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水産政策審議会資源管理分科会 

第３回くろまぐろ部会 

議 事 次 第 

 

 

日時：平成３０年１０月４日（木） 

１０：０１～１７：０５   

場所：コープビル６階 第３会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

 ・ＷＣＰＦＣ（中西部太平洋まぐろ類委員会）「北小委員会」の結果について 

 ・沿岸漁業者等からのヒアリング 

 

３ 閉会 

 



－2－ 

午前１０時０１分 開会 

○中管理課長（司会） 皆さん、おはようございます。それでは、予定の時刻となりまし

たので、ただいまから第３回くろまぐろ部会を開催させていただきます。 

 私は、本日の事務局を務めます、管理課長の中でございます。どうぞ、よろしくお願い

いたします。 

 本日の会場は、委員の皆様の前にマイクが設置されておりませんので、ご発言の際には、

挙手いただいて、こちらからマイクをお持ちさせていただいた上で、ご発言をお願いいた

します。 

 それでは、委員の出席状況についてご報告いたします。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５名中４名の方にご出席をいただいております。したがって、定足数

を満たしておりますので、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。 

 では、次に、配付資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の封筒の中の資料でございますが、一番上に議事次第、２枚目に資料一覧、こち

らに資料１から４と紹介されておりますが、資料１が委員名簿、資料２がＷＣＰＦＣ北小

委員会の結果について、資料３が参考人名簿、資料４がヒアリングの時間割でございます。

参考資料として運営規則等を添付いたしております。 

 この他、参考人から本日の意見聴取に関する配付資料の提出がありましたので、あわせ

て、後ろにつけさせていただいております。 

 なお、参考人の資料について、転用等を希望される場合には、参考人のご了承を得て行

うよう、よろしくお願いいたします。 

 資料は以上となりますが、お手元にございますでしょうか。もし万が一、途中で資料等

ない場合には、事務局のほうに言っていただければと思います。 

 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、撮影されてい

る方は、ここでご退席をお願いいたします。 

 それでは、山川部会長、よろしくお願いいたします。 

○山川部会長 本日は、委員の方々、ご出席くださいまして、ありがとうございます。 

 本日は沿岸漁業者の方々からのヒアリングを行うことを予定しております。くろまぐろ

部会の運営規則第３条に基づいて選任しました多くの参考人の方々にご出席いただいてお

ります。ご出席くださいまして、誠にありがとうございます。 
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 では、座って議事に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 本日は水産庁からの報告事項が１件と、参考人からのヒアリングが議題ということにな

ってございます。 

 ９月28日のくろまぐろ部会でも説明がありましたけれども、改めて、ＷＣＰＦＣ、中西

部太平洋まぐろ類委員会、北小委員会の結果について、事務局からご説明をよろしくお願

いいたします。 

○太田審議官 審議官の太田でございます。よろしくお願いします。座って説明させてい

ただきます。 

 資料２をご覧ください。ＷＣＰＦＣ北小委員会の結果についてというタイトルでござい

ます。 

 まず、日程、場所でございますけれども、約１カ月前、福岡において開催されておりま

す。期間中に太平洋くろまぐろについて議論するために、ＩＡＴＴＣ、全米熱帯まぐろ類

委員会との合同作業部会を開催しております。これは、太平洋くろまぐろが太平洋の東西

にまたがって広く回遊いたしますので、西を担当するＷＣＰＦＣだけではだめということ

で、東側を担当するＩＡＴＴＣとの合同部会を開催して、くろまぐろの話はここで議論し

ております。 

 次に、参加国、地域でございますが、日本、韓国、米国、カナダ、クック諸島、フィジ

ー、バヌアツ、台湾ということで、ただし、その合同作業部会には、東側のメキシコやＥ

Ｕは実際獲っていませんけれども、ＩＡＴＴＣのメンバーであるＥＵも参加しております。 

 出席者は、私が代表として出席しております。たくさんの業界の関係者の方にも代表団

として参加していただきまして、いろいろとアドバイスをいただいたことを改めて御礼申

し上げます。議長は宮原農水省顧問が務めておりました。 

 結果でございますが、まず漁獲上限の増加につきまして、我が国から小型、大型、それ

ぞれ15％増加という提案を出しておりましたが、多くの国、地域が、資源がいまだに少な

い中で、増枠は時期尚早であり、今回の会合では増枠には一切応じられないという主張を

行いまして、合意に至っておりません。 

 これについて、もう少し詳しく説明いたしますと、反対の理由というのは、大きく分け

て２つございまして、１つは、資源は前回に比べて増えているわけでございますけれども、

初期資源という、いわゆる漁業がない場合にどこまで増えるかということを計算した理論

上の数値でございますけれども、その初期資源に対する割合が、前回、２年前の資源評価
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では2.6％だったんですけど、今回、3.3％まで増えたと。ただし、国際的には、最低20％

はないとだめだというのが大体スタンダードになっておりまして、それに比べて、3.3％

というのは極めて低いということで、増枠するには早いんじゃないかというのが１点目。 

 それと、２点目は、１点目とやや関係しますが、今回、去年決めた増枠ルールに基づい

て、増枠を提案したわけですけれども、今回、科学的な評価で増枠をしてもいいというふ

うに至った一番の大きな理由は、2016年の加入が非常に多かったと、生き残りですね、卵

から生まれて、漁獲対象、20センチぐらいになるまでに生き残った数が非常に多かったと

いうのが最大の理由なんです。3.3％という低い状況の中で、2016年１年間だけ加入がよ

かったからといって増枠するというのは、これはちょっとまだ、余りにも早過ぎるんじゃ

ないかという、この２つの理由が主として述べられまして、反対されたわけでございます。 

 それに対して、我が国からは、去年、増枠ルールを決めたときに、2.6％であったわけ

で、そういうことを承知の上で、この増枠ルールを決めたんですよねという話は再三申し

上げましたし、2016年だけでなく、2017年の加入も、我が国がやっているひき縄調査では、

2016年と同程度ぐらいの数字が出ているので、１年だけじゃないですよというふうな話も

何回もしたんですけれども、残念ながら、理解が得られませんでした。 

 これを受けまして、最終的に、来年の会合において、ＩＳＣ、科学評価機関ですけれど

も、ISCが資源の状況を改めて確認した上で、増枠に関する決定を行うという旨の議長提

案がなされましたが、我が国は立場を留保しております。 

 その上で、12月のＷＣＰＦＣ年次会合において、再度議論することとなっております。 

 この議長提案の中身ですけれども、基本的に３つの指標を見ますと。その３つというの

は、日本のひき縄のＣＰＵＥですね、CPUEは単位努力量当たりの漁獲量ですが、これと日

本のはえ縄のＣＰＵＥ、台湾のＣＰＵＥの３つのＣＰＵＥを見て、今年のＩＳＣの勧告を

変える必要があるかどうかということを確認するということでございます。 

 増枠に関する決定を行うというふうに日本語で書いていますけれども、ちょっと英語の

訳し方が難しいんですが、ニュアンスとしては、増枠するかどうかを決定すると理解して

いただいたほうがいいと思います。 

 それと、我が国は立場を留保したわけですけれども、その理由としては、現実的には議

長提案を受け入れることが早期の増枠に向けて現実的な選択肢であるとは思っております

が、現場の関係者の方々とも相談した結果、非常にこの増枠に対する関係者の期待が高か

った中で、だめでしたといきなり説明しても、なかなか皆さん、理解するのが難しいので
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はないか、、やはり一度、どうしてこういうことになったかということを説明すべきでは

ないかということになりまして、とりあえず立場を留保して、まさに今日のような会合の

機会を捉えて、説明をさせていただきたいということになっております。 

 それと、２つ目の余った漁獲枠の繰り越しですが、これは都道府県ごとに今、枠を配分

してやっておりますけれども、各県が一生懸命管理してもらって、最終的に少しずつ余っ

た場合には、それが日本全体として非常にもったいないので、それを漁獲枠の５％を上限

として繰り越しできるようルールを提案していたわけですけれども、これについても反対

がありまして、合意が得られませんでした。 

 それで、今回、国内で非常に魚が増えているという状況で、管理が厳しい中、何とか漁

獲枠を増枠して、皆さんのご苦労を少しでも緩和したいと思っていたわけですけれども、

このようなことになって大変残念でございますし、関係者の期待に応えられなかったこと

については、大変申し訳なく思っております。 

 私の方からは以上です。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 この件につきましては、前回の部会でも委員の方々からご質問、ご意見を伺ったわけで

すけれども、もし何か追加でご意見、ご質問等ある場合は、いただければと思いますけれ

ども、よろしいですか。 

 では、続きまして、沿岸漁業者等からのヒアリングを行わせていただきます。 

 ９月28日には沖合漁業者等からご意見を伺いました。本日は、沿岸漁業者の方と養殖業

者の方にお越しいただいております。 

 参考人及び進行スケジュールについて、事務局から説明をよろしくお願いいたします。

また、既に出席依頼の際の通知文において、意見聴取の進め方について、参考人の方々に

はお知らせしておりましたけれども、改めて、事務局から進め方について、該当部分の読

み上げなどをお願いいたします。 

 では、お願いいたします。 

○中管理課長（司会） それではまず、参考人のリストとスケジュールについてご説明を

させていただきます。 

 お手元の資料の、まず資料３をご覧いただきたいと思います。 

 ここの中に、まず沿岸漁業者の参考人10名のお名前を記載させていただいております。

あと、沖合漁業者、沖合漁業関係者、参考人５名の名前を記載させていただいております。 
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 既に、先週、沖合漁業関係者５名の皆様からの意見聴取は終了しております。その後ろ

に、養殖業関係者２名のお名前を記載させていただいておりますが、山﨑氏からの意見聴

取も、これも既に終了しております。 

 したがいまして、本日は沿岸漁業関係者10名からの意見聴取と、あと、養殖業関係者の

残りの草野氏からの意見聴取をさせていただきます。 

 今日のスケジュールでございますが、次の資料４をご覧いただきまして、こちらの第３

回となっている下の段のスケジュール表でございますが、こちらに従って意見聴取をさせ

ていただければと存じます。 

 また、今、部会長からご指示のありました意見聴取の進め方につきましては、既に参考

人の皆様には部会長からの出席依頼の通知においてお知らせいたしておりますが、改めて、

関係部分について説明いたします。 

 本部会では、第５管理期間以降の配分ルールについて議論してまいりますが、まず、参

考人の皆様に現在の資源管理の取り組みの状況や第５管理期間以降の配分方法などについ

てのご意見を伺いたいと考えております。中でも、第５管理期間以降の配分については、

基準となり得る事項について、なぜ、そのような基準が必要なのか、他の事項との優先順

位はどうすべきか等について、客観的な事実にご説明いただきたいと考えております。 

 その後、ご説明に続いて、委員より質問をしていただく形とさせていただきます。１人

当たりの所要時間は、質疑応答も含め、30分程度となっております。また、本日はプロジ

ェクターを用いての説明をいただく方や会場配付資料のご提出をいただいている方もいら

っしゃいますが、本日の質疑で追加の資料が必要な場合は、改めて、追加資料の提出をお

願いすることもありますので、よろしくお願いいたします。 

 また、本日の席の誘導につきましては事務局が行いますので、ご不明な点がございまし

たら、周囲にいる事務局にお声がけいただければと思います。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 なお、本日は、参考人の方を補助する方にも来ていただいておりますので、質疑の際な

ど、参考人を補助する発言をすることもできるということを申し上げておきます。 

 それでは、資料４の順番にご発言をお願いします。まず、最初に、長崎県五島漁業協同

組合、代表理事組合長の草野さん、よろしくお願いいたします。 

○草野参考人 おはようございます。 

 私、長崎県五島市の五島漁業協同組合の組合長で、草野と申します。 
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 本日は、長崎県のくろまぐろ養殖協議会を代表して意見を述べさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 私ども長崎県の水産業は、対馬、壱岐、五島列島等、多くの島々が、日本海、東シナ海

の出入り口に面した好漁場を形成し、今日まで発展してまいりました。このような地理的

条件に恵まれ、本県海域は、昔より、くろまぐろ養殖業、いわゆるヨコワのひき縄漁業が

盛んで、昔は高知、宮崎など遠くからも長崎県に訪れていただいて、漁を営んでおりまし

た。 

 この地の利を生かして、くろまぐろ養殖が始まったのが20年ほど前でございます。北上

するくろまぐろをひき縄によって採捕し、養殖用種苗として供給する仕組みが成り立ち、

漁業者にとっても、養殖業者にとっても、さらには漁業協同組合にとっても、漁業衰退の

歯どめになると推進してまいりました。 

 そして、ついに平成26年が本県が養殖まぐろの生産日本一となり、長崎県の水産業を支

える一大産業となって、現在に至っております。 

 ちなみに、未成魚といっても、養殖用種苗として餌づけが可能な時期は５月、６月、７

月、８月となっております。主に、対馬、五島列島では、養殖業者とひき縄業者が契約し、

活け込み尾数を、各漁業者へ振り分けて、種苗の手配を依頼し、ひき縄漁業者は責任を持

って、種苗を確保するという良好な関係を築いております。養殖業者とひき縄漁業者は切

っても切れない関係という状況でございます。 

 そもそも、くろまぐろ養殖が始まる前は、盛漁期のくろまぐろ未成魚の価格は大変安価

なものでしたが、くろまぐろの養殖が始まって、養殖用種苗は高価格で取引されるように

なり、零細なひき縄漁業者にとって、くろまぐろ種苗を獲ることは、収入の向上につなが

り、漁業者の生活の依存度はますます高くなったところでございます。 

 一方、養殖業者にとっても、責任を持って種苗を確保してくれるひき縄漁業者は重要で

あり、ひき縄漁業者も養殖業者の期待に沿えるように、釣り方等を工夫し、まき網に及ば

ないものの生存率についても、八十数％の生存率まで向上しているという状況でございま

す。離島の対馬、五島におけるまぐろ養殖事業、ひき縄漁業者あってのまぐろ養殖なので

ございます。 

 近年の種苗の漁獲状況を見てみると、平成27年１月から第１管理期間がスタートしまし

たが、前年の来遊が少ない状況が続いており、種苗の確保は難しい状況でありましたが、

何とか確保できました。 
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 しかし、平成28年７月からの第２管理期間に入ると、状況が一転し、くろまぐろ未成魚

の来遊が急増したため、県下各地で数量が積み上がり、１月19日の対馬地区を皮切りに各

海区で操業自粛要請特別警報が発出され、３月には漁獲枠を超過し、種苗確保の主漁期で

ある５、６月には操業できない状況となってしまいました。 

 第３管理期間では、前管理期間での状況を踏まえて、ひき縄漁業者と協議の上、種苗の

漁期まで漁獲を控えておりましたが、皆さん御存じのとおり、北海道を初めとする他の地

域において、漁獲枠を大幅に超過する漁獲があったため、１月には全国的な操業自粛とな

り、本県においても、漁獲枠を150トン以上残したまま、操業をやめざるを得ない状況に

追い込まれました。 

 このため、本県においては、またしても、５、６月の主漁期を前に操業ができなくなり、

活け込み分を残したひき縄漁業者のみならず、沿岸ひき縄の種苗を期待していた養殖業者

は大きな痛手を受けることになりました。 

 本県のくろまぐろ養殖業者として、特に離島においては、活け込みの種苗確保について

は、あくまでも、ひき縄主体と考えている事業者が多く、まき網のものは補完的なものと

位置づけております。 

 しかし、このような状況が続く中、多くの養殖業者は、種苗をまき網業者から手配をせ

ざるを得ない状況となっており、資源管理措置が開始されて依頼、くろまぐろの養殖業者

の意向に反して、まき網種苗の活け込み数が増加しております。 

 平成27年度がまき網の種苗38％、ひき縄種苗が62％であったのに対し、平成28年はまき

網50.8％、ひき縄が49.2％、平成29年はまき網61％、ひき縄39％と、完全に逆転した状況

になっております。 

 くろまぐろ資源の回復も進んでいる中、まぐろ養殖業者、特に離島の事業者としては、

地元ひき縄漁業者との共存、共栄が基本であり、活け込み種苗を沿岸ひき縄漁業者から、

優先的、安定的に供給を受けたいと考えております。 

 このため、養殖事業者としては、くろまぐろ未成魚の沿岸漁業の漁獲枠を別途、養殖の

ための種苗枠として設定していただきたいと考えております。 

 以上です。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまのご発言に関しまして、ご意見、ご質問等、よろしくお願いいたします。 

 田中委員。 
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○田中委員 田中でございます。 

 特別枠というか、その話はちょっと別に置いておいて、まず、冬の時期の漁獲と、養殖

種苗用の漁獲では、経営上、どっちが重要なのかということについてはいかがでしょうか。 

○草野参考人 経営上は、今の現状で言えば、漁獲枠が少ないので、まぐろの養殖業者に

供給したほうが、漁業者の手取りとして多い状況ですね。通常に半分半分、通常の枠で提

供できるとすれば、まぐろ事業者に種苗として供給したほうが漁業者の手取りは多いとい

う状況になると思います。 

○田中委員 ということは、例えば、冬の時期獲らなくても、養殖種苗の時期の漁獲枠が

確保されていれば、そちらのほうが有利というか、冬を獲るよりは、養殖種苗の時期の枠

が確保されていると。つまり、今までは後のほうだったので、打ち切られていたわけです

ね。そういうことがなければ、それなりにやっていけるという理解でよろしいですか。 

○草野参考人 でも、ひき縄漁業者全員が養殖種苗に供給しているわけじゃなくて、一部

の人はそういった養殖業者に供給しているけれども、その半数ぐらいは、まだ、それには

依存していないという事業者もいます。 

○田中委員 それから、島としては、確かに重要な漁業としての位置づけになるんだろう

と思うんですけれども、実際に関わる漁業者が何人ぐらいいるのか。それから、養殖業者

が何人ぐらいいるのか、それから、関連する産業もありますよね。それが大体どのぐらい

の人数規模になるのかということなんですけれども、島の経済という観点からの質問なん

ですけれども。 

○草野参考人 養殖事業者としては五十数業者いるんですけど、それに従事している人た

ちの数はちょっとここでは答えることができないですね。 

○田中委員 もう一つ質問ですが、養殖の種苗、５月から始まりますけれども、これを後

のほうにずらすと、大型の個体になるんじゃないかと思うんですけれども、歩留まりとし

ては、養殖業者は先にどうしても確保したいので、早い時期から買いたいんでしょうけれ

ども、魚の生き残りという観点からすると、後のほうがいいんじゃないかというふうに思

われるのですがどうでしょうか。 

○草野参考人 種苗としては、７、８月が300グラムぐらいから500グラムぐらいが、大体

そのくらいのサイズで、５、６月に漁獲される種苗は、２キロ前後のそういった種苗にな

ります。１年たった後の漁獲ということになります。 

○田中委員 年齢が違うということですか。この７、８月のやつは太平洋で生まれたやつ
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ですか。 

○草野参考人 そうですね、太平洋で生まれたやつが北上したやつです。 

○田中委員 それを種苗にしているんですね、わかりました。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 栁内委員。 

○栁内委員 栁内でございます。 

 今、田中先生とのやりとりに関連して、ちょっと補足で教えてください。仰った５、６

月は２キロのサイズで、７月からは300から500グラムとのことですが、自主規制が入る前

は、トータルのトン数のうち、どのぐらいの割合で２キロサイズの漁獲量があって、300

から500グラムぐらいの漁獲量があったか、ざっくりでも結構ですので教えてください。 

○草野参考人 資源管理が始まる前は、主にも７月、８月が漁獲されていたんですけど、

ひき縄の技術が向上するとともに、５月、６月の２キロ型も活け込みができるようになっ

たということで、この資源管理が進むまでは、主に300から500サイズで、長崎県内で20万

匹ぐらいの漁獲枠があるわけですけど、満杯に入ったことはないと思います。 

○栁内委員 ありがとうございました。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 大森委員。 

○大森委員 説明ありがとうございます。 

 組合長は養殖の立場でお話しになっておられるわけですけれども、説明の中で、五島の

全体の地域、これを支えるという意味で、このまぐろの養殖と、そして、ひき縄の方々、

これが整合することで、地域がしっかり成り立っている。今、こういう規制をすることで、

資源の確保、種苗の確保のために、まき網の種苗を使わざるを得ない状況がここのところ

来ていると、こういうお話でしたけれども、このひき縄の方々の半分ぐらいが養殖種苗主

体でおやりになっているということでした。当然、それ以外の担いの方々も止められてい

るわけですけれども、こういった方々を含めひき縄の漁業者がヨコワを獲れないというこ

とになったときに、経営に与える影響というか、その辺がどんな状況に今あるのかという

のを教えていただければと思います。 

○草野参考人 もともと、この養殖に種苗として供給する前の生活の依存度としては、や

はり多い人は60％から70％の生活の依存度であったけれども、近年、それでも、30％から

50％ぐらいの依存度は、この資源管理が始まる前まではあったと思います。 
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 ただ、漁の好不漁がありますから、一概にそうは言えないかもしれないですけれども、

依存度としてはそうありました。漁協としての水揚げの比重の中でも、大体、２割程度は

漁協の水揚げの中でも占めている時期もありましたし、それ以上の時期もありましたし、

近年はほとんど、１割も満たない状況でございます。 

○大森委員 漁協の経営を含め地域に与える影響というのがかなり出ていると、こういう

ふうに感じた次第です。 

 また、ひき縄のヨコワの生存率が８割ぐらいあるというお話を伺いました。前回、マル

ハニチロさん系のひき縄とまき網の歩留まり等をお聞きしたときに、大分、ひき縄の生存

率が低いというような話をされましたけれども、何か扱いに差があるのかとか、何かその

辺でお感じになる点があったら、教えていただけますか。 

○草野参考人 私の知っている範囲では、以前は70％だったのが、今、水温が上がったこ

ともありますので、80％以上の生存率で今、推移しているという話を聞いております。 

○大森委員 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。 

 田中委員。 

○田中委員 別の視点なんですけれども、北海道が超過して、打ち切られてしまったとき

に、代替の漁業、他の漁業というのはそのときは行われていたんでしょうか。 

○草野参考人 私はその辺については、養殖業者の立場としてはなかなかわかりにくい面

もあるんですけれども、養殖業者として、補塡ができなかったという話は伺っています。

それができなかった分については、補塡ができなかった事業者もおろうと。ただ、どこか

らか回して、人工種苗を入れたりとか、そういった対策はあったことを伺っております。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 栁内委員。 

○栁内委員 養殖業の観点でちょっと教えていただきたいんですが、海外からの蓄養まぐ

ろの輸入等もある中で、国内の養殖業の今後の見通しと言いますか、もちろん、種苗等の

確保量次第で前提が変わるかもしれませんけれども、国内マーケットはまだまだ攻められ

るとか、それとも不安があるとか、もしくは輸出をするとか、そういったことの方向性な

りを聞かせていただきたいなと思います。 

○草野参考人 伺った話では、今、頭打ちで、外国向けの輸出も考慮していかないといけ

ないということで、まぐろの協議会等でもそういった議論がなされております。水産業が、



－12－ 

今後、やっぱり、人工種苗が増えていく中で、その販売網をどうするかということで、全

国的なまぐろ業者の集まりの団体にも参加して、協議をしているという状況でございます。 

○栁内委員 やはり、国内マーケットはちょっと満たされつつあるというような方向とい

うことでしょうか。 

○草野参考人 はい。 

○栁内委員 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。 

○大森委員 現時点で出荷レベルで、大体、キロ単価どのくらいになるんでしょうか。 

○草野参考人 出荷レベルで、浜値で30キロオーバーぐらいで2,000円ぐらいですかね、

今。2,000円ぐらいだと思います。また、50キロ、60キロになれば、ちょっと単価が上が

るので、大型化の傾向はございます。50キロ、70キロになれば、3,000円近く、2,700円、

2,800円とか3,000円近くは行っているのかなという話を聞いています。 

○大森委員 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。 

 田中委員。 

○田中委員 今の点なんですけど、まず、サイズが違うということは、出荷のサイクルが

違うということになりますよね。養殖業者ってそういう幾つかの戦略ごとに分かれている

のか、小型でたくさん出す人と、時期を待って、大型で出す専門の業者というのはいるの

かどうかということなんですけど。 

○草野参考人 やっぱり、できる限り、需要に、ニーズに合った出荷の形態と言いますか、

大きくしてする場合もあるし、小さいうちに、30キロ台で量を出すというやり方も、そう

いった取り組みもなされているようです。 

○田中委員 それは、分かれる理由、例えば、経営体の規模とか、そういうことが理由な

のか、どういう理由で幾つかに分かれているんでしょうか。 

○草野参考人 販売先、例えば、量販店向けであったら、安価じゃないとさばけないとい

うことで、そういった小さい型を出荷するというふうな話を聞いております。 

○田中委員 わかりました。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、私から１点、管理期間のことにつきまして、これまで、管理期間、７月始まりと

いうことだったわけですけれども、それが今度から、４月からということになるわけです



－13－ 

けれども、そうなると、これまで管理期間が始まってからわっと積み上がってしまって、

それで管理期間の後半になると、もう枠がないというような、そういう問題があったわけ

ですけれども、４月からということになると、ある程度、そういった問題は緩和されるん

じゃないかなというようなことを期待するわけですけれども、その辺をいかがお考えでい

らっしゃいますか。 

○草野参考人 管理期間そのものもですけど、養殖事業者の活け込みの報告が１、12で報

告するんですよね、資源管理はこれまで、７、６だったんですけど、そういう面で、４月、

５月は翌年度という形になっていたので、これが今度改正されて、４、３になるので、４、

４月以降しか、活け込みはしないで、その点については、ちょっと養殖業者にとっては、

その報告がしやすくなるのかなと思いますので、できれば、やっぱり１、12の管理期間が

一番、報告するに対しても、活け込みの報告をするにしても、１、12の管理になれば、そ

れはやりやすいかなという意見もございます。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 では、これにて草野さんからの聴取を終了させていただきたいと思います。どうもあり

