず2002～

2004年の平均漁獲量の半分というものをベースとしまして、これまで行ってまいりました

沿岸漁業の配慮、また、まき網漁業への漁獲枠削減と大型魚の移しかえ、こういったこと

を反映した結果、基本的な配分というものがここに示しておりますような図になってござ

います。 

 スクリーンの方で説明をさせていただきますが、まず我が国の漁獲枠というものが、先

ほど説明しましたように、2002年～2004年の平均漁獲量の２分の１となりますので、これ

が4,007トンとなります。また、今回、12カ月分の配分を行うわけなんですけれども、大

臣管理分につきましては、大型魚の振替を250トンしております。この関係で、まず１年

分、12カ月分の数量を示しますと、大臣管理分が1,606トン、また知事管理分が1,885.3ト

ン、そこに留保が265.7トンというようになります。 

 第４管理期間につきましては、この知事管理分につきまして、先ほどご説明させていた

だいたとおり、管理期間を今年の７月から来年の３月までの９カ月間という形になります

ので、この知事管理分を９カ月分に案分したものがここに書いてございます1,517.8トン

というようになります。この1,517.8トンをまずは各都道府県の方に配分をさせていただ

いたということでございます。 

 資料の３ページ、スライド番号の３ページをご覧ください。 

 具体的にこの後、調整をしているわけでございますけれども、第３管理期間の超過数量、

また獲り控え数量の取扱いというものをここでまとめさせていただいております。 

 まず最初に、その超過数量の取扱いについてですけれども、第３管理期間の小型魚の超

過量は、第４管理期間から原則として一括で差し引くというふうな形をとらせていただい

ております。また、第２管理期間の都道府県の超過量の差引きは当初の２割までという形

とさせていただいてございまして、残りは複数年での分割の返済という形になっておりま

す。 

 このような差引きをした結果、都道府県ごとに配分量がゼロトンとなる道県が出てまい

りましたので、こちらにつきましては、混獲枠を国の留保から配分させていただくことで

対応させていただいてございます。 
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 また、次に獲り控え数量の上乗せ措置ですけれども、これは知事管理部分について措置

をさせていただいております。 

 第３管理期間に獲り控えた都道府県の漁獲枠の残枠分につきましては、第４管理期間の

当該都道府県の漁獲枠に上乗せ配分するという形で対応をさせていただいております。 

 上乗せの数量の原資につきましては、第２管理期間、また第３管理期間に超過しました

数量のうち第４管理期間で差し引いた数量の範囲内というふうな形にさせていただいてご

ざいます。 

 その結果がスライドの４番でございます。 

 第４管理期間での小型魚の配分（案）というような形で作成させていただいてございま

す。まず、第３管理期間につきましては、先般ご案内しましたとおり、超過がなかったと

いうことで、計算結果はここに示しているような状況になっております。 

 先ほど説明させていただきましたとおり、スクリーンで説明させていただきますと、知

事管理分については７月から３月分が、９カ月分としてまずここに示しております。残り

の４月から６月分がこのような形になってございます。同様に、留保枠についても９カ月

分のものと４月以降の３カ月分のものに分けてございます。 

 その結果、今回上乗せ等の措置をしまして、まずは大臣管理分の部分で超過量の差引き

23.3トンがございまして、この部分については上乗せ原資としまして、知事管理分の９カ

月分の配分の方に持っていくような形で対応させていただいております。 

 また、知事管理分につきまして、各都道府県ごとに差引き上乗せというものをさせてい

ただいて、上乗せ調整等で余った3.39トンにつきましては留保枠、また、ゼロトン道県に

対しまして、混獲分ということで10.3トンを加えました数字が今期の配分案となっており

まして、これが大臣管理分が1,582.7トン、知事管理分が1,548.01トン、留保が255.59ト

ンというような形で数字を整理をさせていただいてございます。 

 このように、第４管理期間につきましては、知事管理の管理期間が９カ月分というよう

な形になって複雑な形になっておりますけれども、第５管理期間以降につきましては、よ

りシンプルな形になろうかと考えてございます。 

 また、スライドの５番につきましては、この数字をくろまぐろの小型魚につきまして、

大臣管理分については漁業種類ごと、また知事管理量について記載するとともに、留保の

数字を記載させていただいて合計の数量を明記させていただいております。 

 また、次のスライド６番になりますけれども、知事管理量につきまして都道府県別の小
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型魚の配分表を添付してございます。 