がとうございました。 

 では、続きまして、北海道松前さくら漁業協同組合、代表理事組合長の佐藤さん、よろ

しくお願いいたします。 

○佐藤参考人 おはようございます。 

 北海道松前さくら漁業協同組合の組合長の佐藤でございます。 

 本日は、北海道でのくろまぐろ漁業の状況と資源管理が始まり４年目を迎えた今現在に

おいても、非常に現場が混乱している状況、そして、第５管理期間に向けたお願いを含め

て説明いたします。参考にしていただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

 北海道のくろまぐろ漁業については、国の広域漁業調整委員会と、北海道日本海まぐろ

漁業連合海区漁業調整委員会の承認を得た一本釣り漁業とはえ縄漁業、そして、定置網漁

業と共同漁業権での定置網漁業において、10キロ程度の小型魚から200キロを超える大型

魚が漁獲されておりますが、地域によっては依存度も高く、大変重要な漁業となっており

ます。 

 当地域は、北海道の南西部、渡島地域に位置し、当地域では、日本海と太平洋に面し、

津軽海峡を挟み、くろまぐろの好漁場が形成されており、近年、北海道全体の８割を超え

るくろまぐろが水揚げされております。 
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 くろまぐろは、年によって、漁業形成に偏りがありますが、操業する船も小さく、遠く

までくろまぐろを追って操業することもできないため、前浜への来遊状況と気象状況によ

って、漁獲は大きく変動しています。 

 また、小型魚と大型魚の割合も年によって変動し、小型魚が多い年、大型魚が多い年が

あり、予測は非常に困難であります。当漁協においても、過去には200トンを超える水揚

げがあり、漁協の水揚げが金額の約３割を占めたこともありました。このように、まぐろ

漁業は、加工、流通業界など、地域経済に大きな影響を及ぼし、重要な基幹産業でありま

す。 

 近年は、漁獲が減少傾向にあり、沿岸漁業での資源管理が始まった第１期間では、配分

枠の調整などで出漁自粛があったため、43トン、続く第２管理期間では26トンまで減少し

ておりましたが、第３管理期間においては、一転、前浜に好漁場が形成され、久々に浜は

活気づきました。しかしながら、これが小型魚の大量漁獲を招き、全国の漁業関係者に大

変なご迷惑をおかけすることになりました。この場をおかりいたしまして、改めてお詫び

を申し上げます。 

 当漁協におけるくろまぐろの漁業ですが、漁協の正組合員270名のうち、くろまぐろ漁

業の承認を有する組合員は91名と、３分の１を占めており、当漁協としても、依存度が高

い漁業となっております。 

 主力のはえ縄漁業については、小型船により、５マイルにも及ぶ縄に針をつけ、集団で

操業を行っておりますが、時化の影響を大きく受け、特に時化早い秋から冬の季節では、

月に数回しか操業できないこともあります。 

 また、一本釣り漁業も同様ですが、操業できたとしても、潮流などの影響により、まぐ

ろは漁獲することが非常に難しく、１日の操業で１尾も漁獲できないこともよくあること

ですので、定期的に休漁日を設けて管理する方法には、非常に踏み切れないものであると

いうふうに思っております。 

 なお、今期は、漁獲配分が少ないため、漁協内部で調整を図っておりますが、くろまぐ

ろ漁業に着業できない漁業者は地域の漁業であるイカ釣り漁業の極端な来遊不振に加え、

これといった代替漁業もないことから、廃業が相次ぎ、また、地方への出稼ぎを強いられ

る者もいるため、地域の活力の低下、地域の存続にも大きな影響を及ぼすことが危惧され

ております。 

 また、今期の北海道への小型魚の配分は、第３期間での超過量の差し引きルールにより、
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漁獲配分はゼロで、漁獲管理の本格管理の8.3％の配分をいただいておりますが、北海道

では、30キロ未満の小型魚は、規則で採捕が禁止されており、厳格な数量管理のもとで、

水揚げはゼロになっております。 

 当漁協においても、昨年は小型魚の来遊もよく、漁業者は、資源は回復してきたとの実

感があり、今年の漁期に大いに期待をいたしましたが、５月下旬になって、突然、都道府

県に大型魚を配分し、管理することが示されました。くろまぐろの資源管理の必要性につ

いては、漁業者も十分理解していますが、配分量は今の経営を到底維持できる数字ではな

く、このままでは生活できないと、嘆きの声も上がっています。 

 当然、漁協においても、年度の途中で事業計画の変更を強いられ、漁協の運営も揺るが

す状況にあります。 

 今期、当漁協への大型魚の配分は、直近の漁獲実績から、当初配分で33トンとなってい

ますが、これを一本釣り漁業とはえ縄漁業に割り振り、その上で、漁業者ごとに配分して

おりますが、当然、配分枠が少ないため、乗組員の雇用ができず、８割の漁船は、やむな

く、一人で現在、操業している実態であります。 

 特に、はえ縄漁業においては、大型でないにもかかわらず、20キロ前後の小型魚が数多

く針にかかり、針にかかった小型魚を全ての放流作業を一人で行うため、その困難さから、

くろまぐろ漁を諦めるなど、漁業者は大変歯がゆい思いの中で操業を行っております。 

 また、専業者であることから、期間中の収入もなく、出稼ぎ労働により、仕事から離れ

る者もおり、人が減り、魚が減り、地域から活気が失われております。まさに、国が取り

組む地方創生とは逆行した地域と、今、なっております。 

 また、これまでの経験で得たことをお話しいたします。再放流については、15キロ程度

までであれば、船上に揚げることなく、針を外すことも可能でありますが、それ以上とも

なると、船上に揚げて、針を外す際に、くろまぐろが暴れるため、放流作業は大変な危険

が伴い、また、想像を絶する労力が必要で、高齢化する漁業者の安全操業に加え、くろま

ぐろの放流個体の状態も大変危惧しているところであります。 

 他の地域の事例ですが、先般、小型魚の放流に当たり、漁業者が針を外そうとした際に、

くろまぐろが暴れて、その反動で、テグスが漁業者の指に絡まって、大けがをするといっ

た事故も発生しております。作業は非常に危険性が高く、当漁協でも、こうした事故が発

生するのではないかと危惧しているところでもあります。 

 次に、第５管理期間に向けての要請です。 
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 まず、配分の基本ベースとなる漁獲実績の考え方ですが、他のＴＡＣ魚種では、直近の

魚種を基本として配分しておる中、小型魚については、平成22年から24年がベースとなっ

ております。また、大型魚については、直近、平成27年から29年の実績をベースに配分さ

れているところですが、小型魚については、これまで一度も見直しされておらず、配分の

基本ベースとなる漁獲実績を統一し、操業自粛が開始される直前の平成24年、26年の実績

により配分したほうがいいのではないかと私は思っております。 

 次に、小型のゼロ配分については、昨年、道内でも枠を残したところもあり、道内でも

反発や混乱が生じている。また、小型魚と大型魚の獲り分けができないことから、小型魚

と大型魚のバランスのとれた漁獲枠として、現在の小型魚のゼロ配分の見直しを強くお願

いを申し上げます。 

 また、はえ縄、一本釣り漁業は、他の漁業と違い、まぐろ以外の魚種が混獲できないた

め、配分に当たっては、近年の漁獲実績だけでなく、当地区のように、はえ縄、一本釣り

を主たる漁業としている零細で、立場の弱い沿岸漁業の漁業継続が図られるような配分に

なるように要請いたします。まさに状況配分を、プラスアルファをしていただきたいとい

うことでございます。 

 加えて、はえ縄、一本釣り漁業は、小型魚と大型魚の獲り分けができません。当漁協で

は、小型魚が多くかかった際は、一定の休漁期間を設け、再出漁の際も、隻数を制限する

などの取り組みを行っていますが、大型魚が見えて、再出漁しても、また、20キロ前後の

小型魚が多くかかってしまいます。今年の状況は、まさにこのような状況でございます。

このような状況の中で、配分枠が二重に区分されていることが、なお一層資源管理を複雑

化しております。これは、今後の資源管理において、大きな課題であると私は思っており

ます。 

 小型魚と大型魚の来遊状況は、年度や月によって大きく変動することから、第５管理期

間からの見直しに向けては、小型魚と大型魚の上限を一本化したトータルでの数量管理を

ご検討していただきたく、お願いを申し上げます。そうすることによって、期間中、上限

に達するまで放流作業は一切生じないということになります。 

 さらに、同じ漁獲量でも、種苗用の100グラムサイズと15キロ以上が漁獲の主体となる

当地区では、資源に与えるインパクトが大きく異なると思います。より、漁業者が納得す

る管理方法である尾数管理にするなど、その点も考慮願いたいと思います。 

 また、本道の定置網漁業は、さけ、ぶり、イカ、まぐろを初め、多種多様な魚種が漁獲
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され、加工や流通など、関連産業への波及効果もあり、地域経済において大きな役割を担

っております。ご承知のとおり、定置網漁業は、決められた場所に網を設置し、来遊して

くる魚を待ち伏せ、漁獲するという漁法の特性上、魚種の選択や漁獲量のコントロールが

非常に難しい漁業であります。 

 特に、さけ、ぶり、イカなどの盛漁期には、大量の混獲物に混じって、小型まぐろが大

量に入網すること、再放流は非常に困難な作業となっております。このため、定置網に小

型のくろまぐろが入網した際には、休漁や網開放に懸命に取り組んでおりますが、大型の

くろまぐろや他の魚を水揚げできません。 

 漁協の経済活動を初め、加工や流通など、関連産業への影響が極めて大きく、結果とし

て、地域経済の衰退を招くことになることから、定置網漁業においても、将来の小型魚の

ゼロ配分を見直していただきたいと要請をいたします。 

 最後に、資源管理の主役は漁業者だと思います。持続可能な水産資源を維持していくた

めには、漁業者や地方が中心となって運営していくことが本来の姿だと私は思っておりま

す。 

 国は、漁業者の声を反映できる漁業者参加型の資源管理を本気で目指すべきだと思いま

す。そうすることが、浜との信頼関係も醸成され、くろまぐろ資源管理と沿岸漁業の両立

が、ひいては地方創生が図られることに私はつながると思っております。 

 また、第５管理期間の配分については、沿岸漁業が消滅につながる小型魚のゼロ配分だ

けは絶対にないように重ねてお願いを申し上げます。 

 本日はありがとうございました。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 では、委員の方々からご質問、よろしくお願いいたします。 

 田中委員。 

○田中委員 まず、ちょっと水産庁の方にも確認したいんですが、小型魚と大型魚の枠を

外してという話があるんですけど、私の記憶ではＷＣＰＦＣが始まったときに、小型魚は

定置もあるし、零細な漁業もあるし、にわかには規制なんてできないと言って、別枠にし

ていただいたと記憶しております。現実には、国際漁業という感覚で言えば、小型魚は本

当は獲っちゃいけないという感覚なんですよ。１回は産卵させてから獲るべきだ、つまり、

３歳、４歳からですね。 

 実際に、一番資源保護に厳しい種類であるクジラの場合は成熟した個体のみの捕獲を認
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められている。我が国沿岸漁業を見ても、アワビなどは、成熟個体として、制限拡張とい

うのは、異常なものですから、都道府県によって違うので、８センチから12センチぐらい

だったと思いますが、そういうのも獲っているわけですね。 

 ということから考えると、では、日本のくろまぐろどうなっているかというと、９割５

分ぐらいが未成熟個体であり、とんでもないと言われているわけですよ。 

 しかし、零細な漁業もあるし、そんな簡単にできないと言い張って、小型魚の漁獲を特

別に見逃してもらっていた、最初は。その後、小型魚の枠が入ったと記憶しているんです

が、その辺の経緯、ご説明をお願いできますでしょうか。 

○山川部会長 太田審議官、よろしくお願いいたします。 

○太田審議官 審議官の太田でございます。 

 大体、田中先生が仰ったようなことなんですけれども、最初のころは、まさに沿岸の零

細漁業の管理というのは非常に難しいので、除外してくれという話をやっていたんですけ

れども、そのときに何を言われたかというと、特に東側のメキシコが全体で国際的に管理

している中で、一部の漁業が除外されているというのは非常に不公平だということで、そ

っちがそういう除外をするんだったら、東側でもそんなの真面目にできませんといった話

がありました。そういった経緯から最初、ＩＡＴＴＣも、東側も、くろまぐろの漁獲上限

というのはなかったわけですが、そのようななかで、西もやるので、東もちゃんとやって

よという話になり、北太平洋全体としてちゃんと管理していくこととなりました。 

 それで、95％と仰いましたけど、水産庁の資料でよく言っているのは98％ぐらい小型魚

だという話で、100匹生まれると、98匹は親になる前に獲っていますと。これは非常に国

際的にも批判されているということで、どうにかしろと言われています。しかしまさに沿

岸漁業者の方からも説明ありましたように、定置にも入るし、混獲でもかかるしというこ

とで、なかなか小型魚の漁獲をやめろと言われても、難しいということです。ただ、近年、

非常に資源状況が悪かったこともあって、小型魚の半減ということで、大型魚は2002年－

2004年のレベルよりは増やさない、小型魚は、2002年－2004年レベルから半減するという

ことで、一応、半減すると、資源はゆっくりながらも増えていくということなので、その

増え方が十分な速さかどうかという議論はもちろんあったわけですけれども、とりあえず、

今、我々が４万1,000トンという、歴史的中間値と呼ばれているところに、2024年までに

到達できるということで、それは、一応、ＷＣＰＦＣの中で、こういうことで決めてやっ

ていきましょうということになっているわけです。 
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 だから、小型魚の漁獲について、依然として批判は受けていますけれども、とりあえず、

我々としては、半減したということで、まさにその半減して、上限が半減されたことで、

最初の年はそんなに規制が効いていなかったですけれども、最近、非常に加入がいいとい

うことで、これは非常に重しになっているということもありますが、これをしばらくは続

けて行かざるを得ないというような状況でございます。 

○山川部会長 神谷資源管理部長から補足があるそうですので、よろしくお願いいたしま

す。 

○神谷資源管理部長 今、太田審議官のほうは、東部太平洋との関係で説明がありました

けれども、私のほうからは、ＷＣＰＦＣの中の、これまでの議論もちょっと補足説明させ

ていただきたいと思います。 

 このＷＣＰＦＣのくろまぐろの保存管理措置が決まった、一番最初のころは、まず、日

本のまき網の自主規制だけで、ただし、沿岸漁業は除くという形だったんですよね。当初、

そういうもので乗り切りたいと思っておりましたけれども、ただ、そうすると、韓国とか

が全然枠の中に入ってこないわけです。韓国もＷＣＰＦＣのメンバーですから、小型魚を

約最大で2,000トンぐらい漁獲しています。そこが、全く枠の中に入らずに、好き勝手に

獲ると、我々が我慢して増えた分が、全部韓国の方に行ってしまうじゃないかと、韓国の

方が何を言っていたかというと、沿岸の零細漁業を除くと言うけれども、沿岸の零細漁業

だけで、日本で約3,000トン近く漁獲しているわけなんです。それは、韓国の漁獲よりも

大きい漁獲が除かれるということが許されるのに、何で韓国が入らないといけないのかと

いうような議論になりました。 

 これは全く同じことがメキシコの方にも言えて、メキシコの方では約3,500トンぐらい

の漁獲があるわけですから、メキシコと全く同じような漁獲が日本の沿岸漁業で全く除外

されていると、そういうふうになると、何でメキシコがやらないといけないのだという話

になるわけです、ですから、全部で…… 

○佐藤参考人 そういう難しい話を言っているのではないので。 

○神谷資源管理部長 これは田中先生のご質問に対する回答です。つまり、全部を管理し

ないと韓国もメキシコも枠の中に入ってくれなかったというようなことがあったので、と

にかく、小型魚の管理を全部でやっていきましょうということで始まったということです。 

○佐藤参考人 よろしいですか、委員長。 

○山川部会長 はい。 
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○佐藤参考人 私が言っていることは、そういう難しいことではなく、現場の合理性につ

いてです。現場の管理を厳格化するため、いわゆる資源管理の合理化、そういうものに結

びつけたい、いわゆる漁業者さんと一緒にやっていきたいということで、例えばの話です

けれども、今年の状況で私どもの組合では、30キロ以上が569匹揚がりました、約24トン

揚がりました。放流が20キロ前後ですけれども、2,010匹放流しております。ただ、100％

生きているかどうかわからないけれども、それは一生懸命、漁業者さんが取り組んでいま

す。例を挙げれば、こういう船もあります。46本釣れたんだけれども、30キロ以上が１本

もなくて、その46本を、１日、朝から晩の６時まで放流作業をやって、もう疲れて、晩に

帰ってくる。こういう心が折れそうなような現場の状況ばかりなものだから、今年の状況

も、なので今、話をした全体的な難しいことじゃなくて、現場の合理性、そして、資源管

理に厳格に結びつく方法をみんなで考えましょうということを言いたかったということで

す。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 では、大森委員、よろしくお願いします。 

○大森委員 この資源管理分科会でくろまぐろ部会がつくられて、今日はそれぞれの浜の

現状をお聞きして、水産庁なり、我々委員がそのことを認識して、今後、どう対処してい

くかと、こういうことだと思います。ＷＣＰＦＣでどういう経過があってというのは、そ

れはそれで１つありますが、この第４管理期間まで、浜で実際に苦労してやっていること、

そこにどんな課題があるのかというのをしっかり捉えて、それを対処していくのかという

のが、本筋のテーマだと思っております。 

 佐藤組合長も、大型と小型を区分けして管理していくことが非常に難しいんだと仰いま

した。 

 現実問題、まき網であれば、小型と大型は混獲は若干あるにしても、明確に区分けして

獲るということが可能なわけですけれども、定置を含め、特にひき縄なり、釣りで、実際

は大型を獲りに行くといっても、小型ばかり釣れてしまうというような、そういうお話を

先ほど、説明ありましたけれど、その辺の混獲に関して、狙って獲れるのか獲れないのか、

その辺の現状を教えていただけますでしょうか。 

○佐藤参考人 できるだけ、やっぱり、過去の過ちも北海道でありましたので、やっぱり、

厳格にまずはきちんと守っていかなきゃならんということで、今、努めてやっております、

過去の反省も踏まえながら。 
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 それで、漁業者がわずか33トンの枠を求めて、当然、前線に出れば、２日か３日で終わ

っちゃう話ですけれども、輪番で、今日はお前行け、こう行け、こう行けということで、

輪番操業で現場はやっております。それでも、なおかつ、さっき言ったように、あのぐら

いの数量が混獲になってしまうと。これが、もし一本であれば、合理化ということは、一

本であれば、非常に、33トン１本でやれば、捨てるものも何もないから、全部一本化され

ちゃうから、33トンとれば、きちんとやめちゃう、よくいけば、１カ月でこのまぐろ漁業

を諦めて、別の仕事を探さなきゃならんということも可能です。 

 ただ、こういう分けることによって、やっぱり、生活が苦しいですから、もしかすると、

１匹とれば100万も当たるものもあるから、それを求めて行くんだけれども、小さいやつ

がかかってしまうという、その苦しさというのが、やっぱり遊んでいられない、生活の苦

しさは、やっぱり１匹だけでも、明日を迎えるためにやっぱり生活していかなきゃならん

という、それだけ落ち込んだ、松前というのは地域ですので、そこら辺を酌んでくれれば、

お互いにわかるんでないかなと私は思っております。 

○大森委員 ありがとうございます。 

○山川部会長 栁内委員。 

○栁内委員 先ほど説明の中で、道内の中でも配分を残された地区もあったというご説明

があったわけなんですが、枠を設けると、どうしてもそういう過不足というのは生じてし

まう、なかなか難しい現実だと思うんですけれども、道内において、再配分の手法とか協

議とか、そういったことをされた実情はあったか無かったかとかを教えてください。 

○佐藤参考人 昨年はありません。今日、同乗の者が来ていますので。 

○補助者 私の方からよろしいでしょうか。 

○山川部会長 はい。 

○補助者 まず、昨年の第３管理期間のお話をさせていただきます。 

 まず、分け方として、定置と釣りの方で分けて管理をしておりました。昨年のお話をす

ると、定置の方でも、７月早々に枠を、申し訳ないんですけれども、超過したということ

から、その後、地域で配分するということはしておりません。釣りについても地域で配分

しておりましたが、基本、ほとんどが渡島地域への配分となっております。釣りについて

も、先ほどお話があったように、渡島地域が約８割の漁獲ということで、渡島の数量の管

理と、あと、その他の地域の管理ということで、再配分等はしてございません。 

 今年の大型魚だけですけれども、配分につきましては、道内では、各振興局という単位
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がございまして、12の地域に分けて、数量を配分しております。やり方として、今、まだ

枠行っていないんですけれども、その漁獲状況によって、それは再配分する仕組みはでき

ております。 

○栁内委員 今後は、その再配分の仕組みにのっとって、実行していくということですね。

なかなかこの仕組みづくりは大変かつ運用も大変だと思いますが、よろしくお願いいたし

ます。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 田中委員。 

○田中委員 ありがとうございます。 

 小型魚の混獲が多いということですが、例えば、釣り針、大きな針を使う、お金かかる

ことだし、餌が針に合ったものでないとか、そういう諸問題はありますが、そういうこと

は可能なのかどうなのかということが一点。それから、15キロという、具体的な放流の基

準が今示されたわけなんですが、これは15キロ以下なら、かなりできるということなのか、

ということなんですけれども、その２点お願いします。 

○佐藤参考人 資源管理については、水産庁はどう見ているかわかりませんけれども、漁

業者もやっぱり真剣に取り組んでいるし、そういうことはまず理解して、そして漁業者で

すから、そういう捨てるという行為じゃなくして、きちんと生かして返してあげたいとい

うことで作業は皆やっていますけれども、15キロまでであれば、針から外して、船に揚げ

ないで、何とか工夫すれば放せるというのが、今年の実験でわかりました。 

 それで、それ以上になってしまうと、やっぱり、ナイロンテグスであって、船に一旦揚

げて、針を外して放流するという行為になりますので、相当、生存率が落ちる可能性があ

るのではないかなと、漁業者は非常に心配しております。でも、現在、真面目にしており

ます、そういう状況の中で。 

 それと、針の部分については、針のついたナイロンを切ればいいんじゃないかとは思う

んですけれども、実は針は今、まぐろに使う分については非常に高価です。高い針を使っ

ています。テグスについて、切ってやった場合はどうなるのかと、その実験はわかりませ

ん。水産庁もそれはわからないと思いますけれども、ただ、昨年、１本だけ、針がついて、

ナイロンがついたやつが揚がりました、やっぱり。そうしたら、非常にまぐろがもう、ブ

リみたいな形になっちゃって、非常に細いまぐろになっているから、もし、そういう形で、

針がついたまま生きて返っているんだろうけど、いずれは何か敵にやられたり、サメにや
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られたり何なりするのではないかなと、これは私の想像だけでわかりませんけれども、水

産庁は、やはり浜に入って、しっかりこれからやっぱり放流するという仕組みづくりに真

剣に取り組んでいただきたいというのが、これからのお願いです。 

○補助者 あと、ちょっとよろしいですか、釣り針の大きさの話があったとは思うんです

けど、それは私も、いろいろ漁業者にお話聞いても、大きさによって、かかるまぐろの大

きさは何ら関係ないというか、影響はないと、獲り分けはできないということです、とい

うことをお話しされております。 

○山川部会長 田中委員。 

○田中委員 もう一つなんですけど、再放流されてというお話なんですが、例えば、実績

配分といったときに、小型魚と大型魚、小型魚が多い年に枠が少なくて、放流して実績と

いうことになると、永遠に少ないというか、実績に反映されないという問題があると、い

ろいろなところで言われるわけなんですけれども、そういうことについてのデータは集め

られていますかという質問です。 

○佐藤参考人 私どもは常に基本的にはやっぱり困ったところに配分をするべきでないか

ということは、水産庁との会議の中でも言ってきております。 

 ただ、恐らく、どういう形で困っているのか、その分析は恐らくしていないと思います。

ですから、ある程度、私の考えですけれども、配分するときは実績というものが一つの基

本になるのかなと思っています。それにプラスアルファの部分をもう少し考えてもらいた

いということを、ここで今日、ちょっと言いたかったということでございます。 

○補助者 また、私の方から補足で、あと、取り組みとして、今、今年の第４管理期間か

らは、数量の報告にあわせて、何匹例えば放流したとか、そういう報告も毎日もらうよう

な形で取り組んでおります。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 私から１点、これは水産庁に対する質問なんですけれども、小型魚と大型魚のトータル

での数量管理ということをご提案されておられるわけですけれども、他の本日のご意見、

いろいろ今後いただいていく中で、資料を、事前に提出された資料をざっと見ておりまし

たら、石川県の資料の中に、小型魚と大型魚でトータルで何トン、ただし、小型魚はその

うち何トンを超えないというような、そういう配分の仕方もあるんじゃないかというご提

案が書いてあるんですけれども、例えば、そういうふうに、小型魚が日本全体で何トンを

超えないということを担保した上で、小型魚から大型魚へ枠を事後的に移すという、結果
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的にはそうなるのかなと思いますけれども、小型魚から大型魚へ事後的に枠を移すみたい

なことが、ＷＣＰＦＣの中で許容されるのかどうかということについてご意見いただけれ

ばと思います。 

○太田審議官 ＷＣＰＦＣの規定で、小型魚から大型魚に振りかえていいという規定があ

るんですけれども、そこのところは、今の解釈では事前に小型から大型に振りかえていい

という解釈ではないかなと思っているんですけれども、今年なんかは、この前の水政審で

も説明しましたけれども、県によっては、小型を少し減らして大型魚に回したいというよ

うなところもありますので、そういうところについては、そういうことをやるということ

なんですけど、事後的に結果として超えてしまったからやりますというのが認められるか

どうかというのは、ちょっと今、確たる答えはちょっと持っていません。今のところ、

我々の理解としては、事前に決めてということです。というのは、一つ、この振り分けを

するときに、科学者から言われたのは、小型魚が獲れなくて、大型魚が獲れるので、結果

として、大型魚の方を獲っちゃったということであれば、資源に悪影響がある可能性があ

りますということは言われていまして、事前に決めておいて、振り分けておいてやるんだ

ったら、まだいいけど、そうじゃないと、ちょっと懸念がありますということを言われて

いますので、その点については、もうちょっと議論が必要かなと思っています。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 他にご質問ございますでしょうか。 

 特になければ、では、佐藤さんからの意見聴取、終了ということにさせていただきます

けれども、よろしいでしょうか。 

 では、どうもありがとうございました。 

 では、続きまして、千葉県の御宿岩和田漁業協同組合、代表理事組合長の畑中さん、よ

ろしくお願いいたします。 

○畑中参考人 こんにちは。よろしくお願いいたします。 

 私は千葉県の南東部に位置する御宿町で、御宿岩和田漁業協同組合の組合長を務めてお

ります畑中です。 

 まず初めに、水産庁の方々、去る９月の国際会議におきまして、太田審議官を初め、関

係者の方々、本当にご苦労さまでした。残念ながら、我々の主張、我が国の14.5％に対す

る主張は得られませんでしたが、今後、来年もこういう国際会議があると思いますので、

皆さんと一緒に頑張って、我々の主張、また、国の枠について、ぜひともご協力、ご苦労
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なさってくださることをお願いいたします。 

 では、私から千葉県の漁業についてお話をしたいと思います。 

 このたび、このくろまぐろ部会におきまして、沿岸漁業者の代表の一人といたしまして、

このように発言の機会をいただいたことに対しまして、まずもって、感謝申し上げる次第

でございます。私の住んでいる千葉県は、三方を海に囲まれ、500キロメートルの海岸線

を擁しております。そうした中におきまして、千葉県は海岸線に本当に富んでおり、時期

により、来遊する魚群、また、沿岸に生息する生物など、多様な海の資源に恵まれ、多く

の漁業者が営まれております。 

 その中で、我々くろまぐろは、はえ縄、またはひき縄の漁船が約600隻、その他といた

しまして、定置網漁業で漁獲されています。このひき縄漁業を主体とする小型船は、周年

通しまして、かつお、するめいか、さば、そして、このくろまぐろなどを季節ごとに、前

浜に来遊する魚を漁獲して、生活を立てておるのが現実でございます。 

 近年、かつおの資源の減少によりまして、不漁、また、するめいかも、昨年、一昨年か

ら大不漁でございまして、漁業の経営は本当に厳しい状況でございます。 

 漁業者は秋からこの春先にかけて来遊してくるメジマグロを心待ちに、重要な収入源と

しております。そうした中におきまして、平成27年から始まった太平洋くろまぐろの漁獲

管理については、資源の回復を図るため、全国の漁業者が一丸となって取り組んでおり、

我々もその一人として、漁獲抑制のため、あらゆる努力を行っております。 

 昨年は、くろまぐろの漁が始まったばかりだというのに、操業の自粛要請があり、地域

の漁業者が話し合いを行い、苦渋の選択として、当面の間、専用の漁具を用いて行うくろ

まぐろのひき縄漁は中止いたしました。 

 また、混獲のおそれのあるかつおのひき縄漁についても、管理を徹底するため操業を中

止する決定をいたしました。つまり、このくろまぐろの漁獲を完全にとめるには、ひき縄

の漁を休む、休止するしかないのであります。ひき縄漁は水揚げがなくなり、また、ひき

縄漁として、組合といたしましても、水揚げ量が本当に減少するなど、組合経営に影響を

しております。 

 こうしたこともあり、比較的安定した水揚げのあるキンメダイ漁に操業を集中しており

ます。キンメダイにおきましても、年々、そういう状況におきまして、資源が少なくなっ

ております。沿岸小型船は、獲るものが本当になくなっております。前浜を主体に操業す

る我々沿岸小型船は、ますます厳しい状況になっているのが現実でございます。 
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 いつまでも、このようなわからない状況が続きますと、現在におきましても、高齢の漁

師の人がやめるきっかけとなっております。既に、数隻やめております。 

 若い後継者の中には、将来に不安を抱き、陸の仕事につくような考えが出てくる方々も

既にあらわれています。くろまぐろの資源管理は、オール水産での取り組みは必要と私は

十分理解し管理に取り組んでおりますが、そういうくろまぐろの資源は、戻った暁に漁業

者がいなくなっては本末転倒ではないでしょうか。 

 それでは、第５管理期間以降の配分については、私から２点ほど意見を述べさせていた

だきます。なお、ご指示のあった考え方に関わるデータ等、配分ルールは、直接の関係は

ございませんが、何点か考えてきた意見について、後ほど、隣にいます漁連の事務局から

説明をさせていただきます。 

 沿岸漁業者の浜の声といたしまして、大海区において、最新の設備を駆使する、操業す

るまき網船の来遊を待って、駆使して操業するまき網船と異なり、我々、地元に来る、来

遊を待って、沿岸で細々と生活する小型船の実績をもとに配分された場合、まき網船に多

くの配分をされるのは当然である。しかし、どうにかならないかというのが、我々の実情

でございます。 

 また、多くのひき縄船漁業者は、小型魚を釣る漁法の特性からして、大型魚は漁獲でき

ません。小型魚も大型魚も漁獲するまき網船と同様に実績ベースで小型魚を配分されるこ

とに対して、本当に不公平な感覚を持っております。 

 そこで、小型魚の配分については、私から一言述べますと、養殖種苗の必要性の600ト

ンから1,000トン程度とし、それ以外のまき網船以外の大臣管理漁業と、我々沿岸漁業に

配分することをご検討をお願いいたします。 

 大型魚については、大臣と知事管理分については、約１対１に配分することをご検討を

お願いいたします。 

 最近10年の実績や平成27年からの資源管理により保護された小型魚は今後、三、四年た

てば大きくなり、漁獲が大型魚となってきますので、おおよそ１対１で配分されることを

考えております。 

 いろいろ申し上げましたが、どうか、我々の沿岸漁師の思いを考え、受けとめてくださ

ることを是非とも皆様方の水産庁初め、ここの方々の考えをよろしく、我々の考えをよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、引き続きまして、事務局からデータ等の説明をさせていただきますので、よ



－27－ 

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○補助者 それでは、ただいま組合長からお話がありましたことを、本日、資料にまとめ

てございます。こちらの資料の中身について、私から簡単に趣旨だけ説明させていただき

ます。 

 はじめに、１枚紙の裏表に、今回、今説明がありましたお話の内容を集約したものが１

ページの表裏に載せてございます。それに基づく資料ということで、まず資料１から５を

用意してございます。 

 まず、資料１のところでございますが、この図につきましては、我が国のくろまぐろの

大型、小型別の漁獲状況、これをまき網あるいは沿岸とそれぞれ1994年から2016年までの

数量を記載しているというところでございます。 

 また、その下段、２番目のところにありますのは、これは1994年から2004年まで、実際

に制限等なく普通に操業していた期間の平均のトン数を小型、大型、まき網、沿岸と分け

てございます。また、それの漁獲比率を示した資料でございます。この資料としては、こ

こに書いてあるとおり、この資料によりますと、小型魚のまき網と沿岸の漁獲率は大体ほ

ぼ６対４、大型魚については、８対２というような数字が残っておりまして、全体的に、

沿岸も獲っておりますが、やはりまき網の漁獲がやっぱり大きいというところで、さらに

大型、小型ともに、１万トン前後の大きな漁獲というのも過去にあり、こういったことが

自然に大きな影響を与えているものではないかというところで、この資料をつけさせてい

ただいているというところでございます。 

 また、資料２でございます。こちらにつきましては、まき網さんの取り組み、自主的な

取り組みということで、漁獲上限を設けて管理されているというところと、それにあわせ

て、実際のひき縄等の漁獲実績ですね、こういったところを比較した表をつけさせていた

だいております。この表につきましては、見てのとおり、まき網さんの自主的な取り組み

について行ってございますが、実際の全国のひき縄業者の実績として考えてみますと、現

実的には、この削減と同じように、ほぼ同等の削減結果、水揚げ実績を見れば、同等な水

揚げ結果となっているというところで、全体的に、皆さん、厳しい状況にこれまであった

というところを示した資料でございます。 

 それと、先ほど、本日、追加資料ということで、カラー刷りの１枚、表が、何段かに分

けて書いてある表を追加で、委員の皆様には配らせていただきましたが、これは追加資料
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ということで、下から２番目の表で、加入量の状況がございますが、この大きな加入がた

びたび起こるときにあわせまして、やはり水揚げも、当然、それにあわせて増えていると

いうところ、沿岸側も、当然そこで獲ってございますが、やはり、その中で、どうしても

数量的に見れば、まき網さんの数量が非常に多く、こういった加入量が今後、なかなか次

に繋がっていかなかったのでないかというところを示す資料として追加で配らせていただ

いたというところでございます。 

 戻っていただきまして、資料３の方でございます。こちらにつきましては、養殖におけ

る天然種苗の状況を示した資料でございます。実際に全国の養殖種苗のうちのまき網さん

の数字を、尾数を記載させていただきまして、これを１尾当たり2.5キロ、または５キロ

として、想定として算出、計算したトン数でございます。こちらの想定したトン数で考え

ますと、先ほど、組合長からお話ありましたとおり、養殖種苗として必要なトン数とする

と、やはり600トンから1,000トンぐらいは必要ではないかということが見受けられました

ので、この小型魚につきましては、配分に当たりまして、まき網さんの必要量ということ

で、この分を差し引いた残りの分を沿岸側のほうで使わせていただけないかというところ

を示した資料でございます。 

 続きまして、資料４でございます。こちらにつきましては、直接配分とは関係するもの

ではございませんが、養殖の種苗に対する天然由来の種苗の割合を示したものでございま

して、やはり、圧倒的に天然由来ということでございますので、この配分とは別でござい

ますが、今後は、さらなる人工種苗をどんどん開発等のほうに力を入れていただいて、で

きる限り、種苗のほうは、天然よりは人工のものに今後進めていくようなことを検討して

いただきたいというところで、参考までにつけてございます。 

 最後に資料５でございます。資料５につきましては、大型魚の配分提案ということで、

つけさせていただいております。こちらについても、千葉につきましても、ひき縄ではな

かなか大型は獲れませんが、はえ縄、あるいは定置といったところにつきましては、大型

魚も入るということもございます。そういったことで、全国的な数字を記載した表でござ

いまして、やはり知事許可漁業につきましても、最大で2,000トンほどの実績、過去にあ

るというところ、2,000トン近い実績があるということを考えますと、大中とあわせまし

て、１対１に近い数字となりますので、こちらもそれ相当の配分をお願いできないかとい

うところでつけさせていただいた資料でございます。 

 この資料の中には、５までしかありませんが、最初の文章編のところの最後のほうに、
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あと、定置の関係で１点載せてございまして、最後の裏紙の下のほうでございますけど、

定置の管理につきましては、今まで、過去、全国の共同管理で管理が難しかった中で、現

在、県単位で細分化して管理することとなっておりますが、なかなかそれが積み上がりに

より、定置によるやむを得ない積み上がりに、小型船やひき縄、はえ縄等の枠を消化する

ことになり、より一層、沿岸漁業の管理が厳しくなるということで、定置管理につきまし

ては、できれば、大臣管理、前回の管理に戻していただけないかというところの提案でご

ざいます。 

 あと、その他の提案といたしまして、単年度管理というなかなか難しい中で、複数年管

理ということは可能なのかどうかということも含めまして、提案させていただきたいとい

うところでございます。 

 資料の説明は以上でございます。すみません、１つだけ抜けておりました。大型魚のと

ころで、小型魚、当然管理していくというところでございますが、やはり親のほう、子供

を産む親のほうについても管理していきたいというような意見もありましたので、そこを

つけ加えさせてございます。 

 以上でございます。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 では、委員の方々からご質問をよろしくお願いいたします。 

 田中委員。 

○田中委員 ちょっとよくわからなかったので、大型魚の配分を１対１にしたいとあるん

ですけど、みんな枠は欲しいわけで、何で１対１なのかという、学術的な根拠とか、経営

的な根拠とか、そういうものがあるんでしょうか。 

○補助者 １対１と言いますのは、最後の資料５のところに、知事管理漁業の平均、最大、

最小というところで、過去の実績を見ると、最大でも2,000トン近い漁獲があったという

ところで、やはり、それ相当の、沿岸のほうでも大型魚の漁獲はあるということから、そ

の実績、最大の実績の中で分けますと、大体、それに近い数字になるというところで計算

したものでございます。 

○田中委員 これはいつのころの。 

○補助者 そのもとになるのは、資料１の表に、1994年からずっと来ている表があると思

いますが、大型のほう、大体2007年とか2008年とか、そのあたりでかなり大きな数字が上

がっている数字を積み上げたものでございます。 



－30－ 

○田中委員 平均で見る限りは、とても１対１にはなりそうにないし、最大というと、何

年と何年を比較したんですか。まき網全体で一番多いのが、１万トンぐらいありますよね。

どことどこを比較すれば、そうなるんですか。 

○補助者 比較と言いますか、沿岸のほうの大型の数字をもとに、枠の中から、その分を

考慮すると、そのくらいの数字になるかなということで、単純に何年と何年を比較したと

いうことではなくて、あくまでも、沿岸側の実績、これまで、このくらいの実績まであっ

たというところを全体枠から計算するとというところでございます。 

○田中委員 よくわからないんだけど、正確に１対１になるんですか。こういうのは、必

ずけんかになるので、１対１じゃおさまらないですよね。その端数まで結局、みんなこだ

わるし、出すからには、やっぱり、それなりの正確な数値でないと、揉めてしまうという

か、今度は反対のほうから矢が飛んでくるんじゃないかと。ざっくりとした数値じゃだめ

だと思うんですよね、正確に幾つと言わないと、というのが、まず最初のことです。それ

から、今年、千葉県のほうでは、定置網でいきなりたくさん獲ってしまったというのが問

題になっているんですけれども、これは千葉県としては何も管理していなかったというこ

となんですかね、割り当てとかですね、漁業者間でとか。他の地域では結構やっているん

ですよ、一斉に自由にとらせたら、先獲りになっちゃって問題になるから、協議して、取

り分とか、みんな苦労してやっているんですけれども、現実にはそうなっているというこ

とは、何もやっていなかったということなんでしょうか。 

○畑中参考人 千葉県といたしましては、今回、ＴＰＰの中で、それから、定置網のほう

は、大臣枠から県単位に入ってきたんですね、その中で、協議するのがちょっと遅くなっ

たときに、すぐ魚が入っちゃったんですよ。だから、その事前に委員が言うような形で協

議しておけばよかったんですけれども、それをしなかったのが現実であります。 

 でも、その後、皆さんと協議した中で、この７月から10月までの枠は本当になくて、そ

れもまた、繰り越しで10月から12月までのほうに枠を割り振るというような考えで、現在、

進めております。 

○補助者 今の組合長のお話に少しつけ加えさせていただきますと、当千葉としては、３

地区、銚子・九十九里地区、夷隅地区、安房地区と３地区に分けて、漁獲枠を、どうして

も、来遊時期も異なりますので、県内でも先取り等もありますので、そういった３地区に

分けて、数量を決めて、開始しております。その中で、今回、あるその地区の定置のほう

で、どうしても、組合段階、定置なんかも、組合段階とかは、この数字というのは、十分
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認識していたんですが、現場の船のほうで、どうしても水揚げしたときに、入っていた数

量を見誤りまして、予想以上に揚がってしまったというような現実がありまして、それに

ついては、その結果を踏まえて、当然、組合、県をはじめ、指示・指導等もございました

し、ちょっとそういったやむを得ない事情があったということは事実でございます。 

○山川部会長 田中委員。 

○田中委員 ありがとうございました。 

 ちょっと別な視点なんですが、具体的にここに書いてあるのは大体要望なんですけれど

も、実際、管理を行う上で、どういう問題があるのかということをお伺いしたいんですけ

れども、先ほど、15キロなら放流できるけど、できないとか、そういうお話があったわけ

ですね。 

 それから、例えば、組合間で協議ができて、お互いやりとり、枠の調整ができるのか、

今、３地区とありましたけれども、３地区の中であれば、話し合いで話が解決するものな

のか、喧嘩別れに物別れになってしまうのではあまり意味がないわけです。せっかく分け

ても。まず、その具体的にどういう問題があるのかということと、３地区の中で協議すれ

ば、話し合いで割り当てとか調整がきくものなのかということについて、ちょっとご意見

を伺いたいんですが。 

○畑中参考人 先ほど、今、田中先生の質問の中で、３地区に分けてやるんですけれども、

私は現在は、この夷隅地区なんですけれども、その他、安房地区と今、銚子地区なんです

けれども、現在においては、話し合いの場はまだ持っていないんですけれども、今後、や

はりこの問題が、資源に対する超過分については話し合って、話し合いをしながら決めて

いく、現在の考えはそうです。いろいろ問題があると思いました、実際に。特に、回遊し

てくる時期が、今のこれからの時期になると、北から、福島の方からだんだん南下してく

るんですよね。そうすると、銚子地区が一番早いんですけれども、その次、私なんか、そ

の次、安房地区で、そんなに離れていないんですけれども、そういう問題を受けますので、

今後とも話し合って決めていきたいと思います。 

○山川部会長 では、大森委員。 

○大森委員 ３地区の管理で、これは話し合いしていかなきゃいけないと。当然、回遊に

よって獲る時期が違って、１地区だけで勝手にやってしまうということになると、そこで、

先取りで終わっちゃうということにもなるんだろうと思いますので、ここはぜひ、そうい

った３地区全体で、どういうふうな管理をしていくかという話し合いは進めていただきた
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いと思います。 

 その上で、これは畑中組合長の夷隅地区としてのお話だったのかもしれませんけれども、

小型の採捕停止ということになったときに、まぐろの専用の漁具をつけている、それはも

う完全にやめざるを得ない。かつおのひき縄と併用のところについても、管理をしていく

ということが前提だったけれども、結局はやめざるを得ないので、結局、減船してしまっ

たり、それから、キンメへのシフトもしていると。 

 このキンメのシフトとかは夷隅地区の小型船に特徴的なことなのかというのが教えてい

ただきたいというのが１つ。それから、千葉において、小型の生のまぐろ、これが非常に

売りであるということですが、大体、単価的にはどのくらいで推移しているのか、この２

点を教えていただけますか。 

○畑中参考人 キンメの漁のほうのシフトについては、これは今、夷隅地区と安房地区に

おいて、１つの漁場を、この勝浦沖の漁場を利用しております。そうした中におきまして、

今、今年、毎年、皆さん知っていると思いますけれども、私どもは、資源管理のために休

漁措置をしているんですよね。この10月から解禁になって、６月１日で終わるんですけれ

ども、そういう方法で進めております。 

 ２点目といたしまして、くろまぐろ、メジマグロの値段については、そのときの状況に

よりますけれども、暮れ、12月末から１月にかけて、本当においしい、脂の乗っていると

き、そのときには、1,000円から1,500円ぐらいの相場で、浜の相場、入札の状況はそうで

す。 

○大森委員 ありがとうございました。 

○山川部会長 栁内委員。 

○栁内委員 資料のほうに記載のあります管理方法に関するご意見で、月ごとに細分化す

る管理の見直しということで、月ごとがもちろん窮屈だろうなとは思うんですが、一方、

月ごとを入れざるを得なかった、漁獲量を一気に上げないようなという意味合いもある中

で、その苦しい実情をもう一度お聞かせ願えますか。 

○畑中参考人 本当は月ごとにやったんです、今年初めて。そうすると、やはり、今、言

ったとおり、超過する分もあるし、また魚の来遊によって、７月だめなときも、８月来る

ときもあるから、それではいけないというので、広く見た中で、今度、どういうふうに再

配分しましょうということで進めております。 

○栁内委員 それは千葉県独自の意見の集約でということですか。 
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○畑中参考人 そうです。 

○栁内委員 やはり、県内なり漁協内の配分はまだまだ何が正解かがわからない、複雑な

難しいルール構築の、今、途上だと思いますので、これは、漁法を問わず、皆さん、知見

を集約して乗り越えなければいけないと思います。 

○畑中参考人 そういう方向で、千葉県といたしましては、進めていきたいと思います。 

○山川部会長 大森委員。 

○大森委員 定置をもう一回全体管理に戻してくれという話も、全国からすると、また難

しい問題があるのかなとも思いますけれども、その上で、今、月ごとの細分化した管理、

ここもまさに今回スタートして、やって、もう既にそうやってご苦労のあれが出ていると

いうのがよくわかりました。 

 それで、複数年の管理の実施というのができないか、私もくろまぐろというのは、やっ

ぱりその年によっての資源状況が全体的にも相当激しく変動しますから、やっぱり、こう

いうものの考え方というのはあっても、検討の余地はあるんではないかなというふうに思

った次第ですが、今の時点で何か水産庁としてご意見がございますでしょうか。 

○山川部会長 では、太田審議官、よろしくお願いします。 

○太田審議官 実は、東側のＩＡＴＴＣでは複数年管理をやっていまして、２年間で幾ら

という形でやっているんですけれども、実態的に、実は第２期間と第３期間で、超過分を

第３管理期間から引いたので、２年管理やったみたいな形に実質的になったんですけれど

も、２年ごとの管理が可能かどうかと言われれば、検討は可能だと思います。ただ、それ

をやることによって、本当にどれだけ今と状況が変わるのかというところはよく見なけれ

ばいけないと思いますけれども、ただ、当然のことながら、それはＷＣＰＦＣの北委員会

で提案をして、皆さんの合意を得なければいけませんが、それが非常に国内の管理にとっ

て都合がいいという話で、かつ、資源管理的にも、科学的な観点からも問題がないという

ことであれば、それは検討したいなというふうに思いますけれども。 

○山川部会長 これは先ほど、ご説明いただいた余った漁獲枠の繰り越し、これが合意が

得られなかったという話と、リンクしてくるような内容だとと思うんですけれども、いか

がでしょうか。 

○太田審議官 獲り残した場合に、次の年にその分、繰り越せるという話と、獲り過ぎた

場合に、次の年から差し引くという、その両方が一挙にできるのが２年管理だと思います

ので、今のところ、獲り過ぎた場合に返すというのがあるわけですけれども、獲り残した
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場合に繰り越せるという規定がないので、今年、そういう提案をしたわけですけれども、

ちょっと、来年以降の課題として、そういうことも検討したいと思います。 

○山川部会長 田中委員。 

○田中委員 今の点なんですけれども、確かに、総枠としてのキャリーオーバーとかは、

おそらくそういう話になってしまうと思うのですが、一国の中でのある地域の貸し借りと

いうのはできるわけですね、調整によって。なのでそれは可能であると思います。さっき

の大型を一本化するという問題も、実は国内だけで融通するのであれば、可能なんですけ

れども、それには、やはり漁業者の間の合意がないと、俺はあいつになんか貸せないとい

う話になってしまうと、なかなかできないわけですよね。そこがやはり、今のこのくろま

ぐろの一番の問題なんです。枠はもらいたい、確保したいけれども、渡したくないしとい

うのもあるし、そこの調整が漁業者間で行われれば、枠のやりとりがすごく融通がきく。 

 地域よりも、県間とか全国でやったほうが物すごく融通できるわけですよね、漁業者間

のね。だから、そこの調整を今後やる必要があるんじゃないかなというふうには思いまし

た。 

 以上です。 

○山川部会長 ただいまの田中委員からのご意見に対して、何かもしありましたら。 

○畑中参考人 今の田中委員の考えは素晴らしいと私は思います。なかなか、これをやる

のには、漁業者の代表者、また、本当に末端で漁業をしている人たちの意見を吸い上げた

中で、時には、私の、今の田中委員の考えに沿って、ちょっとぴんと浮かんだんですけれ

ども、ブロック別に、例えば、千葉県、神奈川県、３県ぐらいのブロック別にそういうふ

うに話し合って、そういう方法もあるんじゃないかと今思いました。ありがとうございま

す。いい意見です。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 では、特にございませんでしたら、畑中さんからのご意見の聴取、これぐらいにしてお

きたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 では、どうもありがとうございました。 

 では、時間でございますので、この辺で休憩をとりたいと思います。再開は１時からと

いうことでよろしいですか。では、１時から再開ということにさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

午前１１時５６分 休憩 
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午後 １時００分 再開 

○山川部会長 では、皆様そろそろお集まりでございますので、午後の部を始めたいと思

います。 

 では、午後の部最初は、紀州日高漁業協同組合代表理事組合長の松村さん、和歌山県で

すけれども、よろしくお願いいたします。 

○松村参考人 和歌山県紀州日高漁協の松村でございます。本日はこのような機会をいた

だきまして、ありがとうございます。 

 私から、和歌山県における現在の漁獲管理の取組についての説明と、第５管理期間に向

けての思いを述べ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。 

 まず、和歌山県における現在の漁獲管理の取組について説明いたします。 

 和歌山県沿岸域では、一本釣りやはえ縄といった漁船漁業により、ヨコワや養殖用のシ

ビコを漁獲しています。また、定置網では、来遊状況に左右されるものの、小型魚を中心

に大型魚も漁獲しています。 

 第４管理期間は、小型魚・大型魚とも、漁獲枠を漁業種類別に割り当て、その上、さら

に漁協別に割り当てることで管理をしています。漁業者同士話し合った上での管理ではあ

りますが、もともとの県全体の漁獲枠が限られたものであるために、漁協によっては漁獲

量が100キロもないなど、どうしても窮屈な管理となっています。ある漁協では、くろま

ぐろの来遊があると１日に一人で２桁の漁獲があることも珍しくないのですが、それが数

人重なるとたちまち漁協の割当量を超えてしまうことになります。そのため、漁協によっ

ては、基本、くろまぐろを釣りに行かないでくれと漁業者にお願いをしているところもあ

ります。 

 こういったお願いは、他の沿岸資源が思わしくない中で、漁業者側にとっても、漁協側

にとっても非常に苦しいものですが、管理を行う上でいたし方なくこういった措置がとら

れていたりします。 

 加えて、沿岸くろまぐろ漁業の承認を受けるには実績が求められるようになりました。

管理のためいたし方なく漁獲を控えざるを得ない状況がある中で、今回の承認制度の改正

により、管理のために漁獲を控えることが将来の漁獲を奪うことになるのではないかとい

う不安にもつながっています。 

 限られた漁獲枠を現在のために、また将来の漁獲を確保するためにも有効に活用したい

という思いがあります。その一方で、いつ突発的な漁獲があるかもしれない、漁獲枠を超
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えてしまった場合にはペナルティを受けてしまうかもしれないという大きな不安を抱えな