 この数字につきましては、先ほどから説明をさせていただいております上乗せ数量込み

の数量とさせていただいてございます。現状、都道府県への意見照会は終了しておりまし

て、集まりました意見を最終調整中でございます。また、パブリックコメントも期間が終

了しておりますので、その意見も踏まえまして、近日中にこの数量について確定をさせて

いただきたいと考えてございます。 

 以上が小型魚の配分についてでございます。 

 続きまして、大型魚の配分につきまして説明をさせていただきます。 

 スライドの７ページ目でございますけれども、こちらにつきましても、ＷＣＰＦＣにお

ける決定事項によりまして、大型魚については2002～2004年の平均漁獲量をベースとしま

して、直近の2015年、2016年の漁獲実績の比率を反映しまして、沿岸漁業への配慮を含め

て留保を設定した結果がこの図となっております。 

 まず、前のスクリーンで説明しますが、2002～2004年の平均漁獲量ということで、我が

国の大型魚の漁獲枠は4,882トンというような形になってございます。それに大中型まき

網漁業からの小型魚から大型魚への振替ということで、250トンが大型魚の方に入ってま

いりますので、12カ月分の数量としましては、大臣管理分は2,980.2トンにこの大型魚の

振替の250トンを足した3,230.2トンという形になっております。 

 また、知事管理分につきましては、過去実績に基づきつつも、知事管理分に配慮するよ

うな形で配分してございます。また、留保につきましては、714.1トンというような形で

設定をさせていただいております。 

 この知事管理分につきましては、先ほどからご説明しておりますとおり、管理期間が９

カ月間になるということですので、これを案分させていただきますと、知事管理分につき

ましては、７月から３月の９カ月分ということで732.7トンというような形になりまして、

これを当初、都道府県の方に配分をさせていただいてございます。 

 続きまして、スライド番号８番をお願いします。 

 この大型魚の配分についてですけれども、資源管理分科会、またパブリックコメント等

を踏まえまして、さまざまな意見をいただいてございます。 

 そういった意見を考慮して、今回、留保している数量のうち一部を知事管理漁業と近海

かつお・まぐろ漁業等への配分を行うということで対応させていただいております。 

 基本的な考え方につきましては、枠の中に書いているとおりでございます。 
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 知事管理分につきましては、直近の３カ年、平成27年から29年の７月から３月の都道府

県ごとの漁獲量の最大値を基本という形にさせていただいております。また、実績の少な

い微小割当都道府県につきましては、具体的にはその配分量が20トン以下となる都道府県

につきましては、混獲の管理のために一律５トンを配分するというような形をとらせてい

ただいております。 

 また、大臣管理のうち、近海かつお・まぐろ漁業につきましては、直近の３カ年、平成

27年から29年の１月から12月の漁獲量の合計の最大実績値を配分するというような形をと

っております。なお、まき網漁業については、今年の１月時点で配分した割当のとおりと

いう形で対応しております。 

 具体的には、スライド番号９番で説明をさせていただきます。先ほどのスライドで説明

しましたとおり、12カ月分の配分がそれぞれ大臣管理3,230.2トン、知事管理分につきま

しては、９カ月分と３カ月分にそれぞれ分けてございます。また、留保につきましても同

じく９カ月分と３カ月分に分けてございます。 

 今回は、この留保の661トンの中からそれぞれ知事管理部分について371.7トンを、また

近海かつお・まぐろ漁業等につきましては51.8トンを追加的に配分する形になりまして、

今期の配分量につきましては、大臣管理分が3,282トン、知事管理分が1,105.9トン、それ

に留保枠を今回放出しましたので、残りが239.1トンというような形になってございます。 

 スライド番号10番には、今説明しました数量につきまして、大臣管理につきましては漁

業種類ごと、また知事管理量については９カ月分で、留保の残枠をそれぞれ書かせていた

だいております。 

 これを第４管理期間の大型魚の配分ということで、スライド番号11番には各都道府県に

現在、配分案として作成させていただいております数量を載せてございます。この数量に

つきましては、先ほど説明しました留保からの配分を加えた数量というような形になって

ございます。また、この数量につきましても、都道府県への意見照会は終了しておりまし

て、現状、集まった意見を最終調整中ということでございます。また、パブリックコメン

トの意見も踏まえまして、こちらにつきましても近日中に確定をしたいと考えてございま

す。以上が第４管理期間の小型魚及び大型魚の配分の考え方についてでございます。 

 続きまして、資料３－２によりまして、これまでパブリックコメント、また６月末から

７月にかけての現地説明会、また先般行われました第９回の太平洋クロマグロの資源・養

殖管理に関する全国会議、こういったところで出されました、この配分に関する意見を取
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りまとめてございます。沿岸漁業者からのご意見と、沖合漁業者等からのご意見というこ