がら、非常に難しい漁獲管理を行っていることをご理解いただきたく、その上で、第５管

理期間に向けて、思うところを述べさせていただきます。 

 まず、沿岸漁業者への配慮についてということで。くろまぐろ資源を将来にわたって利

用できるよう、漁獲量の削減努力が必要なことはよく理解いたします。ただ、等しく削減

努力ということで、沿岸の零細な漁業者から沖合で大規模に操業する大型のまき網漁業者

まで一様に漁獲実績の半減を求められていることは大変苦しい思いです。 

 沿岸の零細な漁業者にとって、くろまぐろは不確実性の高い漁獲物です。１日操業して

も釣れるときがあれば釣れないときもあります。また、狙っていなくとも混獲という形で

漁獲してしまうこともあります。群れを狙って大量に漁獲するまき網漁業では、漁獲努力

を半減することで漁獲量の半減は達成できるのかもしれません。しかし、沿岸の零細な漁

業においては、単純に漁獲努力の半減が漁獲量の半減には繋がらないのです。 

 パブリックコメントへの回答を拝見していますと、まき網漁業者側からリーズナブルな

価格でのくろまぐろの供給を担っているとの意見がありました。限られた資源を安価に販

売しても経営が成り立つのなら、先ほど述べましたように漁獲削減の取組が非常に難しく、

経営も不安定になりがちな沿岸漁業への漁獲枠配分の配慮をお願いしたいです。 

 そのため、配分の検討の際には、専獲・混獲の違いやくろまぐろへの依存度、くろまぐ

ろ以外の魚種への転換のしやすさといった点等を考慮していただきたく思います。 

 次に、獲り残し量への配慮についてということで。本県は、第２、第３管理期間におい

て、割当量を獲り残すことになりました。他県で割当量を超える漁獲があったために、本

県を含む地域ブロック管理や共同管理の全体で操業自粛をすることになったためです。本

県漁業者は泣く泣く操業を諦めました。 

 第４管理期間では、地域ブロック管理や共同管理は行われていませんが、国内全体の漁

獲量が超過してしまった場合には、本県がたとえ割当量を獲り残していても、操業自粛を

しなければならないことに変わりはありません。 

 都道府県等への割当量を過去の漁獲実績のみで決めてしまうことになると、道連れの操

業自粛で漁獲実績を十分に残せなかった都道府県は、次の管理期間の割当量も減ってしま

いかねません。我慢をしたのに、それがさらなる我慢につながるという二重苦です。 

 そこで、そのような形で操業自粛となった都道府県に対しては、獲り残した割当量を上

乗せする過去の漁獲実績のうち最大値を割り当てるといったように、次の管理期間の割当
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量は前の管理期間の獲り残し分が配慮されるようにしてもらいたいです。また、獲り残し

た分に配慮する措置については、ルールとして定めてほしいと思っております。 

 次に、大型魚の一元管理についてです。先日は、都道府県への大型魚の割当量について、

過去３年間の漁獲実績のうちの最大値、さらに混獲管理枠として５トンの上乗せという配

慮をしていただきまして本当にありがとうございました。ただ、それでも不安がなくなっ

たわけではありません。大型魚は、急激な積み上がりが起こったり、放流しようにも方法

がなかったりと、小型魚以上に管理が難しいためです。また、県内で漁業種類別や漁協別

等に分割して管理しようとすると、ほんの数尾分の割当てということになってしまいます。

たとえ割当てがあっても実際は漁獲ができないということです。 

 第３管理期間まで、大型魚は国内全体での一元管理でした。そのことで大きな問題はな

かったように思います。大型魚についてはできるだけ大きな管理枠とするほうがよいよう

に感じますので、一元管理についてはご検討をいただければと思います。 

 以上でございます。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 では、委員の方からご質問よろしくお願いいたします。田中委員。 

○田中委員 第５管理期間に向けてということで、１つまず沿岸への配慮というところで、

専獲・混獲の違いやくろまぐろへの依存度ということなんですけども、これは当該組合に

対して考慮してほしいと、そういう趣旨でしょうか、その地域とか。個々の漁業者という

レベルではなくて。 

 つまり、割り当てられたものを専獲の人と混獲の人があったら、専獲の人を優先すると

いう組合内部での調整のやり方もあるわけですね。そのことを言っているのではなくて、

この地域全体へその点を考慮した配分をしてほしいと、そういう趣旨でしょうか。 

○松村参考人 はい、そうです。地域全体ですね。 

○田中委員 それから、まずはそうです。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。栁内委員。 

○栁内委員 大型魚の一元管理についてというところがございますが、例えば、まず現状、

大型魚も漁業種類別、漁協別に割り振られているというところなんですが、例えば県内で

の一元管理なんていう手法はあり得ないのでしょうか。やっぱり運用の難しさがあるんで

しょうか。 

○松村参考人 県内の一元化で管理するということも考えたんですけれども、第３管理期
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間のときに一部の地域でもはえ縄漁によって割当量の大半を消化してしまったことがあっ

たんですね。それで、去年の11月にはもう操業自粛要請が出されまして、ひき縄の操業、

それから12月、１月にかけて最盛期を迎えるんですけど、そのひき縄の人らが全く１匹も

獲れずに操業を打ち切ったということで、漁業者の中から次は何とか不公平感をなくして

ほしいということで、そうしたことで組合ごとの管理をするといったところですね。 

○栁内委員 確かに不公平感が出てしまうというのは一番問題で、そのときに都道府県は

何か管理手段というかそういうものは何も出されてなかったんでしょうかね。その特定の

人が獲ったらもう終わりなわけですよね。それはわかってるわけですよね。わかっている

にもかかわらずそのままになっていたのかというのがちょっと私は疑問だし、今度第５管

理期間になると知事管理枠は県が管理することになっていますので、県の管理責任という

ことになるわけですね。 

○松村参考人 第３管理期間まではそうしたことは思ってはいなかったですね。 

○栁内委員 特にやってなかったということですね。 

○松村参考人 そうです。 

○栁内委員 そうすると、先ほど大型の一元管理の話も今の状態ではできないということ

になるんですかね。放ったらかしですか。 

○松村参考人 大型の漁協別管理なんやったら、もうその割当量が20キロとか30キロに満

たないところも出てくるんですね。その割当量がありながら30キロ以上のまぐろが漁獲す

ることができないという問題もあるんです。 

○栁内委員 そこは何らかの形で調整をしないと具合が悪いと思うんですけども、そうい

う話し合いというかそういう場は今はないということでよろしいでしょうかね。 

○松村参考人 はい、今はそういう場は持つことはしていませんけども、また次の第５管

理期間については県内でどのような方法をとるかということはまたそのときに検討するこ

とになると思います。 

○栁内委員 ありがとうございました。 

○山川部会長 大森委員。 

○大森委員 まず、獲り残し量への配慮のことについては、私も個人的には全く同感です。

特に自分の枠があったにもかかわらず止めざるを得ないと。それを次のときの実績として

見られてしまうということは、これはやっぱり本来あってはならないと思います。ここは

また水産庁の皆さん方に対してぜひご検討いただきたいと思います。 
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 それから、先ほど田中委員も言われた沿岸漁業者への配慮のところの最後のこの専獲・

混獲の違いやくろまぐろへの依存度、くろまぐろ以外の魚種への転換のしやすさといった

点を考慮していただきたくというのは、端的に申し上げて、こういったことが可能なまき

網と、それが難しい沿岸と、そこについての配分の枠を、要は沿岸に厚くしてもらいたい

ということを全体として仰っているように聞こえたんですけれども、その辺の感触を教え

ていただけますでしょうか。 

○松村参考人 その地域に、和歌山県地域の中では本当もうヨコワ漁だけで生計を立てて

る、その漁期だけですけどね、いてるんですよ。ほかのヨコワ漁やってる人でもそれが自

粛要請とか出たときには、次の漁できる人たちもいてるんですね。そうしたところもあり

ますんで、本当に専門でまぐろ漁、ヨコワ漁、和歌山の場合はヨコワ漁ですけども、ヨコ

ワ漁やってる人たちは本当に厳しい状況になってますんで、そうしたところも配慮してい

ただきたいということですね。 

○補助者 すみません、ちょっと補足をさせていただきたいんですけれども。先ほどの大

型魚の一元管理についての補足でございますが。私、和歌山県漁連の西尾と申します。よ

ろしくお願いします。 

 この一元管理というお願いの中に、その大臣枠といいますか、和歌山県のはえ縄漁船と

いうのがわずか10トン以上の船は４隻に減少してしまっております。その４隻はもちろん

近かつ協さんのほうに報告してということで、５月の中旬にストップかかったような状況

ではあるんですけれども。沿岸漁業者でやっぱり和歌山県では問題視してるのが、その10

トン未満の小型でもはえ縄漁やってる漁業者も何隻かありまして、それが県知事枠の中に

組み入れられておりますので、県内全体で最初の枠というのはわずか600キロだったわけ

です。その600キロをどないして分けるのかという漁業者からの切実なお悩みといいます

かそんなのがありまして。それまでは国内一元でされてて、それまでは特に何もなかった

のかなというようなことで。 

 各漁協でこの和歌山県内に委員会、定置と一本釣り、漁船漁業と２つの管理委員会を立

ち上げておるわけなんですけれども、その中にでもやっぱりもう組合別ということにしな

いとという意見が多くて組合別にしたんですけれども、ふたを開けてみると本当に600キ

ロをどういうふうに分けるんよと、もう２本釣れば300キロのまぐろなんか釣れますので。

和歌山県のくろまぐろの水揚げというのは、もちろん小型のヨコワ、それから養殖の種苗

用いろいろあるんですけれども、大型になりますと、その近海の時期ですね、冬場から春
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先にかけてほかの宮崎船でありますとか大分の船とか三重の船とか、また高知の船、それ

からきょうお越しの沖縄県の山内組合長さんもお見えですけれども、そういうはえ縄のさ

れてる方々もいろいろ水揚げをして、和歌山の沖で、紀伊半島の沖でされるわけなんです

けど、そこがメインになってくるわけなんです。その何百キロ級というほんまぐろ釣れる

んで、そこでもう釣れなくなるというようなところがありまして、そういうのをなくす意

味でも県枠、県知事枠という枠よりも大きな枠で何とかそのような零細漁民の単価の高い

くろまぐろのとる機会を確保していただけないかという思いもこの中に含まれておるとい

うことをご理解いただきたいと思います。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。田中委員。 

○田中委員 今の件なんですけれども、何組合で結局600キロは分けたんですか。 

○補助者 ３組合、実績配分なので３組合です。 

○田中委員 １組合当たり平均200キロ。 

○補助者 実績なのでもうそれこそ20キロとかという組合もありました。200キロとか20

キロとかそういうふうになってしまって。 

○田中委員 20キロって大型じゃないですよね。 

○補助者 だから、大型の枠なのでそこはもう辞退という格好で。 

○田中委員 そのとおり守られたというか守るしかないんですけど、ということですね。

わかりました。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。 

 私から。今の一元管理という話ですけれども、一元管理を知事管理に全部広げようとす

ると、ほかの定置網だとかひき縄だとかそれも含めて一元管理というような形というふう

なことを言っておられるのか、あるいは何かほかのご提案。 

○松村参考人 いえいえ、今までやってこられたようなそんな一元管理で思ってます、今

までのとおりの。 

○山川部会長 そうした場合に、早い者勝ちというようなことがどうしても出てきてしま

ったりするんじゃないかという懸念があるんですけれども、そこをどういうふうにすれば、

そういったことが防止できるかとか、何かお考えはございますか。 

○松村参考人 そういう考えは持ってないんですけども、突然この第４管理期間から割当

てがあったということで、これまで大きな問題があったんかなというその辺からの思いで

今回提案させてもらいました。 
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○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。 

 では、特にございませんでしたら、松村さんからのご意見の聴取はこれぐらいにさせて

いただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 では続きまして、長崎県の勝本町漁業協同組合代表理事組合長の大久保さん、よろしく

お願いいたします。 

○大久保参考人 私は長崎県の壱岐市の勝本漁協の代表理事組合長でございます。少しど

もりますので、聞きづらいところもあろうかと思いますけど、どうかよろしくお願いしま

す。 

 本日はこの場に発言の機会を与えてくださいまして、感謝申し上げます。 

 また、先日、福岡で開催されましたＷＣＰＦＣの国際会議の場、私も傍聴させていただ

きました。その中で太田審議官ほか水産庁の皆様におかれましては15％増枠については外

国の粘り強い協議を、また反対された国とは途中中断されながら協議をされましたことは

非常に感動いたしました。本当にどうもありがとうございました。残念ながら枠は増えま

せんでしたが、今年も引き続き協議を続けていただきますことをお願いいたします。 

 壱岐の概要ですけど、壱岐の島は日本海と東シナ海の水道の蛇口のように狭まる玄海に

位置し、青森県の大間と同じようにまぐろの集まるところでございます。特に勝本沖にあ

る七里ケ曽根という天然漁礁はまぐろをはじめ来遊魚の滞留し、好漁場が形成され、壱岐

の漁業者は昔からこの恩恵を受けてきました。 

 島内には５つの漁協があり、組合員数は2,632人、うち正組合員は916人が漁業に従事し、

水揚げの多いものはするめいか、けんさきいか、ぶり類、くろまぐろ、まあじ及びさわら

等であります。これからの一部は定置網によるものもありますが、主に多くのものは釣り

に漁獲されております。 

 当漁協では昔から資源管理を念頭に置き、多くの漁業者は生計を立てるように自粛規制

をかけながら大量に漁獲できる網操業は一切行っておりません。一本釣り漁業を行ってき

ました。しかしながら、漁獲対象魚種の来遊ルート変動等により漁獲量は減少傾向にあり、

昨年度平成29年度は水揚げはぶり、さわらは昨年度より増加しましたものの、主力である

するめいか、けんさきいかは不漁であります。漁獲量は厳しかった昨年並みであり、厳し

い状況は続いております。特に地元の勝本町はいかとまぐろ釣りで80％余りの水揚げをし

ております。平成27年度から始まったくろまぐろの漁獲規制により大きな痛手を受けてお
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ります。それに加え、するめいかにも数年不漁であり、増加したくろまぐろがするめいか

を食べる不漁の原因となっておることと思っております。その証拠に、冬場のくろまぐろ

の胃袋の中には何十匹もするめいかが入っております。 

 写真１と２を出してください。今年の７月以来はくろまぐろの制限４年目に当たります。

本年度も９月に入り、小型くろまぐろの来遊が見られるようになり、量は昨年に引き続き

多く、一人当たり割当ては200キロの枠を割り当てた翌日、１日で達成した漁業者も二人

います。この状況では第３管理期間と同じように早い段階で魚を釣ることができないよう

な状況になりそうです。 

 また、くろまぐろ思うように釣れないのももちろんありますが、いか釣りの火にまぐろ

が一旦集まってしまうといかが魚群が分散してしまい、いか釣りは全くできずに帰ってく

る船もあります。 

 資料１から３までお願いします。資料を見ていただけたらわかると思いますけど、まぐ

ろが火に集まった船は、まぐろが火に集まらなかった船は180箱、これはやりいかですの

で、180箱で100万近くの水揚げがあります。それに対し直と書いてある船はまぐろが火に

集まったために水揚げするいかが少なく、港に直行して入港するわけです。直となった船

は多い日は８割ほどあります。これらの船は１晩当たりの燃油代は８万～10万円を丸損を

している状況であります。 

 今年の７月からはこれまでの小型くろまぐろの漁獲規制に加え、30キロ以上の大型まぐ

ろの数量管理を行うことになっております。小型まぐろの規制だけではなくて大型まぐろ

を釣ることも何とか生活をしてきましたが、大型まぐろの規制に変わり、今後はより一層

厳しい状況になっております。 

 また、漁によっては小型魚、大型魚を積み上げる漁獲することが難しく、小型魚の漁獲

上限となれば大型も釣ることができなくなってきます。まぐろが釣れないので、他の漁法

へに変わっては、かじき釣りへの転換なども進めていますが、240隻もの漁船が操業でき

る漁は今のところいか釣り以外にはありません。しかし、先ほど説明しましたように、ま

ぐろが増えることによりいか釣りの影響もあります。従来いか釣りを専業で漁業を行って

いた漁業者にも漁場の圧迫の問題が発生し、まぐろを釣れないからいかを釣ることも簡単

にはいかない現状であります。 

 また、壱岐の一本釣りは七里ケ曽根という天然漁礁を中心と、島周辺に来遊する魚を釣

って１匹１匹丁寧に漁獲、水揚げしている漁協であり、まき網のように広範囲な漁場を探
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索しながら一網打尽に粗雑に扱って、大量に漁獲を水揚げしている漁業とは大きく異なっ

ております。勝本町の世帯数は2,442世帯あります。およそ１割がまぐろを釣って生計を

立ててる、まぐろの販売や流通に携わる世帯もあることを考えると、今にまぐろ制限によ

り勝本という漁村の集落維持に脅かされる現状であります。しかし、これも全国の人も水

産庁も皆さん一生懸命頑張って守っておられますので、我々もこれに対しては一生懸命守

りたいと思っております。 

 最後に、第５期間の配分については、実績配分ももちろん大切ですが、まぐろの規制に

よる他漁業種類（いか釣り等）の影響、その地域におけるまぐろへの依存度も含め、総合

的に判断していただきたいと思います。 

 これからの新たな考えに基づき、配分についてはこれまでの沿岸漁業者の配分の見直し

ではなく、増枠を検討してお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 委員の方々からご質問よろしくお願いします。田中委員。 

○田中委員 田中でございます。 

 最初に枠をみんなに分けてますよね。これはどのようにして分けていらっしゃるんでし

ょうか。その組合なり何なりの中で話し合いに基づいて分けているのか、それとも単純に

実績で分けているとか、その辺の規則について教えていただけますか。 

○大久保参考人 これはですね、壱岐組合長会に県から、国から来たのを県からまた来た

枠を組合長会で各５組合で分けて、そして私のところの勝本漁協では漁民集会をして、そ

してまず漁業者の代表者の監視委員会という組織がある、そこで話の案をつくって、そし

て漁民集会にかけまして、そして240隻の承認船がおりますけど、実績のない人はご遠慮

してください、そして実績のある人で177隻でこれを分けましょうと。そうしたときに200

キロしかないわけです、１隻当たりですね、それはもう漁民集会で承認をいただき、そし

てみんな漁業者も納得しております。 

○田中委員 ありがとうございました。 

 それから、くろまぐろがいかを食べてしまってるということなんですけど、何かこれノ

ルウェーのミンククジラによく似てるなと思っています。ノルウェーの沿岸漁業者ってニ

シンを本当は獲りたいんですね。でも、ニシンをミンククジラが大量に食べてしまって、

クジラを獲るのは、そういう獲るという目的もあるんですけど、退治というニュアンスも
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あるんですが。 

 この壱岐の場合は、くろまぐろを、どっちが大事というかな、単刀直入に言うと。 

○大久保参考人 どっちとは何ですか。 

○田中委員 いかとくろまぐろとどっちが大事なんでしょうか。 

○大久保参考人 従来はいかのほうが大事です。いかは集魚灯されたら誰もかれも釣れま

すからね。しかし、まぐろは技術が必要ですから、増減が激しい。そういう格好。しかし、

だけど時代の流れで、水温の温暖化でまぐろが今すごく来遊してきておりますので、今は

まぐろが大事です。しかし、今胃袋に、写真がありましたね、これは私がいつも胃袋を加

工しておりますので、割いて、そして写真を自分が撮ってるわけです。毎年毎年、そして、

これにも消化してないのがこのくらいであって、消化してるのはまだ以上あるということ

です。だから、相当食べてると。しかし、いかがこれだけじゃない。水温もあれば、外国

船のトロールでとってることもあるし、いかは１年魚ですからね。このまぐろだけの原因

でもないとですけど、今日はまぐろの会ですからまぐろに対していかのことを言っており

ます。 

○田中委員 今はじゃあくろまぐろも相当重要な地位になってると、そういう理解でよろ

しいですか。 

○大久保参考人 そうです。 

○田中委員 はい、わかりました。まずはありがとうございました。 

○山川部会長 大森委員。 

○大森委員 小型と大型、これを釣り分けるということが非常に難しくて、小型の管理が

ずっと厳しい中で、大型を狙いにいっても小型が上限になってるんで大型はもう釣りよう

がないと、こういうお話があったんですが、その辺もう一度詳しく教えていただきたい。 

○大久保参考人 これはですね、去年はうちはおかげさまで61トンの枠がありました。し

かし、今年は32トンしかありません。そして今言ったとおり、200キロしかないけんです

ね、もうイカが釣れなくなったらもう生活できないけん、まぐろも安くても釣るわけです

たい。そうしたときに、大型まぐろを釣りに行くときに、大型１本釣るのに小型が10本か

20本来るわけですたい。そのとき魚類にえさも獲らないかんし、それが度々というたら、

もう大型まぐろも釣りに行かれない。そうやけん、我々の願いは、小型まぐろの枠をたく

さんもらえれば大型まぐろも釣れるというような状況なんです。現場としてはですね。 

 以上です。 
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○大森委員 ありがとうございます。 

 あと、特にこの壱岐の一本釣りについて、非常に丁寧に扱って魚価を上げる努力をされ

ているというお話でしたけれども、大体浜値でどのぐらいなんでしょうか。 

○大久保参考人 そうですね、うちは漁業者がまぐろ資源という活動してる人たちがいる、

鮮度向上には皆さんで漁業者で話し合って、特にもうまぐろも制限されてるけん、単価的

に補うといって一生懸命皆さん鮮度向上に頑張っておられます。その中に今枠は少ないか

ら安いときには皆釣らない。そして、本格的に正月前後に釣る、そのときは2,000円前後

の単価、平均でします。値段がいいときは3,000円、4,000円キロ単価でします。 

○大森委員 ありがとうございます。 

○山川部会長 栁内委員。 

○栁内委員 栁内でございます。 

 先ほどのご説明で、５漁協でまぐろの枠の配分をされたということで、いわゆる考え方

としては均等割りのような配分で200キロになっているということですね。その際、内部

の議論で実績を加味するとかそういったご意見の多さだったりはどういった状況だったん

でしょうかね。 

○大久保参考人 この配分するのはどこも組合長さんは自分のところの漁業者がおるもん

だから、実績配分としてもなかなか、大体うちがもう半分以上は占めてるとですよ。しか

し、どこも欲しいわけですたいね。今度も追加配分がありましたけど、実績割りで大体追

加配分きてますけど、それを主張しても通らんわけですよ。もう難しいとです。そして、

この追加配分に対しましては、定置の人たち入るから定置の人を先トン数的にもらってく

ださい、あとは組合長会の預かりで、無くなった人がそれを使わせてもらうような格好で、

私が組合長会の会長もしとるけん、どこかに落としどころでおさめないかんけん、そうい

う話もしてるけど、いや、是非分けてくださいと。だけど、実績で分けたらほとんどうち

の枠になるとです。しかし、誰もかも後ろには漁業者がおるけんですね、代表で来てるけ

んうんと言わんわけです。やっぱり５組合でも大変なんですよ。 

○栁内委員 仰るとおり本当にご苦労はわかります。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。田中委員。 

○田中委員 先ほど、小型10匹に大型１匹とか、放流にいろいろ苦労してるというお話が

あったんですけども、勝本町さんでは具体的にはどういう形で放流していらっしゃるので

しょうか。 
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○大久保参考人 放流はですね、うちは大型釣るときはするめいかの生きている個体を流

して釣る。そして一本釣りですから、食うたのはそこまで来て、それで放す、かぎをつく

ってると。海際で釣りのところにやってパッと。さっき船に揚げないんです。だけん、そ

こでもうパッと放す、それは皆さんで研究して、そういう格好で逃がそうとしてるわけで

す。 

○田中委員 そのかぎみたいなものは何か工夫してつくられたという。 

○大久保参考人 そうです、みんな研究してつくっております。 

○田中委員 わかりました。ありがとうございます。で、実際には今何対何ぐらいなんで

すか。 

○大久保参考人 今年はまだやっておりません。去年の場合はですね、やっぱり結構、大

体おおまぐろを釣るのに、未成魚が多いときは、未成魚から先食うわけです。おおまぐろ

は海底のほうにおるけんですね、上に浮いてるとは未成魚ですから、もう下におおまぐろ

のところにえさがいかないわけです。未成魚が先食うから皆さんがもう断念せなんでけん

ようなって。去年はもうそやけん３月からもうおおまぐろ釣り行っておりませんもんね。

そして、６月に初めて。 

 そして、うちは第１期間、第２期間、第３期間、３年間は６月と７月は産卵のまぐろは

禁漁にしておりました、成魚のほうは。成魚は釣ったらいかんことを壱岐と対馬でそうい

う資源管理もしてきました。 

○田中委員 大体何対何かという。大型１匹釣るのに小型何匹ぐらいかかるんですか。 

○大久保参考人 それはもう数字的には言われませんけど、ほとんどこまぐろが、未成魚

が食います。なぜかというたら、今さっき言ったとおり、おおまぐろまでえさが届かない

わけですたい。 

○田中委員 小型がたくさんいるので、大型のいる下層まで行く前に小型が食ってしまう

と。 

○大久保参考人 そうです。 

○田中委員 10とか20とかそのくらい釣れちゃうと、そんな感じですかね。 

○大久保参考人 それ、潮時の状況もよりますもんね。 

○田中委員 場所にもよりますね。 

○大久保参考人 おおまぐろだけ食うときもあれば。しかし、おおまぐろ食うときは潮時

してるときだけん、こまぐろも食いますよ。 
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○田中委員 そうですね、潮時になれば同じように釣れちゃうというわけですね。 

○大久保参考人 そうです。 

○田中委員 はい、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。 

○大久保参考人 何でも。私は現場上がりで何でも知っておりますから、どうぞ質問して

ください。 

○山川部会長 では私から１つ。５つの組合で最初に分けて、またその組合の中で分けて、

結局一人200キロということですけれども、組合の中で分けるときに、じゃあ実績だとか、

あるいは何か全体の枠みたいなので管理とか、そういったご検討はされておられましたで

しょうか。 

○大久保参考人 はい。去年はですね、その分けるときに組合長もその漁民集会に入った

わけですよ。そしたら、漁業者から組合長、これじゃ生活されんでどうしてくれるとかと

いうやっぱり追求あるわけですたい。もう非常に去年10回の漁民集会は本当にもう濡れタ

オルを絞ってやられましたよ。そやけん、今年は私は入りませんでした。その代わり、漁

業者のことだから漁業者で話し合いなさい、このくらい枠がありますから、これで皆さん

で話し合って納得してくださいと。 

 その中でうちはいろんな総代長がおるわけです。そこの中の代表者が監視委員会という

のがある、20名ばかりで。そこで案をつくって、200人ぐらい集めて漁民集会やった。そ

して、なかなか案が決まったときには自分たちの代表が決めてるけん文句言わないわけで

す。そして、そこで決めて、そしてみんな異議ないですかといったらみんなもう何も言わ

ない。私が入っとったら言うわけですたい。組合長、これどうかしてくれと言うことで。

だけん、私はもう今度は入らんかったんです。そうせんとですね、もう大変な目に遭う。

もう本当にまぐろで私はもう大変な目に遭ってるとですよ。 

 そういう事情です、うちの組合は。特に水産庁の方はわかって、うちの組合は日本一う

るさい漁業者ですよ。 

○山川部会長 はい、間に入って非常にご苦労されている様子よくわかりました。 

○大久保参考人 そうです、大変ですよ。何とか早く枠を撤廃することをお願いします。

これはもう全国の人が願ってると思いますので。太田審議官も一生懸命頑張るというのが、

私はもうこれでよくわかりましたので、どうかよろしくお願いします。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 
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 他にございますでしょうか。 

 では、特にございませんでしたら、これぐらいで大久保さんからの意見聴取終了という

ことにさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 では続きまして、長崎県美津島町高浜漁業協同組合代表理事組合長の國分さんからお話

を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○國分参考人 壱岐の大久保組合長から何でも聞いてくれ、私は漁には詳しいと言われま

したけれども、私も中学校卒業後、家業の漁船、漁業に従事し、以後約54年間ずっと漁師

をしております。主にのべ縄、イカ釣り、一本釣りなどがございます。本日はこれまでの

経験をもとにして、対馬の漁業者代表としての意見を伝えればいいかと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 資源管理への意見の前に、簡単に長崎県対馬についてお話をさせていただきます。 

 私がおります対馬は九州本土と朝鮮半島との中間に位置する国境の島であります。島の

周辺は天然の岩礁が点在し、対馬暖流と大陸沿岸水が交わり、好漁場で形成されておりま

す。イカ釣りを中心に、ヨコワやぶり、さばなどの一本釣りや、ひき縄、たいやぶり、あ

まだい、あかむつ、まぐろなどのはえ縄のほか、定置網漁業、サイカイゴ漁業などいろい

ろな漁業が盛んであります。この豊富な魚類や磯の資源にに支えられて水産業が発展して

まいりました。また、複雑な地形と静音な水面を持つ浅茅湾などの内面では、くろまぐろ、

真珠養殖が盛んになされております。特に平成11年から本格的に始まったくろまぐろ養殖

は、毎周年近海を回遊する天然のヨコワ種苗を確保できる地の利を生かし、対馬における

養殖業生産量の８割強を占めている現状であります。このように、対馬においてくろまぐ

ろの重要な水生資源であります、だからこそ末永く活用するために国際的な、このくろま

ぐろの厳しい資源管理にも協力しているところでございます。 

 さて、本日は第５管理期間以降における配分ルールについての意見とのことでございま

すが、今後の配分について私は３点ほど述べさせていただきます。 

 この点は各県の組合長さんや会長さんの意見と重複することで恐縮ではございますが、

私もまず１つ目は、沖合漁業と沿岸漁業との配分の割合についてでございます。第５管理

期間以降におきましては、大臣管理漁業沖合等、知事管理漁業沿岸への配分割合を見直し

ていただきたい。沿岸漁民に手厚く配分をしていただきたいと意見を述べさせていただき

ます。 

 水産庁さんが対馬に説明に来られたときの太平洋くろまぐろの資源状態と管理の方向に
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ついての資料によりますと、くろまぐろの親魚の資源に与えるインパクトは沿岸漁業が

32％、小型魚を対象とする西部大西洋まき網漁業者が47％とお話をされました。確かに沿

岸漁業は32％と高いのですが、資源が減少始める1995年以降の沿岸漁業のインパクトはや

や減少にあると思います。これに対し、1990年代の小型魚を対象にして漁獲参加を始めら

れた西部太平洋まき漁業のインパクトはその後の資源の減少と連動していることは一目瞭

然であります。 

 水産庁さんとの考えは異なるかもしれませんが、沿岸漁民はこのまき網の漁獲参加が資

源減少の引き金になっていると考えております。沿岸漁民はまき網漁業からもっと資源管

理の負担を背負うべきであろうかと思っております。 

 資源減少の主因と思われるまき網には、せめて資源が回復するまでの間、沿岸漁民のた

めにさらなる漁獲抑制に努めていただきたい。そのため、沿岸と沖合の配分割合を見直し

ていただきたい。その分を沿岸漁民に手厚く配分していただきたいという意見でございま

す。 

 続きまして、２つ目ですが、小型魚の都道府県配分についてです。小型魚については第

１～第４管理期間同様、各都道府県には実情に基づく配分を維持していただきたいという

意見を述べさせていただきます。 

 これまで長崎県は全国漁獲枠の37％、このうち半分対馬海区においては全国漁獲枠の

17％を配分していただいております。これは過去の漁獲実績に基づき配分していただいて

いるとおりであり、昔から対馬海区はヨコワが回遊し、多くの零細漁民がひき縄等で漁獲

したからであります。対馬で多くの漁民がヨコワ水揚げに依存をして生計を立ててまいり

ました。そのため、資源管理に伴う収入の大きな減少には本当に困っております。くろま

ぐろの資源管理が始まったとき、生計に支障が出るからと取り組むことに対し非常に厳し

い反対の意見がございました。しかし、対馬の漁民は資源が減少しても資源管理が重要で

あることを理解し、漁獲量が半分と制限されても、これまでいたし方なく取り組んできた

次第であります。 

 島内承認漁業者への平等な操業機会確保のため、１隻200キログラムの配分、収入の減

少となっても島内は一丸となって取り組んでまいりました。ある県が配分量を超越した第

３管理期間において、国際的な全国枠を99.6％で守れたのは、約130トンをとり控えたこ

の対馬の漁民の取組、協力があればこそと思っております。これもしかし我慢の限界であ

ります。対馬の漁民の生活のためにも、これ以上の配分の減少はとても受け入れられませ
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んので、小型魚については第１～第４管理期間同様、各都道府県にも現在の配分を維持し

ていただきたいという意見でございます。 

 続きまして、３つ目でございますが、大型魚の配分についてでございます。大型魚の配

分については、浜の現状を十分に踏まえた上で再検討していただきたいという意見を述べ

させていただきます。 

 第３管理期間までは大型魚の沿岸漁業への配分管理はありませんでしたが、８日間のパ

ブリックコメントの募集のみで第４管理期間の大型魚の数量管理や、９カ月の管理期間に

ついて突然一方的に始まりました。私たち漁民はそう思っております。この経緯を受けて

くろまぐろ部会が設置されたことを聞いておりますので、この部会において十分に漁民の

声を聞いて、慎重にご検討いただきたいと切にお願いいたします。 

 これまで３年間くろまぐろの資源管理に取り組んでまいりました。恐らくその結果漁獲

管理した小型魚が大きくなり、今年は３年魚である30キロサイズのくろまぐろが漁獲され

るようになっております。以前は大型魚の回遊はあまりありませんでしたが、ぶりのメダ

マなどで今30キロ以上の魚が上がるようになってきております。これは沿岸漁民が小型魚

の漁獲を抑え、管理した結果、資源も増え、大きくなったものと思っております。沿岸漁

民は資源管理の大きな成果だと考えております。 

 しかしながら、第４管理期間は一方的に大型魚の数量管理が始まりました。第３管理以

前は小型魚を獲らない代わりに大型魚を対象とした漁法に転換したらどうかなと勧められ

てまいりました。しかし、今期から大型魚の数量管理が始まり、過去の実績がない対馬へ

の配分は本当に微々たるものであります。これでは大きな魚をとり周りに幾らいても漁獲

できない状況であります。これまで小型魚の保護を強いられ、それを受け入れてまいりま

した。しかし、今後は大きくなった魚をとることも許されないではこれまで協力した対馬

漁民の資源管理の取組の姿勢が揺らいでしまいます。 

 くろまぐろ部会の委員の皆様方におかれましては、大型魚の配分についても浜の現状を

十分に踏まえた上で、第５管理期間が始まりますまでに再検討していただきたいとの意見

でございます。 

 この場を借りまして、配分についてでありませんが、水産庁の方がお見えになっており

ますので、管理についてももう一遍意見を述べさせてください。混獲についてであります。

これも先ほどからいろいろ議論があっておりますけれども、混獲をした場合、可能な限り

逃がしてください、やむを得ない混獲は仕方がないので報告してください、などの曖昧な
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表現を使うのはやめていただきたい。混獲の定義を明確にしていただきたいという意見を

述べさせていただきます。 

 対馬においては第２管理期間の操業自粛の要請以降、組合長会が中心となって混獲は認

めない、道具を切ってでも逃がすといった強い姿勢で取り組んでおります。対馬にはくろ

まぐろ承認漁船が漁業者が936隻もおります。くろまぐろの回遊が多い対馬で混獲を認め

たら、物すごい数量が積み上がり、収拾がつきません。対馬ではやむを得ない水揚げを認

めると、結局獲ったものの勝ちとなってしまい、不公平感が生じてしまうため、強い姿勢

で取り組んでいるからでございます。だからこそ、第３管理期間に対馬海区は130トンも

の獲り控えをできたことがあります。 

 申し訳ありませんが、ここで少し私の考えを聞いていただきたいと思います。私は平成

26年に組合長に就任し、現在に至っておりますが、非常勤組合長としていただき、漁のあ

るときには可能な限り沖に出させていただいております。39歳の息子と二人で8.5トンの

船でむね、タイ、ブリ、ヨコワ、イカなどをとって生計を立てております。バリバリの漁

師でございます。平均年に約3,000万ぐらいの水揚げをしているわけですが、この厳しい

くろまぐろの漁獲制限に大きく水揚げが半減しております。これは私だけはなく、多くの

我が組合員もそうであります。この制度が始まった平成27年度は我が組合はヨコワが77ト

ン揚がりました。水揚げで金額で１億3,200万揚がっております。ちなみに、そのときの

組合の水揚げは10億7,400万。次の平成28年度には10.1トン、2,200万で、組合の総水揚げ

が９億7,400万でございます。29年度が23トンのヨコワで2,800万、組合水揚げが８億

8,400万でございます。このように私たち組合員、また組合も大幅な水揚げの減少にて大

変でございます。この規制が始まって、国の方針でありますのでいたし方ないと我慢はし

ておりますが、私たち漁民が釣れるヨコワをとることができない、また釣れた魚を逃がさ

なければならない。キロ平均1,500円、2,000円、正月のいいときには2,500円、3,000円い

たします。その魚を逃がさなければならないこの私たちの心情を、現状をぜひ考慮してい

ただき、第５管理期間以後の取組に配分に生かしていただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

 私たちだけでなく、十分に漁民の声を聞き、今後のくろまぐろの資源管理に慎重にご検

討くださいますよう、重ねて委員の皆様方にお願い申し上げ、私の意見とさせていただき

ます。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 
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 では、委員の方々からご質問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。 

 今ご説明あったように、第３管理期間では130トン、我慢していただいたおかげで、そ

れもあって日本は制裁がなかったのかもしれませんね。みなみまぐろの例だと制裁を食ら

ったときには漁獲量半減ですからね。全国の枠が半分になっちゃうと、大変な損失になっ

たかもしれないですが、その点は多くの方々に感謝されて当然じゃないかという気はしま

す。その分何か見返りがないのがかわいそうだと、私は個人的にはそう思ってます。 

 この３つある意見の中で、３番目の大型魚の配分というのは実績ベースだと対馬の場合

はゼロになってしまうという理解でよろしいでしょうか。 

○國分参考人 いや、正確には実績配分でございまして、今年対馬には2.2トンございま

した。壱岐のほうは先ほど大久保会長が言われましたように、実績がありましたので、60

トン前後の配分があったと思います。組合長会でも決定したわけですが、2.2トンの大型

魚を各12漁協で配分しても、承認船は当然、承認船は９隻からの船がおるわけでして、全

く組合配分もならんから、もうこれは獲ったもの勝ちと言うちゃ悪いけど、水揚げ揚がっ

た組合で紹介していかな仕方ないやないかいうことで組合長会で決定しまして。ただ、一

部の漁協が、もう1.8トンぐらい獲れて、大方もう85％も今の配分いただいた二点ちょっ

とはもう消化するような格好になっております。 

 また、お話を聞きますと、再度追加配分の分が幾らか二、三トンは来るべきではないか

という話も薄々聞きますけれども、その分が来たら今度はもう12漁協で平等に分けろうや

というお話は組合長会ではされております。大型魚にはそうであります。 

 ただ、さっきも文言の中で入れたように、小型魚を制限して２年経ってどんどん魚が多

いわけですので、それが太る、昨今年当たりは30キロぐらいの魚が釣れるじゃ、それで縄

をちょっと太めたり道具を太めたりして対象できるけん、小型魚が釣れん中身で大型魚で

今年はカバーできっちゃなかろうかちゅう思いが漁民にはあったとですよ。でも、今度の

そういう配分で実績割で、対馬は当然そういう船はあんまり揚がっとらんかったもんです

から２トンちょっとのしか配分はなかったですもんね。それではいかしこも、本当に30キ

ロも40キロも何本とったらもういっぱい、１組合員が、ちゅうことになっとですよ。そや

けん、これをもう少し何とか枠を広げていただきたいといいますかね。そういう中身やっ

たです。 

○田中委員 もう一つよろしいでしょうか。今のお話ですと、対馬の場合は小型魚を保護
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すれば同時に大型魚も獲れるようになるというかそういう理解でよろしいでしょうか。地

域によっては小型魚しかとれない地域があって、我々は小型しかとれないで規制されるだ

けで、大型が幾ら増えても何の得にもならないという地域もあるんですけども。ここは違

うという理解でよろしいでしょうかね。 

○國分参考人 この規制されて、小型魚がですね、もう２年目、３年目に、私たちが今ま

でやってきた中で魚は沸いてきよっちゃなかろうかちゅうような漁がありかけたとですよ。

そんで、やっぱり私たちは大体高浜漁港はのべ縄、ぶりなどが主流やとですよね。ヨコワ

のは基本的にうき縄ですよ、浮かしてヨコワを釣るわけです。のべ縄はそこにうめてぶり

をとるわけですよ。そのぶり側にヨコワがずっとやっぱりかたがあっとですよね。 

 そっで、ときどき今度は大型魚が混ざるごてなってきたとですよ。そんだけん、これは

やっぱりとり控えとるけん、それが成長して２期間後のやつが太ってこういうサイズにな

りよっちゃなかろうか、大いに漁も期待できっちゃなかろうかという声があっとです。基

本的には大型魚はあんまり私たちところ揚がってきとらんとですよ。 

○田中委員 今までは揚がってこなかったけれど、昨今揚がってるって、そういう。 

○國分参考人 ええ、そうです。 

○田中委員 わかりました。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。大森委員。 

○大森委員 小型魚の管理のところで、第１～第４管理期間同様、実績に基づく配分をと

いうことでしたけれども、この実績の意味合いは、先ほど 130 トン獲り残されてしまった

と、こういったその分が実績にならないというご意見もありましたけれども、そういった

意味だと捉えてよろしいんでしょうか。 

○國分参考人 はいはい、そうですね。そのようなお考えでよいと思います。 

○大森委員 はい、ありがとうございます。 

 それから、もう一点。まき網に対する資源管理の負担という意味で、沿岸と沖合の配分、

沿岸に手厚く配分してもらいたい。やはりその管理が可能であり、また沿岸と比べると経

営転換がしやすいまき網の抑制配分を増やしてほしいと、こういうことでありますけれど

も、ここの部分で具体的な思いというようなものがあれば教えていただけますか。 

○國分参考人 これはまき網の人には申しわけないかもしれませんけど、私たち沿岸漁民

はのべ縄、ひき縄、一本釣り等々はやはり昔からといいますか、このまき網の人たちとは

どうもやっぱり釣れんとはまき網のせいやみたいなやっぱり考え方を持ってしとる人が多



－54－ 

いとですよ。確かにね、ずっとここ何日もぶりやヨッカが釣れてきて、時化て、行かんか

った行かれんかった、何で足らん、何かまき網はいっぱいあそこんところで揚がったらし

い、場所を聞いたら、いや、対馬海峡のニシメで何十トンのオンノをまいたとか、市場が

もうそれだけ値段も下がったって。あくる日出てみたら本業、はえて 100 本も 150 本もと

れよった魚がもうほんなかたはないちゅうような現状がどきどきあるとですよ。それから、

やけんどうしてもやっぱり一般的な考えで申しわけない、まき網の人には申しわけないけ

どが、やっぱりそこんとこ少しねに考えてくれんかちゅう気持ちがあるもんですから。ま

あまあ漁獲量もまき網の人たちも３年間とって半減して、私たちと一緒の中身であるけど

でもですね、やはり漁そのものが違うですよね。私たちは１本１本釣って生計立てよる漁

業者と、ひとまきでち言いますか、そんな言い方失礼ですけど、もう何トンも何十トンも

いうて揚げるわけですよ。そだけんそこの中身をもう心情としてどうかならないかという

ような気持ちやったとです。お宅たちは性格的に数字がどうの数量どうのちゅうことは私

たちはようわかりませんけど、もう純粋な気持ちがそうやとです。 

○大森委員 はい、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。栁内委員。 

○栁内委員 いろいろと実情を教えていただきまして、ありがとうございます。このまぐ

ろの管理制限等で減収度合い等いろいろインパクトあると思うんですが、積立ぷらすの発

動だったり、そういった実情をちょっと教えていただけますでしょうか。 

○國分参考人 確かにですね、この共済積立ぷらすで水揚げが減った分を、私たちもネゴ

共済でほとんど組合員全員が強制で加入でかたっております。それで確かに恩恵は受けて

おりますよ。その水揚げが、約私が3,000万年間、５年間のトータルで約3,000万を中心に

して共済かけたりしておるわけですが。その中で私もはっきり言うてうん百万もらいまし

た、その漁が落ち込んだ28年でしたかね。そういうふうで何バイかはやっぱりもらいより

ます。確かに恩恵は受けよりますけれど、やっぱりこれは組合の水揚げに当然なりません

し、いろいろちょっとことしよかったらもうポスと税金が変わってきますし、あくる日漁

がなかったら何ごつというようなことになっとですよ。それはもう共済積立ぷらすで恩恵

受けよりますけれども、単にやっぱり私たちは魚をとって漁があっての生活じゃなかった

ら、やっぱり何かと支障があります。確かに受けよりますよ。全部が全部じゃないだけど

ですね。 

○栁内委員 大半の人が発動になってるというほどまではいってないところではあるんで
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すね。大半の方が発動されてるわけではないですね。 

○國分参考人 それはない。 

○栁内委員 仰るとおり漁業者はそれは漁で何とかするのが皆さん同じ思いだと思います

ので、それはもう私も同意いたします。 

○山川部会長 他にいかがでしょうか。田中委員。 

○田中委員 今まき網についてご意見いただいたんですけども、まき網がとってすぐ獲れ

なくなるんだとすると、漁場が隣接しているということじゃないかと思うんですけども。

例えばその場所を遠ざけるという、随分遠くに離れればですね、直ちには影響が出てこな

いというか。 

○國分参考人 私たち漁師から見れば、先生たちはそこ場所よらんばちどっかかわしてや

りゃええやないかみたいなお考えを持っとるかもしれんけどですね、ぶり縄しろたい縄に

そりヨコワ縄にしろ、ある程度漁場がありますよね。当然どこ入っても魚食うというもん

じゃないとですよ。もうやっぱりある程度地形があって魚場があって、そのときの中身で

この辺が食いよるからやっぱりそこをメインにしてやるわけですよ。そしたら、そこかわ

してまき網の邪魔せんとこやれとかね、そういうことはやっぱりちょっと漁師的には考え

られんとですよ。 

○田中委員 私が言ったのは、まき網のほうをあっちにというか、遠くにやり。それもで

きないと。 

○國分参考人 それがある程度あの人たちも商売ですので。 

○田中委員 同じだというわけですね。 

○國分参考人 はい、やっぱり決まった中身で釣れるところを商売しますけんね。それで

時化のときに私たちが出漁されん、避難かわっとるときに、まあまあそれははっきり確認

もしとりませんし、違反も捕まえておりませんしね、そんな言い方申しわけないっちゃけ

ど、時化のときにやっぱり水揚げが市場に揚がる、そうすると漁船は私たちんとこ全然行

かん中身があるわけです。で市場に何トンも何十トンも揚がった、そうすればもうまき網

しかない。それはまき網が揚げるわけですけん。そしたら値段は暴落するは、さあ次の日

に沖に行っても釣れんちゅうような繰返しがやっぱ時期のうち何回もあっとですよ。だけ

ん、そこの中身でまあまあ申しわけないけれども、少し考えていただけんかということ。 

○田中委員 状況は理解いたしました。恐らく同じ群れをとってるということなんですね。

太平洋でも例えば銚子の沖にかつおが大量にとってしまって、かつお釣ってる釣りの漁業
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者から大クレームがくるというのもあるわけですけども、それと同じような状況だという

ことと理解いたしました。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、私から１つ。混獲についての定義を明確にして、混獲はもう認めないということ

にしていただきたいというご意見だったかと思うんですけれども。一方で、混獲が認めら

れなくなると、それが獲れてしまうばっかりにそこではもう操業ができないとか、他の魚

種の漁獲に影響があったりするから、その点は何とかしてくれないかというご意見が、今

日もいろいろあったかと思うんですけれども。両方の考え方があるわけですね。何か定義

をきちっとすることによって、その辺うまくいくのかどうかについてお考えはありますで

しょうか。 

○國分参考人 これは委員の人たちが私たちの実情を聞いて、そしてやっぱり私はもう実

際の対馬の私たち業者の立場で先ほどから申したわけですので。実際にぶりのめんしては

える縄にもうそれは当然混獲になるわけですよね。もう専獲いえばいうように、昔のヨコ

ワは専獲であり、ひき縄が専獲であろうと思うとです。混獲いうたら私たち非常にぶり縄、

もちろん定置にも入るでしょうし、いろいろなヨコワをメインじゃない漁法で結構揚がる

もんでして。私たちの高浜漁協はぶりののべ縄が先ほども言うたように主流で、それに食

うときにはヨコワが去年から今年にかけて多いもんですから、ぶり縄を200本はえて、生

きえさをかけてやったら多いときには50本も80本も食うとですよ。それをどうしてん揚げ

られんから、もう言うように、私たちは少し釣りもこまいですからやっぱり外したりして、

全然もう全く放流して揚げんとですが、揚げられんとですが、それが何十隻もやっぱりお

るわけですよね。 

 だから、片一方で混獲で幾らか数字が上がってきた、どこかではもうこんころは混獲で

揚がっとっちゃ、いや定置で揚がっとっちゃ、いやあ、もうまき網がこっだけオーバーし

とって違反やけど揚がっとっちゃとか、そういう話がやっぱりちまたで出てくっとですよ。

そしたら漁民はやっぱり自分たちが一生懸命こげんして我慢してとらん、獲れた魚は逃が

さなできん、それに何でこれを我慢せなできんですかとかいう、もうまっぽし話を受けっ

とですよね。 

 ですから、こん混獲がはっきりもうこれはできんと、もうこれは絶対ここまでの中身で

ちゅうようなことをやっぱり国あたりはしっかり示していただければ、私たちとしてはそ

ういうような願いをしとっとです。あやふやじゃどうもならんちゅうことですね。 
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○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。 

 では、他に特にございませんでしたら、國分さんからのご意見の聴取、これくらいにさ

せていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 では、続きまして沖縄県の那覇地区漁業協同組合代表理事組合長の山内さんからご意見

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○山内参考人 委員の皆様、水産庁の皆様、長時間の会議お疲れさまでございます。どう

やらの私のほうが最後のようですので、時間の許す限りしっかりと意見を述べさせていた

だきたいと思います。 

 紹介からしましょうか。いいですか。沖縄県の那覇地区漁協の山内でございます。本日

はこのくろまぐろ部会に参考人として出席し、沖縄県はえ縄漁業者の代表として意見を述

べる機会をいただきましたことに対してお礼を申し上げます。 

 さて、沖縄県周辺海域では200キロ前後の大型くろまぐろを４月中旬～７月ごろにかけ

て漁獲しております。１年中を通してくろまぐろを獲ってるわけではございません。我々

沖縄県のはえ縄漁業者はほとんどが零細であります。この時期に獲れるくろまぐろからの

収入は、年間収入から見ましても影響は大きいものがあります。 

 また、平成25年に沖縄県の漁業者の意見を聞き入れず、頭ごなしで締結され日台漁業取

決めにより、くろまぐろの好漁場を台湾漁船も使えるようになりました。台湾は日本と同

じはえ縄漁業でありますが、私たち10トンクラスの漁船とは違い、50～100トンクラスの

大きい漁船であり、縄の投入方法も日本とは違う方向に入れることから、沖縄の漁業者は

縄の交差などのトラブルを避けるため、その水域での操業を自粛または縮小しているのが

実情であります。 

 このような中、さらに今回のくろまぐろ問題は、我々沖縄県漁業者の生産活動を縮小さ

せることになり、ほとんどの漁業者がまた沖縄の漁業者を苦しめるのかという思いで憤り

を感じているのが正直なところであります。 

 さらに、今年５月の大臣許可船の大型まぐろ採捕禁止の指示では、沖縄県の大臣許可船

はくろまぐろが釣れないように仕掛けを変えて漁を行うなどの対応をとりましたが、それ

でもくろまぐろが釣れてしまい、やむなく放流したのが現状でありました。しかし、放流

した魚はほとんどが死んでしまいます。これは道義的に大変問題であり、まぐろはえ縄漁
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業が環境にやさしい漁法であると自負している我々漁業者にとっては到底納得できるもの

ではありませんでした。 

 このようなことから、第５管理期間以降の知事許可船でも起きないよう、また漁業者の

生活を守るためにも、次のことを意見します。よろしくお願いいたします。 

 くろまぐろ知事管理漁業にかかる第５管理期間の大型魚の漁獲可能漁の配分方法につい

て。要求事項ですね。１、第５管理期間については、少なくとも第３管理期間の実績程度

の配分を求める。２、留保枠は最小限にとどめるよう求める。３、大中型まき網漁業の配

分の削減を求める。 

 理由、考慮すべき事項としましては、１、留保を最小限にすべき。 

 １つ、第３管理期間のは特に制限のない操業で、全国の漁獲枠内におさまっている。消

化率が96.2％ということでした。よって、留保枠を最小限とすれば、第３管理期間の実績

相当を漁獲枠とすることが可能だと考える。 

 １つ、まぐろはえ縄漁業では、管理措置の負担は大きいが、その徹底が可能である。今

期の大臣管理のまぐろはえ縄漁業では、最盛期半ばで水揚げ禁止となり、約140本、数量

にして27トン以上の大型くろまぐろを放流し、枠の超過を防いだ実績があります。 

 知事管理においても、沖縄県は管理措置の徹底が可能であると考えております。 

 ２、管理措置（放流、混獲対策等）のコストや負担を勘案すべき。 

 １つ、漁業種ごとの配分においては、各漁業の生産・経営規模に対する管理措置（放流

や混獲対策等）のコストや負担を勘案すべきである。 

 まき網はくろまぐろの群れを直接確認して操業するため、操業を行うか否かにより、漁

獲のコントロールが容易である。一方で、他の漁業種では混獲が避けられず、生存個体の

放流や混獲を減らすための対策を講じる必要がある。特に、生産規模の小さい沿岸漁業や、

体重200キログラム超えの大型魚を漁獲する沖縄県のまぐろはえ縄漁業では、放流や混獲

対策にかかる手間、漁具改良等に伴うコストが経営上大きな負担となり得る。 

 １つ、大型魚では、１尾の価格が非常に高いため、漁業者として放流することに対する

精神的な負担も無視できない。 

 ３、漁業種ごとの漁獲サイズにかかる資源へのインパクトを考慮すべき。 

 １つ、大型魚を漁獲するはえ縄漁業は資源に対するインパクトが小さいと考えられる。

沖縄県の場合、平均体重199キロでした。 

 １つ、同じ重量を漁獲する場合、同じ大型魚でも体重30キロを10本獲るのと300キロを
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１本では将来の資源へのインパクトが全く異なることが想定される。 