とで大きく分けさせていただいてございます。 

 順番に紹介をさせていただきますと、まず沿岸漁業者からのご意見でございますが、１

つ目、経営体数が圧倒的に少ないまき網への配分が過剰であり、沿岸に再配分すべき。ま

た、くろまぐろへの経営の依存度を考慮し沿岸に再配分すべき。ＦＡＯ行動規範等に基づ

き、小規模の沿岸漁業者に手厚く配分すべき。漁獲量の増加傾向を踏まえた漁獲枠とすべ

き。過去における最大の漁獲実績を保証すべき。直近の漁獲量が保証されればよい。配分

の根拠となる漁獲実績の基準年を変更すべき。漁協が枠を配分すると、実績の有無にかか

わらず承認隻数で等分し、漁獲実績のある漁業者の枠は10分の１以下となってしまう。実

績で配分するなら、その間一部地域で行われていた自主的な獲り控え措置を考慮すべき。

混獲回避のため休漁等の負担が生じる地域へ配慮すべき。くろまぐろは絶滅危惧種になっ

ており漁獲を制限すべき。資源保護の観点から産卵期は禁止にして資源回復の検証をすべ

き。まき網により漁獲されたくろまぐろは品質が低く、資源の有効利用の観点からも規制

すべき。 

 こういったご意見が沿岸漁業者からのものでございました。 

 続きまして、沖合漁業者などからの意見としまして、まず最初に、小型魚、大型魚とも

漁獲枠の削減や留保への枠の拠出をしてきた上に、枠もしっかりと遵守している（まき網

漁業者）。大型魚の漁獲枠はまき網だけ直近の実績より削減されているのは公平ではない

（まき網漁業）。規制導入前から小型魚等の自主的な資源管理に取り組んできた（まき網

漁業）。まき網漁業も沿岸漁業のために我慢をしている（流通関係者）。年間操業が可能

な枠が必要（近海かつお・まぐろ漁業）。日本海の夏の時期は、くろまぐろしか獲るもの

がなく依存度が高い（まき網漁業）。沖合のくろまぐろは規制導入後増加していると実感

しており産卵親魚の漁獲は資源に影響を与えているとは思えない（まき網漁業）。割当枠

を達成し混獲を避けるために漁場や漁具の変更を余儀なくされており経営にも影響（近海

かつお・まぐろ漁業）。 

 こういった意見をいただいてございます。 

 この意見につきましては、今後もこの部会を進める上で出てくるものと考えてございま

す。また、今後の論点になるのではないかということで、我々としてもまとめさせていた

だきました。 

 説明につきましては以上でございます。 
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○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見等ありましたら、ご発言よろしくお願

いいたします。 

 東村委員。 

○東村委員 １点質問です。 

 小型魚、大型魚ともに留保枠のトン数ですけれども、例えば他の魚種ですね、ＴＡＣの

対象魚種だと何割というもので、まず最初に留保枠を分けている感じだと認識しているん

ですが、今のご説明だと何か最後に残ったのが留保みたいに聞こえてしまうんですが、大

体何割ぐらい目安というのがあれば教えていただければと思います。 

○岩本資源管理推進室長 他の魚種につきまして、留保枠どれぐらいとっているかという

ご質問でございました。魚種によりますけれども、１割から２割ぐらいを留保枠というふ

うな形で国の方でとらせていただいてございます。 

○東村委員 他の魚種だとその何割というのが決まっているけれども、くろまぐろの場合、

最初から何割留保として分けて、残りを分けているのではないようにご説明からは伺えた

んですけれども。最初、私の今の聞こえ方ですと、大臣管理に分け、知事管理に分け、残

った分が留保のように聞こえているんですが、最初から留保を例えば１割とっておくとい

うような考え方ではないんでしょうかという質問です。すみません、よろしくお願いしま

す。 

○岩本資源管理推進室長 まず、今回、大型魚の方で留保枠についていろいろな方からご

質問いただいたわけですけれども、基本的には国の方に１割ほど留保をいただいていると

いうような状況でございます。 

 また、国の方から都道府県の方に配分をさせていただいた後、各都道府県でも１割の留

保をしていただいているというのが大型魚での留保分の考え方、また、それに加えまして

調整分ということで、まき網の方からも二百数十トン留保枠をいただいたものの合計が、

スライド番号でいいますと７番に書いております714.1トンというような形になってござ

います。 

○中管理課長 今回、大型魚につきましては、当初我々の方でも留保枠というのをまさに

その10％という形で設定した形で配分を行っていたわけなのでございますが、短い期間で

そういうふうな枠設定というのをやって、管理期間に入ったということで、いろいろなご

意見をいただきまして、やはり都道府県の皆さんにしっかりと管理していただくという前
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提のもとで、その留保していた部分につきましても都道府県ごとに割り当てたということ

で、その中でしっかり管理していただくという前提で、その留保枠は沿岸についてリリー

スをしたというところでございます。 

○東村委員 ありがとうございました。 

 国の留保枠はやや減少したけれども、まだ都道府県の中で留保枠を持っていただくとい

う基本方針ということですね。 

○中管理課長 その都道府県の裁量に任せるというところでございます。 

○東村委員 裁量に任せるんですね。ありがとうございます。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 では、特にご発言なければ、次の事項に移りたいと思います。 

 その他の事項として、議事の３番目、今後の部会の運営に関する事項について議論いた

します。 

 まず、委員及び参考人についてです。現在、部会の委員は３名で構成されていますけれ

ども、このほか追加で選任するべきかどうかについてご意見をいただきたいと思います。 

 それから、参考人につきましてはどのような漁業者から意見を伺うべきか、ご意見をよ

ろしくお願いいたします。 

 田中委員。 

○田中委員 田中でございます。 

 委員なんですけれども、今、学識しかいないので、やはり先ほど沿岸と沖合の漁業者の

意見の紹介ありましたけれども、そういう意味では、そういう人たちもこの委員に入って

いただいて審議していただいた方がいいんじゃないかなと思います。人数についてはバラ

ンスをとった形で人選していただきたいと思います。 

 それから、参考人についてもよろしいですか、続けて。 

○山川部会長 はい。お願いいたします。 

○田中委員 なるべく多くの、できれば最大漏らさずいろいろな漁業者からの意見を聴く

機会を設けて、我々はその話を聴いたほうがいいと思うんですけれども、そうかといって

全部聴くと時間の制限がありますので、時間に応じて人を代表してご意見を聴くかという

ことになると思うんですけれども、誰を選ぶか、参考人ですね。それはなかなか我々だけ

で選ぶのは難しいでしょうし、例えば業界にお願いをして人選をしてもらうということで

すね。 
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 ついでに、もうあと２つぐらいあるんですけれども、いろいろな人の意見を聞いた上で

判断すべきところではあるんですが、時間も限られているということなので、例えば事前

に文書で出してもらうとかいうこともあっていいんじゃないかと。できれば業界ごとにま

とめてもらうとこちらも助かるんですけれども、そういうことで意見を出して、なるべく

最大漏らさず聴ければ、聴くというのが大事なんじゃないかなと思っています。 

 いろいろなここに出ている、先ほど紹介あっただけでも結構な意見が出ているんですけ

れども、これは実際に聴けばもろもろの意見が出てくると思うんですけれども、いろいろ

意見を聴いた上で、それを全部聴くのはなかなか、例えば感情的なものとかいろんなもの

もありますので、そういうものは一応除いて、資源管理とか調整上、合理性、妥当性を持

ったものをピックアップするとかで、メリット、デメリットを考慮して解決する方向で検

討してはどうかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○山川部会長 どうもご意見ありがとうございます。 

 まず、委員につきましてですけれども、我々３人、学識委員という、そういうものだけ

ではなくて、漁業関係者にも加わっていただいて、特に沿岸と沖合、バランスをとったよ

うな形で入っていただくというようなことでどうかというご意見でしたけれども、東村委

員はいかがでしょうか。 

○東村委員 私も田中委員に賛成で、ここの配分、資料３－２にもあるように、やはり沿

岸の漁業者からのご意見と沖合の漁業者からのご意見、かなり意見が違うので、やはり両

方の方に、参考人だけではなくて、ちゃんと委員として入っていただくというのがバラン

スがとれた構成になるかと存じます。 

○山川部会長 では、我々委員の間では意見がほぼ同様だというふうに認識いたしますけ

れども、委員につきましては、水産政策審議会令第６条第２項に基づいて、資源管理分科

会長が選任するということになっております。 

 従いまして、私が分科会長の立場で行うものですけれども、今回の部会でのご意見を尊

重して、委員の追加選任については次回のくろまぐろ部会の開催前までに検討して決定さ

せていただきたいというふうに思います。 

 それと、参考人につきまして、東村委員、ご意見ございますでしょうか。 

○東村委員 ありがとうございます。 

 この間、第４管理期間に至るまで、やはりいろいろ紆余曲折があったのが定置網かと思

いますので、かなり具体的になりますけれども、定置網の方はお呼びしたほうがいいと思
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います。 