 例えば、漁業種ごとに、平均漁獲サイズ、成長・生残等の情報を用いて、将来の資源増

加漁・生涯産卵量の期待値と資源へのインパクトを指標化するなどして、漁獲サイズを考

慮した配分ルールも導入すべきである。 

 ４番、資源評価にかかるはえ縄漁業のデータの重要性を考慮すべき。 

 １つ、はえ縄漁業のＣＰＵＥデータは、資源評価に重要なデータとなっている。 

 １つ、漁獲制限によって、データの質を変えないためにも、はえ縄漁に対する漁獲枠は

現状の漁獲を妨げないよう十分に配分するべき。 

 ５番、外国漁船との漁場の競合による漁獲の減少に考慮すべき。 

 １つ、沖縄周辺の排他的経済水域の一部は、沖縄県漁業者の頭越しに締結された日台漁

業取決めにより、台湾漁船との漁場の競合が起こっている。 

 平成25年４月に締結以降、特にくろまぐろの好漁場である八重山北方三角水域等では、

多くの台湾漁船が操業するようになり、台湾漁船とのトラブルの懸念から、実質的に操業

ができる海域が狭められ、はえ縄操業が十分に行えない状況が続いております。 

 １つ、くろまぐろ大型魚の沖縄県の全国比率は、取決め締結以降平成25年～28年で平均

2.7％であり、締結以前の平成21年～24年の平均3.5％に比べて減少している。漁獲量に換

算すると約20％減少しており、配分の際に考慮すべき事項である。 

 ６番、国が留保枠を一定程度確保する場合、漁期内に留保枠が活用できるようルールを

定めるべき。 

 ７番、大臣管理において漁獲枠が残った場合、知事管理へ振り分け、有効に活用できる

ように配慮すること。 

 ８番、大中まき網漁業の漁獲枠削減を進めるために、当該漁業に対する支援事業の強化

を検討すべき。 

 以上となっております。 

 後ろの２枚はその根拠資料となっております。 

 皆さん多くの参考人の方々が私と同じような意見を持っているんだなということできょ

うは聞いておりました。やはり国内枠ですね、国内枠4,882トンというのがＩＳＣ会議で

増枠が認めらなかったということで、これ水産庁は12月のＷＣＰの年次会合まで態度は保

留するということでしたけれども、恐らく最終的に増枠はもう無理だという理解でいいの

かなと思っております。となると、やはり一番漁業枠を持ってるのはまき網ですね。それ
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以外の漁業種では持ってないんですね、大型魚に関して。ですので、やはりその多く持っ

てるまき網のほうの皆さんに何とか考えていただきたい。零細であろう沿岸漁業者のこと

を考えて、少し力を貸してほしいというのがきょうの参考人の大方の意見ではなかろうか

と私個人も思っております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 では、委員の方々からご質問等よろしくお願いいたします。田中委員。 

○田中委員 ２つ質問があるんですけど。１つは、とても斬新なアイデアで驚いたんです

が、２ページ目の３の漁業種ごと漁獲サイズごとのインパクトを考慮すべきという点なん

です。これの３ポツ目に、サイズごとのインパクトなり何なりを考慮しなさいと。これは

ある意味で生物学的にはそのとおりで、午前中も申し上げたんですけれども、産卵という

観点からすると、１回を生ませて、１回は産卵させてから獲るというのが絶滅させない手

段の１つなわけですね。ですから、成魚を獲るほうがいいと。２歳から獲ったら１匹もい

なくなっちゃう、卵産めないわけですから。で、我が国の漁業を見るとそうでないという

実態が実はあって、２歳までのやつが大多数だから国際的にはけしからんと言われて。そ

ういう意味ではインパクトを考慮するとどうしても大型を獲るほうがいいということにな

るんだろうなとは思います。 

 １つ懸念されるのは、これはまたそれで問題があって、同じ沿岸漁業の中でも小型を獲

ってらっしゃる方のほうが多分数的には人数的には多いんじゃないかということで、これ

を導入すると逆に反対にあうかなという心配があります。それが１つ。 

 それから、もう一つは繰り返し申し上げた点なんですけど、沖縄県漁業者の頭越しに日

台の取決めが認められたというのは本当なんでしょうか。この２点です。 

○山内参考人 はい、わかりました。まずは最初の質問に答えたいと思います。 

 沖縄県の漁場では、30キロ未満の小型のまぐろはほとんどいません、ほぼいません。大

型魚のみです。大型魚をとったほうが資源に対するインパクトが少ないというのは研究者

が示しているとおりで、多分水産庁のほうも認められているのかなと思っております。そ

ういう意味においては、やはり大型魚、その卵を持ってる、産卵期で来ますので沖縄海域

は、卵を持っている大型魚ではあるんだが、小型魚、例えば１キロのやつを１トン獲った

ら大体100尾ですか1,000尾ですか、なりますけれども、大型魚、例えば30キロ以上10本と

るのと300キロのを１本獲るのとでは全然与えるダメージが違うということですね。です
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ので、そこら辺を考慮していただきたいという意味です。 

 ２点目の日台の漁業協定は頭越しにやられたのかという質問ですが、実は県漁連のほう

には連絡あったかはわかりませんけれども、私たち現場のほうでは情報が全くなく、突然

示されたと。尖閣関係がありましてですね、取り決められたという話を聞いております。 

○補助者 この話が最初出たころには、沖縄県はもうとにかくこの取決めが絶対だめとい

うことは一応表向きは言いながら、政府の進めることですから何らかの取決めをする可能

性があるので、そのときには今書いてますように、くろまぐろの好漁場というところが何

カ所かありまして、そこは外すようにということをずっと裏のほうではそういうふうに、

表では反対、裏のほうではそこはもう絶対外してくれというような形をずっと言い続けて

きたつもりでございますが、残念ながらそこが認められて締結されたというのが沖縄県の

漁業者が全員思っている思いですね。 

 また、悪いことに、その締結した最初の年、全く漁業ルールを策定することなく自由に

させてしまったもんですから、台湾側が自由に操業して、沖縄が入れないと。２年目以降

からルールをつくりましょうとやったんですが、台湾の側はもう一度入ってしまったとこ

ろにはもうもらったものという意識ですので、それを今本当に水産庁が、神谷部長もそう

なんですけど、一生懸命頑張って取り返して、取り返してもらおうという言い方おかしい

んですけど、もともと自分たちの漁場ですが、そういった形でとにかくじゃあ半分半分に

しましょうよという形で一生懸命そのような交渉をしてやってもらってるというのが実情

と言いますか沖縄県の漁業者はそういうふうに感じている、それが実情だというふうに考

えております。 

 以上です。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。栁内委員。 

○栁内委員 すみません、先生や水産庁への質問かもしれないんですが、今回漁獲サイズ

という魚体の大きさについて言及があったもんですから、大型魚よりは小型魚かもしれな

いんですけど、その尾数管理みたいなことをしているケースは海外とか他の魚種とかで世

の中にあったりするのか、ご参考までに教えていただければと思います。 

○田中委員 ありますし、動物なんかみんな尾数です、当然ですけれども、頭数ですよね。

くじらもそうだし。大体成体を獲るようになっている、子供はだめというふうになってる

んだと思いますけど。 

○栁内委員 まぐろでも。 
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○田中委員 まぐろはないと思います。そういう制度を国内で導入するかどうかというこ

とと、それからそれをＷＣＰＦＣと、それから多分技術的な問題としてはＩＳＣのほうに

１回諮らなければならないんだと思いますが。可能ではあろうかと思いますけどね、尾数

でやるということも。安全性なりの効果が確認されればの話ではありますが。 

○栁内委員 ありがとうございます。 

○山川部会長 大森委員。 

○大森委員 放流の難しさを組合長がお話しになっておりましたけれども、こういう放流

混獲対策、ここを検討すべきなんだと。放流をするに当たってのその生存をどういうふう

に担保していくかというのはもう大きな課題だというふうに思っています。このあたり、

今の対策、例えば定置網の漁具改良対策とかこれから定置の方々のお話も伺いますので、

それはあるんですけど、この釣りやはえ縄に関する放流に関して、今後国として何か今お

考えがあるようなことがあればお教えください。 

○山川部会長 では、中課長、よろしくお願いします。 

○中管理課長 現在というか、７月に概算決定した予算要求の中には、これまでやってい

た漁具改良、定置網の漁具改良とかというのは従来もやっていたわけなんですけれども、

釣りなり他の漁業種類についても同じように漁具改良に必要な経費であったりとか、ある

いは既にある技術みたいなものを導入する際、あるいは魚種転換を図るような場合ですね、

漁具改良してもやっぱりどうしようもないような場合もありますんで、その魚種転換を図

るような場合の支援とかといったものも全て対象になるように要求しております。 

○大森委員 魚種転換については皆さんご意見の中でも、したくても代わる魚種がないと

いうこともありましたので、この釣り・はえ縄に対する放流の新たな手法、ここは突っ込

んでご検討いただきたいと思います。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。はい、お願いします。 

○山内参考人 私のほうから少し。言いたいことが山ほどあるんで、ちょっと聞いていた

だきたいと思います。 

 知事許可、今年は７月１日から来年の年明けの３月末までということで第４管理期間が

あるわけですけれども。当初沖縄県に示されたのが1.6トンでした。８月末ごろに国の持

っている留保枠から追加分ということで、13.2トンでしたかね、いただくことになりまし

た。ただ、やっぱり、というか、私たちは７月１日から12月末まではもう獲らないように

しようと。実は７月入っても幾らかは獲れるんですね。もうそれを獲らないようにしよう
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ということをしました、12月末までは。来年年明けるとこの13.2トンでしたかね、それが

利用できるわけですけれども、その余った分も本当は、13.2トン全部使い切れるかどうか

はわからないんです、それをまた来年に持ち越されたらなということで考えていたんです

が、どうやらそれができないというお話でしたけれども。やはりそのＷＣＰＦＣ会議でも

この使い残しは来年の分に使うことできないということになってるんですか。もう決まり

なんですか、これは。 

○山川部会長 太田審議官、お願いします。 

○太田審議官 最初に説明しましたように、それができるような提案をしていたんですけ

れども、反対する国がいて、今年は合意ができなかったということです。 

○山内参考人 このＩＳＣ会議も１国でも反対する国があるとこの資源管理のルールとい

うか成立しないと、決まらないというふうに伺ってるんですけれども、そういうことでし

ょうか。 

○太田審議官 はい、ＷＣＰＦＣの北委員会ですけれども、もともとＷＣＰＦＣの中で北

委員会をつくったときに、日本にとって不都合な規制措置を多数決で導入されては困るの

で、コンセンサスにしたという経緯があって。自分の嫌なことを拒否するときはコンセン

サスは簡単なんですけれども、自分がやりたいことを通すときには逆にそれがハードルが

高くなるというそういう仕組みになっています。 

○山内参考人 はい、わかりました。どうも外国の方の発言や動きを見てると、あくまで

も保護ですよね、資源保護、環境保護、それが全面に出ている。しかし、我々は違うんで

すね。生活がかかってるんですよ。職業ですから。先ほど他の魚種に転換する方法もとい

うふうに発言ありましたけれども、まぐろはえ縄が沖縄県の場合は約120隻ぐらいいるで

すね。彼らが大体ホンマグロを釣ります。他の漁法に変えるとなると、船の装備自体全て

機械関係、漁労機器関係をまたやり変えないといけない。それに、１つのこのくろまぐろ

を釣る漁法から別の漁法といったって、そんなにあるわけじゃない。するとどっかに集中

してしまう。そういう別の悪影響がまた発生して、結局そういうことって所得向上につな

がらないという実態、現実があるんですね。 

 ですので、私たちはやはりまぐろを釣らせててほしい。それに、はえ縄とか一本釣り、

ひき縄は資源を評価するときに重要な漁業、わかりやすい漁業ですよね。これは資源が増

えればたくさん釣れるし、減れば余り釣れない、そういうふうな指標と聞いております。

ですので、やはり増えてるのか増えてないのかを知る上では釣りとかはえ縄とかひき縄な
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んかは大事じゃないかなと。逆にそれをやってもらったほうが、自由にやってもらったほ

うがこの資源の評価ができるんじゃないかなという、研究者たちのご意見もありますので、

そこを考えていただきたいなと思います。 

 それと、８番目に大中まき網の支援策を考えたほうがいいんじゃないかという意見です

けれども、結局まき網さん3,098トンですか、それあるんですが、大型魚に関してね、あ

るんですが、結局これを沿岸漁業者に配分してくれという意見ですけれども。彼らもそれ

を配分することで収入減になるわけです。我々だって今の枠しかなければ収入減になって、

先ほどあったように積立ぷらすとか漁獲共済の話ありますけれども、それをその漁獲共済

に入るとなると、お金の問題ですね、保険ですから掛け捨ての分と積み立てる部分と両方

を用意しないといけないですね、最初入るときは。すると、もうカツカツで生活してる人

たちは出せないんですよ、無いんです。だから、余裕があるところしか加入できないとい

う現状もあります。 

 沿岸漁業、知事許可の漁業者を積立ぷらすとか共同積立ぷらすに入っていただくために

は、これすごい数ですよね、漁業者。すると、国のほうも予算措置が大変だと思います。

それよりは、私たちは自由にとって、今までどおり魚を獲らせてくれれば所得補償しろと

か言いません。ですから、まき網のほうから枠をいただいて、まき網のほうを国のほうは

ちょっと手厚くしてあげたほうがまだいいんじゃないかなと、そういうふうな考え方はで

きないものかなという意見です。すみません。 

○山川部会長 はい、どうもありがとうございます。大森委員。 

○大森委員 ８番目の意見は私も同感かなと思います。 

 また、獲り残しの翌期への繰越し、これはＷＣＰＦＣ上で認められなかったわけですが、

国内的には全国の枠があって、それでそれぞれの県枠があって、その枠が残ってるのに他

のところが過剰に獲ったことでそれを獲れずに終わってしまったと。これについて翌期で

考慮するということは、その国内的な話として対処していくべきであるし、そういうふう

にするということの説明も今までされてきたと思うんですが、その辺のところをもう一度

教えていただけますか。 

○山川部会長 中管理課長、お願いします。 

○中管理課長 まず、第３管理期間って実際に北海道で大規模な超過が生じて、それが他

の県にも影響が及んでしまった。他の県に操業の自粛というのをお願いして、それに対し

てはやっぱり正直者が馬鹿をみるということじゃだめなんで、ルールとして超えた、我慢
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していただいた分については翌期以降にきちんとお返しするということはそういう形のル

ールになっております。 

 ただし、我々その第３管理期間でそんな生じた自体を繰り返すわけにはいかないという

ことで、まずは第１弾として、もう県内できちんとそういう超過が生じないように管理し

ていただく。特に今回一番大きな問題だったのは、１週間ぐらいにわたってズルズルと大

量の入網があったことを許してしまったということが問題なので、そういう報告システム

というものを整備して、きちんとそういうことが起こらないようにするというのがまず第

一です。 

 その上で、かつ県でそれは多少超過というのが生じた場合であっても、その先でそれが

国全体とかあるいは他の県にご迷惑がかからないように留保というものを設定すると、そ

ういう形で二重三重で第３管理期間で生じた、１カ所で生じた超過が他の守っていただい

てる皆さんに迷惑がかからないようにするためのフェールセーフという機構を整備したわ

けです。まずそれが第一だと考えております。 

 その上で、再度また本当にそういうことが起こった場合にどうするのかというのは改め

て検討する必要はあると考えておりますが、我々としてまずそういうことが起こらないよ

うにするという形で今システムを整えているところでございます。 

○大森委員 今のご説明のことについて、今回、太田さんからのこのＷＣＰＦＣ上での繰

越しが認められなかったという話と、今の国内でのことについての基本的な対処の仕方、

これが混乱しないような説明を今後もしていただきたい。当然ＷＣＰＦＣ上では引き続き

この繰越しは当然認めていただきたいと思いますので、その交渉は継続していただきたい

と思います。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。栁内委員。 

○栁内委員 今ご説明あった留保枠なんですけれども、仰る経緯は十分理解するんですが、

もうちょっと都道府県レベルでミシン目を入れてあげるとか、枠の持ち越しをトレースで

きるような、各々の枠が一時的にどこに貸したよみたいなこともしていかないと現状では

不安が不安を呼ぶようにも感じますんで。皆さん同じ思いなもので、もう少し示してあげ

てもいいんじゃないかと思いますで、またその辺色々教えてください。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。はい、じゃあお願いします。 

○山内参考人 逆に僕のほうから質問するような形で申し訳ありません。田中先生、そも

そもくろまぐろの生態って本当にみんなよくわかってらっしゃるんでしょうかね。この日
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本の水産業、水産大国と言われるこの日本でね。水産研究所も色々研究なさってるんです

けれども、本当にこのくろまぐろの生態というのを知り尽くしてるんでしょうか。僕はそ

うじゃないというふうに感じてます。私も船を持ってて、ついこの間まで船に乗ってまし

た。あえて見えない、海の中ですから見えないんですね、いるのかいないのかわからない。

だけど、縄入れてあげ縄始まる、釣り上げると、今日は１本しかかかってないけど、翌日

になると５本もかかってると。でも、そのまた翌日は１本しかかかってないとか。そうい

うふうな波があるんですね。年間通しても、多く出現するときと本当に不漁だなという、

漁のない年というのがあるんですね。だから、予測がなかなかつかないんですね。見える

ものでしたらいるというのがわかるんですけど、見えないものですから。ちょっと人知を

超えたような生き物じゃないかなというような気がします。 

 それと、これ沖縄のくろまぐろを調べている方がいらっしゃるんですけれども、彼が言

うには、日本海に入るまぐろ、太平洋を横断していくまぐろ、あるいは南下して南海域に

いくまぐろ、そのまぐろの系群ですね、一緒なのかどうか。遺伝子はみんな一緒なのかど

うなのかというふうな質問をしました。一応同一種というふうに言われているそうですが、

本当でしょうか、田中先生。 

○田中委員 私も遺伝学の専門じゃないんで正確にはお答えできません。ただ、今のとこ

ろはそう言われています。いろいろわからないことがたくさんあるというのは事実だし、

特にくろまぐろは大回遊しますよね。だから、そこがやっぱり資源管理を非常に難しくさ

せてますよね。特に沿岸の、午前中の人たちもそうでしたけど、自分たちだけで組合だけ

で管理しようとすると今年は獲れて獲れて、あっと言う間に漁期終わっちゃったのに、翌

年は獲れないで困るとか、そういう神出鬼没なところがあって。数のほうもなかなか予測

がつかない。そういう意味で非常に資源管理が難しい、恐らく他のところでも言ったんで

すけれども、日本が対象としている資源の中で一番資源管理が難しいだろうというのが多

分このくろまぐろなんですよ。だから、そういう意味では大変水産庁もお気の毒なんです

が、関連する漁業者の方も本当にご苦労されて大変だなというふうには個人的には思って

います。 

 ただ、国際資源になっているので、そこが全く融通がきかないですね、漁獲量何トンと

決めたらもうそれを守るしかないし、違反が続いちゃうと、さっきもちょっとお話ししま

したように、制裁、これ厳しいので一旦食らうと、例えば２年、３年食らったら何百億か

なんかになっちゃうわけですね、日本としては、損害が。だから、国としてもどうしても
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何としても守ってもらわなきゃいけなくて、対馬か、お願いに上がって、本当にお気の毒

というかかわいそうというか、という事態にまでなったりするわけですよね。それ日本の

ためにはしょうがなくて、水産庁も多分行ったんだと思いますけど。 

 そういうわけで、わからない中で何もしないわけにはいかないというのがまた国際資源

の管理なんですよね。くじらもそうなんですけど、100％わかってるわけではないし。僕

も毎年このくろまぐろの研究会というか研究発表、水産庁のですね、出て質問もするんで

すけど、何でメキシコまで行くんだと。途中餌が無いわけですよ、ハワイとか、わざわざ

何のためにあそこまで行くんだって質問したことあるんだけど、でもそれもわからないで

すよね。じゃあメキシコまで行って帰ってくるんだから太って帰ってくるのかと思いきや、

対して太ってなくて。そこは生活履歴を分析する手段があって、耳石とかで分析すると、

トヨウしたかトヨウしてないかというのはわかって、それを分析するとそんなに変わらな

いとか。じゃあ何でそんな冒険までして行くのかと悩むということになってしまうのです

けど、そういうことも含めてあまりよくわかっていない。 

 実際にくろまぐろを管理する問題になったのは、そういう意味ではまぐろ類の中で一番

最後ですよね。太平洋のまぐろの中でも、東部太平洋のは早くから管理が始まりました。

大西洋のくろまぐろ類はICCATですから1960何年ですか、69年だったかな、始まったのは。

ですから、長い歴史があって、資源研究も行われていたわけなんですけれども、くろまぐ

ろはデータはそれなりにあるんですけれども、本格的に始まったのはここ10年20年だと思

います。そういう意味では歴史も浅いし、わかっていないことはたくさんあります。産卵

場についても今は２カ所ということになっていますけども、目撃情報なり何なりで太平洋

でも産んでるんじゃないかという説もあって、今一生懸命そうかどうか調べているところ

だと思います。状況としてはそんな状態ですね。恐らくまぐろの中でも、今お金をたくさ

んつぎ込んでるんで急速に知識は広まっていて、恐らく他のまぐろ類と同様のレベルまで

達しているとは思いますけれども、だからといって100％わかってるわけでは全然ないと。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 そろそろ時間が迫ってきたんですけれども、あと一つだけもしご質問あればお受けした

いと思いますけれども。 

 では、山内さんからのご意見の聴取はこれくらいにさせていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○山内参考人 どうもありがとうございました。一生懸命枠が決まれば、放流してでも枠
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は守るように努めますので、そういうことが二度と起こらないような配分ルールを作成し

て、成熟したシステムとして構築してほしいなと思います。よろしくお願いいたします。 

○山川部会長 では、この辺で一旦休憩をとりたいと思います。15分ぐらいとるというこ

とでよろしいですか。じゃあ、３時15分まで休憩ということで、それから再開させていた

だきたいと思います。お願いいたします。 

午後 ３時００分 休憩 

午後 ３時１５分 再開 

○山川部会長 では、そろそろ時間でございますので、再開したいと思います。 

 再開後の４名は定置網の方々ということになります。よろしくお願いいたします。 

 では最初に、京都府の京都府定置漁業協会会長の倉さんからご意見をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○倉参考人 私は京都府は北部にあります舟屋で有名かどうかわからんのですが、結構メ

ジャーだというふうに聞いております、舟屋で有名な伊根というところで定置網を経営し

ております。今日は京都府の代表ということで、資料をお配りして、この資料に基づきま

して意見を述べさせていただきたいと思います。 

 私たちはまぐろを守ることの大切さというのは十分理解をしているつもりでございます。

具体的に放流あるいは揚網断念、網起こしを諦めるということですね、それから、もう漁

そのものを休むと、こういった方法で現場のほうでは最大限の努力をしておるつもりでご

ざいますが、なかなかここに来るまでいろいろと衝突もございました。漁労長を突き上げ

るようなこともございましたし、何とか今は収まっているような状況でございます。そう

いうところから限界が近いというふうな書き方をさせていただきました。 

 それで、私たちがやっております放流とそれからまぐろを逃がすところですね、京都府

立海洋センターのほうで私たちの船に乗っていただいて、その模様を撮ってくれましたの

で、今日ここでご披露させていただきたいと思います。 

 （ビデオ）これは落とし網を絞り込んでまいりまして、その中でまぐろが泳いでるやつ

を見つけまして、このタモ網で逃がすという、これが放流というふうにこの資料の中では

書いております。まだまだこれ小さい、もちろん30キロ未満なんですが、小さいのでこの

ようにして逃がすことができます。 

 これは違いますね。やり方としては一緒ですが、若干違う絵が出てしまいまして、すみ

ません。 
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 これは網を下げて、一部網を沈めて逃がした絵でございます。落とし網を絞り込んでま

いりました。この日は相当量くろまぐろが入っておりましたので、網の一部を沈めまして、

そこから逃がしたというものであります。 

 今まぐろが落とし網から逃げていくところでございます。 

 この日はたまたま網の中に入っておりましたのがほとんどまぐろでございまして、他の

魚種は本当に少のうございました。網から逃げていくのはほとんどがくろまぐろの小型と

いうことになっております。 

 これは他の魚種がおりますときには、さわらあるいはぶり、そういったもんも一緒に入

っております。そういうときにはこのようにして、全部が逃げていく、逃がしていくとい

うふうなことをやっております。 

  結構な量がこの日は入っておりました。 

 １匹残らずといいますか、このように逃がしていく。あるときはもう落とし網を揚げて

まいりまして、わあ、これはいっぱいおるなというときにはもうそのまま網を離してしま

う。もう逃がしもせずに網を離してしまうという場合もございます。それから、そういう

状況が続きますと、今日も行っても一緒やということで、漁を休む場合もございます。 

 こういった入網の状況というのは、１月～２月に比較的多く見られます。 

 これは昨年の12月の絵でございまして、このときはタモですくって逃がした模様を映し

ております。落とし網を絞り込んでまいりました。まぐろがあちこちに見られます。この

ときは量が少なかったのでこういう逃がし方をしております。 

 これが10キロ前後のくろまぐろでございます。これもできるだけ短時間のうちにまぐろ

を逃がすことが要求されますので、まだこれぐらいの大きさでしたらこんなふうにして作

業ができるんですが、20キロとなりますととてもこのようなわけにはいきません。それで、

二人で網を持って逃がすというふうなこともしたりしております。漁師ですので、でかい

図体で力があってということなんですが、中には貧弱なやつもおります。そういうやつは

まぐろと一緒に海に落ちそうなこともありました。 

 かなり弱っているように見えるんですが、これを放流しますと元気に海の中へ潜ってい

ってくれます。 

 こいつは小さいやつですので、こいつがまぐろと一緒に海にはまりそうなことがありま

した。 

 それで、近年小型魚が随分増えてきていると、実際にそういう実感を持っております。
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これが来期、来期になりますとさらに一回り大きくなって大量入網するという可能性が十