 加えて、やはりその定置網に関しまして、かなり地方によって、１年目は南でとれたり、

次の年は北でとれたりと、またその定置網もそもそもくろまぐろを目的としていなかった

のにという部分とかもあるので、お一人ではなくて、ある程度の何人か、もちろん時間の

制約があるので定置網の方ばかりをお呼びするわけにもいかないかと思いますが、何人か

はお呼びして話を伺えればいいのではないかなというふうに考えております。 

 加えて、まき網、やはりある魚種がいつも話題になるわけですけれども、まき網に関し

ても、まき網でくろまぐろをかなりとっているまき網の方と、そうでない方と何か意見が

違うのかなということもあり、それこそ田中委員のおっしゃるとおり、なるべくたくさん

聴きたいけれども、やっぱり時間もあるということで、その辺のやり方は、田中委員のお

っしゃるように文書で出していただくというのもあるかもしれませんが、沿岸とまき網は

外せないかなというふうに考えております。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 できるだけ多くの方々の意見を伺いたいというところはあるわけですけれども、時間の

問題とか、そういったこともございますので、できるだけ漁業種類間のバランス、あるい

は地域間のバランスとか、そういったものを勘案しながら、なるべく時間の許す範囲内で

多くの方々の、多様な方々のご意見を聴けるような、そういう参考人の選定ということに

させていただくということ。 

 あと、それから、もしそういった選定から漏れてしまった場合に、例えば事前に文書に

て意見をいただくとか、それから、参考人として出ていただいた方についても、これだけ

の時間の中で参考人何人だったら１人当たり何分というような、そういう時間配分に恐ら

くなるんでしょうから、その時間内で意見を全て言い尽くしていただけるようであればい

いんですけれども、それでもちょっと足りないというような方については文書で意見を事

前にまとめたものを頂くとか、そういったこともいろいろ柔軟に考えていきながら、とに

かくいろんな方々の意見をお聴きさせていただくというような方向でよろしいでしょうか。 

 あと、文書にてご意見いただくようなときに、田中委員からご発言ありましたけれども、

資源管理、あるいは漁業調整上から見て合理性、妥当性がどうなのかといったことをきち

んと主張していただいた方が、より参考になる意見になるだろうということも含めまして、

しっかり議論ができるような体制にしていければというふうに思います。 

 そういった方向性でよろしいでしょうか。 
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 では、参考人につきましては、くろまぐろ部会運営規則第３条の規定によって、部会長

が出席を求めることができるということにされています。しっかり議論できる体制がとれ

るように、田中委員からも先ほどご発言ありましたけれども、我々だけで誰にという選定

を全てするのはなかなか困難な部分もありますので、漁業者団体等のご推薦をまず頂いて

から、その中からしっかり議論できるような形になるように選任していきたいと思います

けれども、そういったことでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 では、そのようにさせていただきます。 

 今後の部会の運営に関する事項につきましては、それぐらいにさせていただいて、次回

会合の日程について、事務局からご案内よろしくお願いいたします。 

○中管理課長 どうもありがとうございました。 

 次回のくろまぐろ部会ですが、事前に先生方にちょっとご相談させていただいて、９月

25日の週を目途に開催をお願いしたいと考えております。 

 その具体的な日程については、参考人の選任が済み次第、具体的な調整をさせていただ

きたいと思っております。 

 なお、先ほど来、先生方からのご指摘ありましたとおり、やはりなるだけたくさんの参

考人からの意見を聴きたいということでございますので、人数によっては１日では足りな

い可能性もございます。その場合には２日間にわたるということも想定されますので、何

とぞご協力のほどお願いできればというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、日程につきましては後日、事務局からご相談に伺わせていた

だきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 以上で、本日予定しておりました議事につきましては全て終了いたしました。 

 これをもちまして、本日のくろまぐろ部会を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午前１１時２０分 閉会 