分考えられます。それで、来期では恐らくこういったやり方では対応できないのかなと、

そういう危惧を持っております。 

 そうした中で、ただいま関係機関のご指導もいただきながら、のれん網、小型魚を分離

漁獲する技術なんですが、こういったものの開発に頑張っていただいております。それか

ら、私ども独自でまぐろは比較的上層を泳ぐというふうなことがありましたので、網の入

口のところですね、そこに大体深さ15メートルぐらいまでのまさにカーテン状ののれんで

すね、をつけたことがございました。結構期待しておったんですが、結果としては全くそ

の効果がなかったというふうなことで、乗組員一同残念がっておりました。今開発中のの

れん網も、大量の入網にはとても対応できるというふうなことではどうもないようでござ

いまして、さらに新しい技術の開発が求められているところでございます。 

 私たちの定置網というのは、特定の魚種を狙って獲るというのではなくて、入網してく

れた魚、それを獲るというそういう漁法でございますので、何が入ってきてくれるかわか

らないと。ちなみに、近々５年くらいの実績から、金額ベースですが、出してみますと、

やっぱり一番多いのがさわらですね。多い年は40％近く、漁獲金額で構成比率が40％近く

までいくことがございます。その次がぶり類、これが大体10～20％ぐらいですね。それか

ら、あじが10％前後と。それに続くのがイカ、それからまぐろ類は大体３％から多い年で

９％と。近年このまぐろは増えてきております。近年の構成比率が９％ということになっ

ております。現状ではまぐろの依存度というのは余り高くないというふうなことになるん

ですが、これから先増えていくというふうなこともございますので、依存度というのは上

がっていくのかなというふうに考えております。 

 ただ、まぐろを保護するため、今も見ていただきました、まぐろを逃がすために網の一

部を下したりということをしますので、一緒にぶり、あるいはさわら、逃げていきます。

乗組員たちも非常にモチベーションを下げてしまってるというか、先ほども申し上げまし

たようなそういう非常に漁労長を突き上げたりするというふうなそんな状況も今は落ち着

いたんですけれども、これから先、またそういったものが再燃する可能性もございます。 

 それで、ちなみに、後ろのページになるんですが、今期の保護に伴う損失を計算してみ

ました。これは単純に月ごとに操業日数、それからその１月の分を操業日数で割って出し

た金額を網起こしを断念した日にちを掛けたというそういう計算の仕方なんですが、４カ

月間で約1,200万円の損失が計算されました。これは網起こしを断念しただけの金額でご
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ざいますので、放流あるいは臨時休漁ということも含めますと、これはもう感覚的なもの

ですが、2,000万円程度の損失が出たということになるのではないかなと思っております。

それから、京都府全体で見てみますと、今期２億円近い損失が生じているものと、これも

感覚的なもの、ざっとした計算なんですが、細かいところまでは出しておりません、ざっ

とした計算なんですが、こういった金額がはじき出されるのかなというふうに思っており

ます。 

 ちなみに、今期といいますか、今年は１月～８月末まで、京都府の定置全体で昨年は12

億5,000万円であったものが今年は８億5,000万と。結構な部分をこのくろまぐろが占めて

いるのかなというふうに思っておりますが、昨年と比べますと３分の２の水揚げ額という

ふうになっております。 

 京都府の場合、定置が主幹漁業というふうになっております。その根拠としましては、

漁業生産全体に占める割合、量が８割、金額で６割、こういったものを占めておりますの

で、定置網が主幹漁業と言えるのではないかなというふうに思っております。主幹漁業な

んですが、その資本力、体力が乏しいというふうなこともございまして、現状のまま推移

しますと大変厳しい状況に追い込まれると、そんなふうな見方をしております。特に京都

府北部、定置網の衰退は漁業そのもの、それから北部の経済の衰退につながりかねないと、

そんな危惧も持っておりまして、私たちがしっかりしていかなければならないなと思って

おります。 

 このくろまぐろの流通量の減少を受けまして、市場や仲買業者などからはこのまま続け

ば全体の取扱い量はますます減るというふうなことで、流通面でも非常に心配をしており

まして、経済も含めて、漁業、経済が疲弊してしまうというふうな懸念をしております。 

 それで、第５管理期間以降のルールにつきましては、定置網漁業が継続できる、経営で

きるような現実的な配分をお願いしたいというものでございます。 

 もう一度繰返しになりますが、ここに４つのことを整理、強調させていただきたいと思

います。くろまぐろ保護の重要性は私たちは理解しております。理解しておりますので、

私たちで考えられるといいますか、最大限の努力は払っているところでございます。 

 ２つ目が、保護のための乗組員の労力、精神的負担、経営への影響など、現場的には限

界に近いと、そんな状況になっているということでございます。 

 それから、３点目は、定置そのものが入ってくれた魚を獲るというそういう特性を持っ

ておりますので、くろまぐろを逃がすことによって他の魚もとれなくなってしまう、そう
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いう実際に実態が生まれてきているということでございます。 

 第５管理期間では、定置網漁業が継続できるような現実的な配分をお願いしたいという

ところで。 

 資料としては配っておりませんが、一般論です。私たちは事故あるいは事件、そういっ

たものが起きたときに、その原因、何でそうなったんやろうと原因を究明し、その原因を

取り除くことによってまた元どおりの生活をしたりということで私たちは日々送っている

と思っております。この資源管理の話につきましても、くろまぐろが危機的な状況になっ

たと、何か原因があるはずなんですね。それはもういろいろと、環境の問題もあるでしょ

うし、それからいわゆる獲り過ぎですね、私たちの漁業が獲り過ぎたということもあるん

でしょうし、もしその漁業が獲り過ぎた、日本の漁業が獲り過ぎたというようなことがあ

るんであるならば、当然定置が獲り過ぎたというふうなことになれば、それはそれなりの

負担も規制も受けなければならないと思います。ただ、そこら辺がぼやっとしておって、

過去の実績でもって配分量が決まっていくと。過去の実績で配分量が決まるということは、

過去にたくさん獲ったところがたくさん配分してもらえるというそういう仕組み、私の認

識が違っとったらご指摘していただいたらいいんですが、そういう仕組みだというふうに

理解をしております。これはその原因をつくったその漁業がもっと規制されたり、我慢を

したりすべきであって、ここら辺がちょっと真逆になっているのではないかというふうに

思っております。 

 したがいまして、原因をしっかりと究明する、そしてその原因を取り除く、あるいは規

制をかけていくと、こういうことを私は先生方にお願いをさせていただきたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

○山川部会どうもありがとうございました。 

 では、委員の方々からご質問等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。 

 最後の点なんですけど、確かにたくさん獲ったやつがたくさん割り振られる、もらうの

は変だというのはわかりますが、国際的に見るとたくさん若いのを獲ってるのは日本だっ

たりするわけですね。たくさん枠もらってるという問題も一方ではあろうかと思います。

これはコメントです。 

 質問なんですけれども、４つほど強調された点の中で最後のところなんですが、現実的
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な配分というちょっと抽象的な表現なんですけれども、具体的にいうとどういうことなん

ですかという。 

○倉参考人 直近３カ年を見てみますと、３年前が６トン、２年前が12トン、１年前が21

トンと、そんなふうに漁獲が上がってきております。したがいまして、その直近の21トン、

これを保証していただけるようなそういう枠の配分をお願いしたいということであります。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 では、私から。色々放流のご努力されているという映像も見せていただきましたけれど

も、小型魚以外に大型魚も入ったりというようなことはございますでしょうか。 

○倉参考人 はい、この７月から大型についてもＴＡＣの対象魚種になったということで、

当初３トンの割当てがございました。京都府への割当て、大型については３トンだよとい

うことであったんですが。大型定置の経営団体が15団体あります。単純に15で割ったとき

に、１経営体当たり何匹獲れるんやと。例えば100キロのまぐろでしたら上限が30匹にな

ります。その30匹を15経営体で分けると、もうとてもこんなことはできんというふうなこ

とで、私たちはオリンピック方式でいこうということにさせていただきました。そうこう

しております増枠をいただきましたので、この増枠した分についてはもう少し単価の上が

る11月１日から引き続きオリンピック方式でやっていこうと、こういう取組をしておりま

す。 

 したがいまして、先般私どもの定置にも七、八十キロ級が３本入っておりました。それ

は逃がしました。多分聞くところによりますと、それぞれ数匹ですが、大きいやつが入っ

ているようでございますので、全て逃がしております。 

○山川部会長 11月１日から月オリンピックというふうに仰られました。月ごとに。 

○倉参考人 それは国の月ごとの上限数量がありますので、それを守りつつ、枠になった

ら終了と。 

○山川部会長 はい。 

 ほかに。田中委員。 

○田中委員 もう一つ。京都府では全体のこの枠はどんな形で分けてらっしゃるんでしょ

うか。一方的に府のほうから言われてるのか、それとも話し合いか何か行われてやってる

のか。 

○倉参考人 京都府のほうからは定置協会で分けてくださいと、定置協会でその数量を決

めるなりいいようにやってくださいというようなことで。定置協会のほうで代表者会議、
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代表者とそれから漁労長に集まってもらいまして、この割振りをどういうふうにするかと

いうあたりの議論をしました。国のほうから京都府の数量が実績主義で割り振られとるん

やさかいに、京都府内でも同じように実績主義でいこかと、そういう話を持ち出したとこ

ろ、それはおかしいと。今まで実績がなくても入ってくれるかもわからんというそういう

経営体の意見がございまして、そうなら割振りの半分をその網数にしようと、網数で割っ

たものにしよう。で、残りの半分を実績にしようと、こういうふうな内容でいきかけたん

ですが、結局量的にもそんなに多くないことだし、もう全部逃がそうと。これは第３管理

期間の話でございます。第３管理期間につきましては、全量放流ということでやってまい

りました。 

 第４管理期間は、そういう放流をしたことによってやっぱりしんどいと、従業員に給料

も払えんというふうなところもありましたので、そうならせっかく枠をいただいとるんや

し、それをオリンピックで獲らせてもらおうというふうにさせていただいております。 

○田中委員 もう一ついいですか。第３管理期間は枠は放棄したと。 

○倉参考人 はい。 

○田中委員 その分の見返りはなかったと、第４管理期間に。 

○倉参考人 第４管理期間にその残った分を、３トンでしたかね、追加配分してくれまし

た。 

○田中委員 そうですか、わかりました。 

○倉参考人 正直申し上げますと、第２管理期間でちょっとオーバーしてしまいましたん

で、その分への返済ということもありましたので、全部逃がそうということにさせていた

だいております。 

○山川部会長 大森委員。 

○大森委員 京都の場合、本当にご苦労されながらしっかり毎年毎年いろんな検討を加え

て進められておることに感銘を受けております。 

 それで、この第４管理期間については追加分は総枠で管理していくということですが、。

他の漁業種類と違って、入るかどうかは魚に聞いてくれということですから、府の定置協

会の中でそういう選択ができたという、その辺のところをもう少し教えていただけますか。 

○倉参考人 やはりかなり厳しい意見が出ておりました。ただ、私は確かにそうやと、そ

うかもわからんけれども、積立ぷらす、これを国のほうでは手当してくれとるんやと、だ

から、減収した分については積立ぷらすのお世話になろうと。それがあるさかいにみんな
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気張ってやってくれと、そういうふうなことで何とかやってきております。 

○大森委員 ありがとうございます。 

○山川部会長 栁内委員。 

○栁内委員 今仰った積立ぷらすの発動状況、ここ数年ですね、どういった状況だったか

ざっくりでも結構ですんで教えていただけますでしょうか。 

○倉参考人 まだくろまぐろについては京都府は発動はないと思うんですが。 

○栁内委員 そうですか。はい、わかりました。 

○山川部会長 他にいかがでしょうか。じゃあ田中委員。 

○田中委員 技術的な質問なんですけれども、その網を下げて逃がす場合と、それからタ

モですくって逃がす場合という、その判断の基準みたいなものは何かあるんでしょうか、

それともそれは組合というか定置協会の中で共通なルールというか話し合いとかそういう

ものがあるのか、組合独自でやってるものなのかとか。 

○倉参考人 それぞれの経営体ごとにやっております。海の模様、それから大きさ、こう

いったもので漁労長がそのときどきで判断しております。したがいまして、５キロぐらい

のやつが50匹というふうなときは、これはタモで逃がしております。逆に20キロぐらいの

が50匹というふうなときには、網を下げて逃がすというふうなことをしております。 

○山川部会長 よろしいでしょうか。 

 そろそろ時間となってきたんですけれども、もしあと１題だけこれはというのがあれば。 

 よろしいですか。はい。 

 では、倉さんからの意見聴取はこれぐらいにさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

 続きまして、青森定置漁業協会会長の堀内さんにお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○堀内参考人 はい、よろしくお願いします。 

 まず、現状ですね、青森県と私どもホリエイの現状についてご説明いたします。 

 青森県と秋田県境の日本海側に位置するフクハラ町で私ども大型定置網３ケ統、小型定

置網１ケ統を経営しています。また、私どもホリエイは文科省が認定した研究機関でもあ

ります。弊社のグループ会社では、まぐろの加工、流通販売も行っております。 

 青森県は定置網のほかに一本釣り、はえ縄漁業があり、３月、４月以外はくろまぐろが

どこかで水揚げされている、まぐろの県であると自負しております。全国的にも漁業種類



－76－ 

が複雑な海域で、管理が大変なところでもありますが、県漁連、青森県、各漁協、各漁業

者が連携して、青森県独自の管理委員会を設けてきちんと枠を遵守しております。管理期

間が４月から３月になったことで、非常に管理しやすくなりました。この点に関しては大

変評価したいと思います。 

 次に、２番、我々の取組です。弊社は2015年から資源管理の研究調査をしております。

現在も国から委託を受け、東京海洋大学、水工研、青森県、青森水総研と共同でまぐろの

放流技術を開発しています。緊急的に小型くろまぐろのみを放流する技術を開発したり、

まぐろが自発的に定置網から逃げていく割合なども科学的根拠となる数値を出したりして

おります。ことしは冒頭の大型定置網３ケ統のうち１ケ統を操業をしないで調査研究に充

てております。 

 青森県に割り振られた数量を、県内各漁協に漁業種別に割り振り、そしてそこから各個

人に数量を割り振って数量を守っております。今年は６月いっぱいまでは青森県の漁獲枠

があるにもかかわらず日本全体の漁獲枠を遵守すべく小型魚は全て放流してきました。と

ころが、弊社の問題ですが、７月に入ってとっても大丈夫となったときに、弊社の大型定

置網３ケ統が低気圧の影響で破損し、操業できない状況になりました。我々の定置網の枠

が余っている状況で、私どもとしてはまず地元の組合の他の定置経営体に割り振りました。

そして、さらに組合内の承認漁業に追加の配分を我々の枠を融通しました。昨年もこうい

った状況のときには県と連携しながら、管理委員会で数量の配分をやりとりもしておりま

す。 

 また、７月からＴＡＣが施行されていることから、各漁協に割り振った計画数量を変更

するなどの手続に大変時間がかかるということで、我々管理委員会での数量の融通が臨機

応変にできない状況にあります。これは回遊経路が変化するくろまぐろを漁獲する上で大

変致命的な問題であります。今年定置網で余った枠を有効活用するためにも協定で定めら

れた管理委員会での融通がすぐ有効となるよう国のほうの手続の簡素化を図るべきだと思

います。 

 ３の要望に移ります。共済積立ぷらすに関して。昨年末に閣議決定され、積立ぷらすの

払戻し判定基準を下げ止めしていただいたことは毎年まぐろ漁獲が減少している定置網を

経営する者としては大変感謝申し上げます。これは共済金額の算定基準は過去５カ年中上

下を除いた３カ年平均のため、資源管理がスタートして３年目の昨年から資源管理の影響

を受けた算定基準になっています。このままでは共済の金額が減少し続けるということで、
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昨年末水産庁が固定すると発表していただきました。資源管理がスタートする前の水準、

つまりもう１年繰り上げた算定基準にしていただければ、まぐろの資源管理を行えると思

います。数量管理がスタートする前の基準であれば、全国の漁業者の不公平感もないと思

います。ぜひご検討いただきたいと思います。 

 そして、漁獲証明書についてです。先のまぐろ全国会議で議論になった漁獲証明書の件

ですが、早急に対応してもらいたいと思います。これはＴＡＣ法が施行されても大変まだ

グレーな部分が非常に多いと思います。強く取り締まってもらいたいと思います。資源管

理をしっかりやっている漁業者が割を食うような状態にある。資源管理自体が崩壊しかね

ない。特に出どころがはっきりしないまぐろを買う業者を取り締まってほしいと思います。

買う業者がいることで、それを獲ってくる漁師もいる。資源管理をするために法規制を整

えたのだから取り締まりを強化してほしい。生活に困っている漁師が一方で、それを利益、

商売にしている業者がいる。 

 そして、その他になりますが、第５管理期間の配分について。我々としては沖合沿岸都

道府県の枠を現状維持の数量配分を要請したい。近々の漁獲量で不足等を感じている地域

もあると思いますが、これをまたさらに再配分を行うと現場が混乱すると思います。 

 また、ＷＣＰＦＣにおいて増枠が適用された場合には、我々沿岸に配慮していただきた

い。根拠としては、定置漁業ではくろまぐろを放流するために、網に入ったほかの魚を放

棄せざるを得ず、損失金額が多大になります。 

 最後に、くろまぐろは日本全国の漁師が漁獲していて、これは我々漁師みんなの自然の

資源であります。みんなが納得する形が必要だと思います。弊社として一貫して発言して

いるのは、他漁業者の批判を言っても何も始まらず、これは我々日本中の漁業者が一丸と

なって資源管理を行い、日本の枠を守ることが重要であると思います。また、我々が行っ

ているコンソーシアムの試験調査のデータを採取しております。そのデータを有効活用す

ることで１年でも早く資源管理を終わらせることが重要だと思っております。 

 以上です。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 ちょっと最初に申し忘れたんですけれども、４名の定置関係の方々、こちらの前面に座

っていただいております。先ほどご意見いただいた倉さんにも引き続きテーブルのほうに

ついていただいておりますので、今回は堀内さんへのご質問ということですけれども、関

連するような質問内容で、じゃあ倉さんのところはいかがでしょうかとか、そういうふう
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な関連のものがもしありましたら、そういったものもお受けしたいと思います。 

 では、堀内さんのただいまのご意見に対しまして質問とかありましたらよろしくお願い

いたします。田中委員。 

○田中委員 田中でございます。 

 ２点あります。１つはコメントなんですけども、いつどこで獲れるかわからないものな

ので、やっぱり地域間なり何なりで融通できる体制がないとできないので、それは水産庁

のほうでもご考慮いただきたいなと思っています。 

 それからもう一つは、質問というか２番目の漁獲証明制度なんですけれども、例えば枠

をもらったら枠に相当するシールをもらって、出荷するときにパッと貼って出すと。それ

がない限り売り買いできないとか、何かそういう現実的ないいアイデアがあれば教えてい

ただきたいんですけど。取り締まるのはなかなか難しいですよね。しかも簡便でないとい

けないので、要は4,000トン分の箱を用意するというのもあるんですけど、箱はなかなか

大変なので、シールぐらいなら水産庁の予算でできるかなと思ったんだけども、どうです

かね。 

○山川部会長 いかがですか。 

○堀内参考人 シールとかはやれると思いますけど、もうすぐにせものが出てくると思い

ます。我々も自分のところの定置で獲ったまぐろにはタグをつけて売り買いしております。

ですから、これ本当に現状でいくと、日本が世界中の笑いものになる可能性もあります。

今ＴＡＣがスタートして、あそこが摘発を受けた、あそこの漁協が丸ごと摘発、さらに枠

を守ってないということになれば、これはもう世界的に我々の主張が絶対通らないと思い

ます。さっき田中委員のほうからも発言でありましたが、半分、３分の１の数量に世界的

な批判を受けてなる可能性があると思います。 

○田中委員 シールについてはいろいろ工夫のしようがあるんだと思うんですけども、レ

ーザーじゃないけれども、パッと当てるね、お札じゃないですけど。そこは工夫していた

だくとして、可能ではあるという感触でしょうかね。 

○堀内参考人 はい。 

○田中委員 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。大森委員。 

○大森委員 ７月に残念なことに網が破損してしまって、枠を他のところに融通をされた

ということでした。そういうことでない場合でも県内で融通しあえる手続が煩雑だという
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お話でしたけれども、そこは国の指導のところをしっかりしていただくということになる

んですか。県で独自ではできないということですか。国ですか。 

○堀内参考人 国です。まぐろの融通に関しては定置同士、あと定置と定置はいいんだけ

ど、承認から定置によこすとか、定置から承認にやるという場合に関しては、これは国の

許可をもらわないとできません、現状。それが二、三日で我々のもとへ来るならまだいい

んですけど、１カ月とかかかるともう、申請をして１カ月の間に魚はもう沖を走ってはい

なくなってしまうんです。だから、我々の要望としては、青森県はきちんと資源管理をや

って、管理委員会をつくって融通をしてます。その融通の許可を国にもっと早く出してほ

しい。 

○大森委員 水産庁はどうお考えですか。 

○山川部会長 今の件につきましていかがでしょうか。 

○中管理課長 何が必要かというと、県計画の変更になります。その県計画の変更をして

いただく際に、国の承認が必要になるということになっておりますので、そこのところで

すね。我々のほうの手続が１カ月かかってるという、そういうところは改善の余地はある

と思いますので、いろいろと検討した上できちんと対応したいと思います。 

○山川部会長 他にご質問お願いいたします。栁内委員。 

○栁内委員 すみません、基本的なことを水産庁に聞きたいんですけれども。やはりこの

受け身な定置網がＷＣＰＦＣ上対象外といいますか、この数量管理から何割引きかされる

ような何かそういう概念というのはあり得ないんでしょうかね。 

○山川部会長 これは太田審議官でしょうか。 

○太田審議官 今年の北委員会で私３年目になりますけれども、一昨年はちょっと忘れま

したけれども、去年なんかはさっき京都府のほうから定置で逃がしている画像がありまし

たけれども、まさにタモ網ですくって逃がしてるみたいな映像も北委員会の中で流して定

置というのはすごい特殊なんですよという話もやってますし。日本全体で見ると定置の漁

獲量に占めるくろまぐろの割合は0.1％しかなくて、そのくろまぐろを保護するために操

業ができなくなってる実態があるとか、今年も言いました。今年は放流技術の開発をして

いる試験網の画像を見せて、こういう努力もやってるんですよみたいな話もしています。

定置が非常に特殊ですという話は毎年画像を見せながらもやっていて、だから特別な配慮

が必要なんですよという話はしてるんですけれども、私が思うには、他の国に定置が無い

ですよね。韓国は一部ありますけれども、くろまぐろはほとんど獲れてなくて、アメリカ、
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メキシコはなくて、台湾ははえ縄しかなくて、ＥＵは地中海に行けばありますけれども、

どっちかというとくろまぐろ専獲定置のほうが割と多いので、シーズンが終わると網はも

う上げちゃいますみたいな感じのやつが多くて。そうでないのもあるとは思うんですけれ

ども、あんまり説明してて皆さん同情するという感じになかなかならないですね。 

 ただ、さっきちょっと２つ画像があって、タモですくってるほうではなくて、網を下げ

てもうほとんど中のやつを逃がしてる、ああいうのは是非ともいただいて来年の北委員会

なんかでも使わせていただきたいなというふうに、ここまでやってるんですよという話は

引き続きやっていきたいと思ってますけども。これを全く除外という話について理解が得

られるかというと、現状ではなかなか難しいかなという気はしています。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 コンソーシアムを組んでまぐろ放流技術開発をやっておられるということですけれども、

それの具体的な内容について、もう少し詳しく教えていただけたらありがたいと思います。

いかがでしょうか。 

○堀内参考人 初年度が2017年で、現在今第２回目で、今最終年を迎えています。まぐろ

は結構、その話すると長くなっちゃうんですけど。さっきの逃がし方あるんですけど、タ

モよりはやっぱり網を下げて逃がしたほうがもう生存率が全然違います。もしタモで逃が

す場合でも、５秒以内、もう本当甲板の上を走っていかないとタモで網ですれて死んでし

まいます。これは我々のコンソーシアムで放流した結果にもついております。ですから、

現状では網を下げるというのが一番の対処方法。 

 あとは混獲の問題ですね。特にうちの定置はまぐろとぶりの混獲がすごい多いんです。

そういうときでもまぐろが入った時点で網を下げて全部出します。全部出すんですが、や

っぱり我々としてはぶりをとりたい。でも、ぶりをとりたいんだけど、出さないと一緒に

出ていく。まぐろは上層を泳いでいて、ぶりは低層、中層を泳いでます。まぐろは網の中

で四角く泳ぐんですけど、ぶりは側に沿って泳いでいます。その結果、一番の特徴は、金

庫網にぶりが落ちるということなんです。まぐろは金庫には絶対落ちないんです。上層を

泳いでるから。だから、我々として今年の課題は、本当はちょっとできなかったんですけ

ど、作業のすごい手間にもなるんですけど、金庫網を今１個なんですけど、それを４つつ

けるとか。４つつけて、作業的には４倍になって漁師さん大変厳しんだけど、そうでもし

ないと漁獲が我々も水揚げが成り立たないというのがあります。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 
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 他にございますでしょうか。 

 では、特にございませんでしたら、また後の方のご発表の後、関連するような質問でも

結構ですので、また質問をお受けしたいと思います。 

 では、堀内さんからの意見聴取はこれで一旦終了ということにさせていただきます。ど

うもありがとうございました。 

 では続きまして、石川県、石川県定置網漁業協会会長の一瀬さん、よろしくお願いいた

します。 

○一瀬参考人 石川県の一瀬でございます。今日はこのような場にお呼びいただきまして、

まずありがとうございます。 

 私の方からは、石川県の実態についてお話しさせていただきたいと思いますけれども、

スライド等がございますので、スライドを見ながらお願いしたいと思っております。 

 （スライド）石川県につきましては、全国有数の定置網漁場なんですけれども、大型定

置、小型定置あわせて200ケ統ほどございます。周年を通して定置網を行っているところ

が右側の富山県側の富山湾に面したところが１年間を通して操業を行ってます。左側のほ

うの福井県側のほうは冬場は操業をしておりません。地域については大きく分けて２カ所

の大きな違いがあります。 

 定置網で獲れるものについては、富山の氷見の寒ぶりで有名なぶりが一番やっぱり獲れ

てくれないと一番困るんですけれども、その他さわら、あじ、さば、かます、またするめ

イカ等が富山湾での定置でするものにとっての一番多くの種類となっております。くろま

ぐろにつきましては、量的には１％と比重的にはそんなに大きなものではございません。 

 次に、僕らでは普通めじ銘柄とまぐろ銘柄ということで、20キロ未満をめじという言葉

使ってますけれども、それにつきましてはめじにつきましては年間７～300トン、それか

ら水揚げの時期ですけれども、秋から冬が主体でございます。また、春に入ることもござ

いますけれども、１網に500キロ以上の入網があるということは漁期中の数日のみとなっ

ております。また、この後映像で見ていただきたいと思うんですけれども、何しろ定置網

そのものは他の魚種との混獲でありまして先ほど京都さんのほうで放流の形をされてまし

たけれども、石川県のほうについても丸っきり同じでございます。 

 次、まぐろ銘柄の20キロ以上のものにつきましては、年間２トン～160トンです。これ

には春漁と冬漁がありまして、春の５月、６月、これがピークです。これは富山県、それ

から新潟県も同じような形になっております。大型のまぐろにつきましては、実際には１
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年間で入網は多くても十何日しかございませんし、１つの網当たり入っても１本とか10匹

までいるかいないとかそういうのが実態でございます。 

 （スライド）じゃあ、今度石川県においてはどのような放流をしているかということな

んですけれども。このように多くの魚と混獲されております。この中から、これは網で詰

めてしまって揚げたものなんですけれども、何しろこういう形の小さいときには泳いでる

ときには僕らの今のこのサイズではなかなかわかりにくいです。というよりもほとんどわ

からないといったほうが実態かなと思っております。 

 次に、小型の放流の映像あるんですけれども、またスライドみたいのいいですか、変わ

りますか。これは先ほど京都さんのほうでも流しましたけれども、これは写真で一応今タ

モでとって放流する形のものでございます。 

 それから、もう一つスライドを飛ばしてもらってもいいですか。そしたら映像を流して

もらえますか。 

 （ビデオ）これ今タモですくってるところで、京都さんと同じなんですけれども。実際

にすくうとなっても、本当に網の中へまた放流するというわけにはいかないので、甲板の

上を走っていって放流しにいかなくちゃいけないんですよね。冬場、このように走って持

っていってますけれども、これも先ほど青森の堀内さん言われたように、５秒以内とかと

なってくると、現実的にはどうなのかなということは思わざるを得ないんですけれども、

実態こんなふうにして放流はさせてもらっております。 

 それから、先ほど網を下げる映像も京都のほうでされていましたけれども、石川県のほ

うでも少しあるんですけれども、それ出ますかね。 

 （ビデオ）今これ下げてるものなんですけれども、今こうやって１回逃がしたやつがま

た戻ってきたりとか、それでそんな簡単にさっと、今は出て行きましたね。それがまた戻

ってきたりしてすごい時間がかかったこともあります。ですから、先ほどの京都さんのよ

うにたくさんのものが一度入ったときにはああいうふうに下げてずっと出ていくのを待っ

ていればいいんですけれども、定置網の特性としては、いろんな魚種が入る中で、１つの

魚種だけが入るというのは大量に入ったときです。つまり、ぶりとかまぐろが来てても、

やっぱり何十トン、何万トンみたいな形で入ったときは１つの単一魚種ですけれども、ほ

とんどは他のたくさんの漁業と魚種と混じっております。 

 これが実際放流についてなんですけれども、なかなかきれいに撮れてないところもあり

ましたけれども、京都さんと同じようなことはやってるつもりなんですけれども、具体的
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には放流そのものはやっぱり定置では難しいだろうなとは思っております。 

 今度管理のほうなんですけれども、小型魚、大型魚についてそれぞれ第３管理期間、第

４管理期間の管理についてお話ししたいと思いますけれども。まず、小型魚ですが、第３

管理期間については、漁期に始まる前に全国の共同管理枠を超過したということで、全小

型魚の出荷自粛を決定いたしました。やむを得ない死亡個体についても、放流に対して平

等性を担保するために販売はせずに、自家消費ということで、最低限放流に努め、結果50

トンの枠のうち８トン程度におさめることができました。しかしながら、決して入網が少

なかったわけでもなく、あくまで放流野帳による試算、あのように野帳というのを書いて

いるんですけれども、少なくとも44トン、金額にして6,800万円相当の小型魚を逃がすこ

とになりました。これには先ほどお話ししましたまぐろの大量入網によって網を起こさな

かったいわゆる漁業を見合わせたことによる数量については含まれておりませんので、も

っと多くの小型魚を放流したことになります。 

 また、さらにぶりの主漁期であることもありまして、くろまぐろ以外の魚種の漁獲減、

それから作業コストの増大、時間増による鮮度の低下によりまして単価の減少といった、

くろまぐろの放流による二次的な被害も生じています。特に漁期中、小型魚の全面自粛と

いうことで、現場では30キロ前後のものが見ただけではすごく判断しづらく、大型魚であ

ったとしてもわからないために放流したということもございました。 

 それから、第４管理期間ですが、県内枠の遵守、それから先取りによる不公平感をなく

すためにも、過去の実績に基づく個別割当て、また少ない枠の中でより資源にも経営的に

も考慮して、５キロ未満の当歳魚につきましては出荷を自粛しております。また、個別割

当ての枠は１経営体当たり100キロ～3,000キロとわずかでございまして、時期外れの入網

によって既に枠を消化した漁場もありますし、自粛を決めているところもあります。もち

ろん全ての網に配分しているわけではありませんので、過去実績の大きい網だけへの配分

ですけれども、県内枠そのものが決して大きくはないため、このような漁場が今後にも出

てくるかと思っております。 

 次に、大型魚の管理でございますけれども、第４管理期間からの管理ということでした

けれども、今年ですけれども、盛漁期である５月、６月には漁獲量は約３トンと過去最低

の水準だったんですけれども、第４管理期間の始まる７月、入ってすぐに１経営体に１日

で２つの漁場が大量に入りまして、１にでもう第４管理期間のスタート時点で県全体の枠

に上限値まで達しまして、県全体の枠も自粛要請レベルになりました。去年積み残したも
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のが今度９月末から10月になったんですけれども、何か再配分ということで残りの大型魚

につきましてはそれで何とか３月までまかなえればありがたいなと思っております。 

 大型魚の放流というのは正直言いまして、技術的にも小型魚よりさらに難しく、特に数

尾、何匹しかいない中でのレベルでの入網では、網を開放したりといった放流もできませ

んし、タモ網の放流では当然危険も伴います。また、小型魚に比べ非常に単価も高く、乗

組員のモチベーションも下げてしまう危険を秘めております。 

 次に、小型魚の放流技術の開発なんですけれども、先ほど青森県のほうでの網の技術の

ありましたけれども、私ども石川県のほうでも去年青森と岩手のほうに視察させていただ

きました。しかしながら、青森も岩手もくろまぐろが主体でありまして、混獲数の種類が

少ないなど、本県とは実情が大分異なることや、分離網などが常設的に入網頻度及び尾数

が少ない石川県での普及は、設置費用もかさむため難しいことがわかりました。 

 今、ことし、先ほど京都でも仰っていましたけども、石川県でも水工研などで網の共同

技術の開発を行っておりますけれども、今のところなかなか画期的な技術開発は簡単では

ないとの話を聞いております。 

 漁獲管理方法に関する提案といたしましては、現状の実態について今まで説明している

んですけれども、これからは漁獲管理方法に関する提案といたしまして、今年から管理の

始まった大型魚についてまず提案させていただきたいと思います。現在、第５管理期間の

管理方法を検討していますが、小型魚同様、管理の面で言えば個別配分が最も管理しやす

いと思いますけれども、個々の枠が余りにも少なく、漁場によっては獲れるところと獲れ

ないところの異なる定置網では、有効に枠を使えない可能性が高いと思ってます。また、

枠を有効に県内で使うために、枠の融通もあるのですが、いつ入網するのかわからない定

置網についてはなかなか心情的に漁期終わりまで枠を渡したくないという思いが強くあり

ますので、融通も難しいところではないかと思ってます。さらに、今年先ほどお話ししま

した京都か石川県で盛漁期の不漁の後に、管理期間が変わった７月にまとまった入網があ

るなど、管理の難しさが露呈した結果となっております。 

 小型魚につきましては、科学的理論からも放流の必要性は十分理解するものの、大型魚

は技術的・経営的・感情的にもできる限り漁獲したいのが漁師の本音です。そこで１つ目

としては、大型魚・小型魚を包括した柔軟な漁獲量規制の検討ができないか。２つ目とし

て、獲り控えた枠の一部を次の管理期間に繰越しが可能というこの２点について提案させ

ていただきたいと思います。 



－85－ 

 １点目につきましては、国際的な決め事のお話でもありますけれども、小型魚の増加が

科学的にもよくないことはわかりますけれども、例えば下に示すとおり、小型魚のみ上限

を設けまして、大型魚を含めた数量管理ができれば、大型魚の大量入網があった場合には、

その見合いとして小型魚をおさえるというように、より資源にとってはよい方向にもって

いけるかと思いますし、現場でも小型魚を自粛した分大型魚を漁獲するというモチベーシ

ョンも上がるように思います。 

 それから、２点目につきましては、９月に行われた北小委員会でも否決されたように聞

いておりますけれども、先に述べたように、どうしても年によって獲れるときと獲れない

ときのものがありますので、それから管理期間のずれといった不確実性なものもある以上、

このように翌管理期間への繰越しが可能となればより現場でも管理がしやすくなるので、

ぜひともお願いしたいと思っております。 

 それから、法についての負担を平等ということをお願いしたいんですけれども。これま

で定置網の特性を生かして鮮度保持やそれから迅速な出荷などによって価格アップに取り

組んできました。また、定置網での放流では、放流したまぐろの損失だけでなく、様々な

コストが発生しています。正直最近魚価安と言われている中で、今めじり、まぐろ類は非

常に単価が高く私どもでは推移しておりますけども、他の魚種の水揚げ損失、それから放

流にかかる人的負担の増加、これは危険性の増加もあわせてかかわってきます。また、水

揚げは時刻が遅くなることによって市場での単価の低下につながります。最後に、それか

ら選別技術の導入費用というのももあります。 

 このように、さまざまなコストが発生する中で、配分に当たってはこれらも加味した枠

配分のルールをできれば検討してもらいたいと思います。 

 それから、２番目に、トータル的な資源管理をということで、これは具体的な枠配分の

ルールに当てはまるものではありませんけれども、改めて定置網における資源管理につい

て最後にお話しさせていただきたいと思います。 

 昨今、数量管理を前提にいわゆるアウトプットコントロールがうたわれておりますけれ

ども、定置網は漁獲をコントロールすることができず、資源管理を何もやっていないとい

う声を聞きますけれども、いや、そうではなくて、定置網はその漁法よりより頑強な努力

量規制、いわゆるインプットコントロールを長年にわたって実施して資源を持続させてき

ております。少なくとも定置網によって資源が枯渇したということは私はこれまで聞いた

ことがございません。 



－86－ 

 例えば定置網の免許数にとりましても、50年以上前から減少し続けておりますし、その

間漁獲枠増加となる漁場の拡大、沖出しもほとんど行われていません。また、よく技術革

新により漁獲圧増と言われていますけれども、定置網における技術開発は基本的にソナー

や魚探開発であっても、それによって魚を積極的に漁獲するものではありませんし、直接

努力量増加につながっていない特徴があります。 

 このような状況であることを改めて委員の皆様方にも再度認識していただけるようお願

いしたいと思っております。 

 最後になりますけれども、日本では様々な漁法で出したような魚が漁獲されており、そ

の際たるものがくろまぐろではないかと思っております。また、非常に弱い魚でもあり、

昨今の水産政策の改革においてもくろまぐろの資源管理が試金石であるというお話も聞こ

えてきます。将来くろまぐろに続く魚種が出てくることも当然考えられますので、改めて

現場の実態を十分に把握の上、国全体で将来にわたって水産資源の持続的に利用するため

の方策についてよりよい関係者の声を幅広く聞いていただいて今後の考えていってほしい

と思っております。 

 最後に、くろまぐろの管理について、誰かだけが管理をすれば数量が守られるわけでは

ないことは十分理解しておりますけれども、皆さんが痛み分けをする中で、その負担をな

るべく均等にするための方策を考えてほしいと思います。 

 どうも長々とありがとうございました。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 では、委員の方々からご質問をお願いいたします。田中委員。 

○田中委員 田中でございます。 

 コメントと質問があります。最後の６枚目、定置網漁業はインプットコントロールやっ

てきたというそのお話なんですけど、私は個人的には定置網漁業が乱獲漁法だとはちっと

も思ってなくて、来るものは拒まず、去るものは追わずなので乱獲になりにくい漁法です

よね。ですが、なかなか国際社会ではそうは受け取ってくれないというのがとても残念な

ことで、その点は本当に同情いたします。例えば文化の違いもあったりして、サッカーで

言うと、サッカーでは待ち伏せ禁止じゃないですか。でも、定置って待ち伏せなんですよ

ね。卑怯という人がいるんですよ。国際会議行きますと。待ち伏せしてくじら混獲してや

がるとかね、そういう不幸な歴史もいろいろあって、なかなか理解してもらえないという

のは本当に個人的には残念だと思っています。 
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 質問としては、資料見るとおそらく県の方は大分力を入れてやってくださったのかなと

いうふうに思うんですけれども、実際に配分はしてないというか、協議はどんな形で県と

行っているのかという点が１つと。 

 もう一つは、放流にかかる負担を平等にということなんですが、具体的にはどんなこと

がお望みかということですね。まずはその２点。 

○一瀬参考人 配分の県との関わり等についてなんですけれども、石川県定置協会の中で

県の水産課の方も大変私たちのことを考えていただいて、一緒に考えて、そして定置協会

の中で一応案をつくって、皆さんに周知して了承してもらってます。 

 あともう一つ何でしたっけ。 

○田中委員 もう一つは、放流に関する負担を考慮した、加味した配分枠をお願いしたい

と書いてあるんですけど、具体的に言うとどんな感じのこと。 

○一瀬参考人 正直言いましたら、例えば僕ら同じまぐろ１トンを放流するにしてでも定

置網は一旦沖へ出ますよね。じゃあ他の、それを狙ってる魚種は１円もお金かからなくて

も獲らなくて済むんですよね。そのあたりのもので何かいい考え、コスト的なものは僕ら

学生じゃないもんで、反対に先生方がそういうようなコストかかるというのは計算みたい

のができれば一番ありがたいなと思ってるんですけど。 

○田中委員 わかりました。 

 あともう一点はコメントになるんですけれども、先ほど来大型魚と小型魚の枠を撤廃し

てほしいというような、ちょうど今そういうタイミングだからいろいろ出てくるのはやむ

を得ないところなんですけども。それから、獲り控えた枠を次の枠にというのは、これは

国内の運営でできるお話なので、ここの点は水産庁のほうとして何か取り組んでいただけ

ればなというふうには思います。 

○山川部会長 大森委員。 

○大森委員 田中委員の関連なんですけれども、そもそも親を増やすために小型魚の管理

をするというところからスタートしてるということからも、小型魚の上限は設けつつ総枠

管理をするということについて、ＷＣＰＦＣ上ということじゃなくて、国内管理の一環と

してできるようなことが検討できるかどうかというのは水産庁でご検討いただきたいと思

います。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 先ほどの田中委員からのご質問で、放流にかかる負担、コスト、これを加味した枠配分
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ということなんですけれども、これらのうちには枠配分で配慮するというよりは、むしろ

何がしかの補償とか補助とか何かそういったことで対処するというようなほうがしっくり

くるのかなというようなものもあったりするようには思うんですけども。その辺は仕分け

としてどうですか。 

○一瀬参考人 石川県にとってはまぐろに対する比重はそんなに高くないんですよね。そ

の中で積立ぷらすとか他の魚種も減ってくるから、当然なってきて大変ありがたいと思っ

てるんですけれども。そういう手当のことよりも、実際現場にいる者としたら、僕らはや

っぱりぶりが主体なもんですから、まぐろがたくさん入ったらもう枠は頭てっぺんまでき

てると。じゃあ、そのぶりも全部逃がさなだめやとなったときに、その補償というのはど

うやって計算するとか出てくるかと思いますんで。やっぱりそんなになってくるとある程

度まぐろの枠みたいなものがもう少し考えてくれてもいいのかなというのが実情です。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。 

 では、他にございませんでしたら、一瀬さんからのご意見の聴取はこれぐらいにさせて

いただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 では、続きまして、静岡県の静岡県定置漁業協会会長の日吉さんからご意見いただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○日吉参考人 今日は呼んでいただいてありがとうございます。私のほうから静岡県の現

状及び中部太平洋の多分県の現状だと思うんですけども、お話しさせていただきます。資

料がなくて申し訳ございません。 

 実は静岡県は７月１日からこのＴＡＣ制度が入りまして、７月の初日、１日に全部消化

してしまいました。御存じのとおり、中部太平洋の県は非常に枠が、日本海の方とちょっ

とまた違って、非常に枠が少ないんですけれども、私どもの静岡県の定置の配分枠という

のは6.1トン、年間。それを７月から御存じのとおり、７月、８月、９月の３カ月に県が

分けて資源管理してるんですけど、ちょうどその入った網というのは熱海のちょうど温泉

街の、熱海から見ても大型定置があるんですけども、熱海のすぐ温泉街の下の定置網です。

そこにもう１日で13キロ、15キロものだったんですけども、単価も非常によかったですね。

上が3,000円、下値が多分2,300円ぐらいでいったと思うんですけども、それで３カ月分は

全て消化してしまいました。 

 それ以降ずっと入網がありまして、今度はその熱海の定置だけじゃなくて、もっと伊豆
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の南のほうの定置も。静岡県の場合は大型定置は駿河湾には２ケ統しかありません。駿河

湾御存じのとおり深いもので、余り定置が盛んじゃないわけですけども、大体ほとんど伊

豆の東側海岸に定置が存在してます。その上で、各網に13キロ、15キロものが一斉に入っ

て、多分網を沈めたりしたりタモでリリースもしてるんで、どのぐらい逃がしたかわから

ないんですけども、相当な、10トンは軽く超えてるぐらいのリリースをしたと思います。

私のところの網もそういう形でリリースをしてるわけですけれども。どうしてもやっぱり

非常に枠が少ないとそういうことに、初日から枠を消化しちゃったということになったと

思うんですけども。 

 あとは、今回の私もちょっと嬉しかったのは、現場の定置漁業者が文句も言わずほとん

ど積極的にやっていただいたと、各漁場の責任者に聞くと、もうこれまぐろの資源のこと

を国のほうで決めてもらってやり始めたのは多分四、五年ですか、そのぐらい経ってると

思うんですけど、やっと現場の漁業者もわかり始めてくれたかなと。文句も言わずリリー

スにしてくれたというのは定置の会長としても嬉しかったし、各漁場の人たちもそれに従

って努力してくれたと。 

 そこなんですけども、先ほど京都府の倉さんのほうから動画が出たと思うんですけども、

あれは多分魚獲りの先のアパを沈めてるんですね。一瀬さんのところの石川県は多分肩を

落としてるんですね、あれ。肩というのは魚どりに向かってだんだんオオナカという動力

船が動いていくんですけど、そのときに持ってる網があって、この肩のこの網をやりとい

ってやりをガッと伸ばすとこの肩が下がるんですね、それで尻に回るというんですけど、

起こしていって後ろ側に回すことなんですよね。そのときにやっぱり後ろに回すとああい

うことが、また戻ってきちゃうことがあると思うんですけども、魚どりのところを締めれ

ばまずもう戻ることはないと思うんですね。 

 これは長崎県の方が結構そのこと言ってらっしゃいましたけど、１つ、倉さんの画像で

もすごく大事なことがわかったと思うのは、まぐろがいたら箱網の中、伊豆弁ではもじる

というんですけど、ザワザワザワザワしてたと思うんですね。あの形態はほんかつおとま

ぐろ類、あとすながつおとかああいう形態でも水面近くナブラで泳ぐような形態の魚はあ

あいうザワザワザワという感じがあるんですね。多分締め出しのところに船が着きます、

箱網締めるときに、多ければあのザワザワザワが、いや、かつおかなまぐろかなという判

断はできないにしても、ある程度判断できるんですね。もうちょっと魚どりのほうに船が

だんだん行って、ザワザワという感じがあれば必ずまぐろわかるんですね、実は。わかん
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ないと仰る方もいるけど、僕はわかると思ってて。ですから、やっぱりリリースするには

網を沈めるか、先ほど石川県さんがやってる肩をガンともっと落とすか、そうすれば尻に

回るんですけども、その回ったまぐろはほとんど次の日には箱網から出てきますんで。 

 先ほど堀内さんのほうにも船が着いたら、多いときはそのまま網をレッコするというん

ですかね、もう操業しない。それでも次の日は多分まぐろは箱網には残ってないと思いま

す。多分まぐろの箱網での滞在時間というのは非常に短いと思うんですね。たまたま行っ

て入ってたら入ってたと。ぶりの話が先ほどありましたけど、ぶりは金庫に落ちたり落ち

るんですけど、まぐろは多分、下手すれば二、三周回って出るものもあるし、ほとんど滞

在時間がないと思うんですね。そんな滞在時間がないまぐろが定置にこれだけ獲れてると

いうことは、やっぱりこのまぐろ資源管理を国がやられ始めてから成果が私出てると思っ

てて。 

 ごめんなさい、前後しますけど、先ほど枠を超えたときは13キロ～15キロのそれなりに

単価がいいものだと言いましたけども、９月の中ごろぐらいはもう800グラムぐらいのこ

んな小っちゃいものがいきないかかって、物すごい量です。同じ３カ月でも前半ではそれ

なりの魚価のいいめじが獲れてた、後ろのほうにいくともう養殖の種苗みたいなサイズだ

と思うんですけど、それが獲れると。やっぱり同じ３カ月でもそれだけ魚体が違うと。感

じることは、やっぱりちょっとまぐろは、線香花火みたいな火がついてるのかなと非常に

思ってて、いい傾向だとは思います。 

 定置の特性上、先ほどから定置のお話色々あって、私も思うんですけれども、定置は固

定されてますよね。ある程度資源をサンプリングとかするときにはもってこいの私定置の

資源を見る場合にはいいバロメーターになるんじゃないかなと思ってて。それで、私のと

ころの網ももう100年以上、130年ぐらいの歴史があります。ある程度のデータも残ってて、

そこの中から資源の動向とかを見れることも可能なんじゃないかなと。それを日本全国の

大きなビッグデータというんですか、そういうものにリンクしていけば、相当なことがわ

かり始めるんじゃないかなと思ってるところなんですけど。 

 そういう上で、静岡県の定置漁業者も一生懸命国の指導、また県の指導の下に放流など

これからも徹底していきますけど。そこで、さらに10月以降、もう入ったんですけども、

静岡県の定置は１日で期間別の割当量が超過してるような事態を避けるべく、また資源回

復を図るために、国、県の計画内容よりもっと厳しい管理措置としてちょっと２つほどう

ちの自主管理のところをちょっと読ませていたますけど。 
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 平時から10キロ以上の個体を目安としまして、わからないですからね、タモですくった

りそういうことがわからないんで、少ないときには５キロ未満はもう全てリリースすると。 

 １ケ統当たりの１日の漁獲量を300キロ未満に抑えると。これはなぜかと言いますと、

公平性を保つために、これ定置漁業者の皆さんで話し合って議決もとってこうすることに

なったんですけども、枠がやっぱり少ないとこうせざるを得ないですね。そうしないと１

ケ統当たり先ほど言ったとおり、資源が回復してると思ってますから。今日も私は沖へ行

って今日ここへ来てるんですけど、きょうもやっぱり１キロ前後のめじが結構いましたね、

20匹ぐらいだと思うんですけど、タモですくってリリースはできましたけど。ちょっとも

う火がつき始めてるかなと思っているところです。 

 自主管理でやっぱりこういう厳しい管理をして、なるべくお金に変えていくという言い

方がいいかどうかわかりませんけれども、魚価の高いものをとって、この資源管理の政策

に協力できればと思っているところです。 

 また、その中で、要望も、考慮していただき提案もさせていただきます。第４管理期間

に、漁業者の取組により、獲り控えた分については第５管理期間に知事の管理料に上乗せ

配分していただき、漁業者にとり控えたメリット感を感じるような施策をまずしていただ

きたいということと。 

 第５管理期間に、各都道府県の現在の枠を維持しつつ、国の保留枠の一部を定置漁業の

ほうに混獲分として配分していただけないかということと。 

 今後の我が国の漁獲枠が増加された場合、都道府県の配慮は平成22年から24年の実績に

配分加え、定置漁業の混獲分としての一定量を加えていただけないかと。このことは先ほ

どリリースのことを言いましたけども、まず京都府の倉さんのあれはまぐろが多いときだ

ったんでまぐろだけ行ったと思うんですけど、ホリエイさんのところの私画像も見たこと

あるんですけど、ぶりがいると、ぶりを先に実は行ってしまうんですね。その後さばなん

かが行って、最後にまぐろかなという感じがあるんですね。だから、ほとんど網を沈める

ときについては他のものが漁獲できないですね。 

 先ほど箱網の肩を沈めて尻に回すというときには、まぐろだけじゃなくて、表層のかつ

お類、例えばすながつお、そうだがつお、ほんがつお、今だととびとかしいだとか、ああ

いう表層を泳ぐ魚もほとんど後ろに尻に回ってしまいますね、箱網の中で、まぐろと違っ

て、もしかすると次の日も残ってるかもしれませんけど。 

 そういうこともあるんで、ぜひそういう今の制度的に、飛びますけれども、積立ぷらす
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のお話も先ほどからあると思うんですけども、その制度も今拡充していただいて非常に現

場では助かっています、今の積立制度とか、今回変更していただいたことについては、リ

リースするにもある程度これが裏付けできてリリースできるような環境だと思っています

ので。 

 あと余談なんですけども、積立ぷらすおいて、普通積立ぷらすと言われると何かまぐろ

のちょっと資源管理やってるから出てると一般の方は思うと思うんですね、この制度も複

雑な制度なんで。でも、本来はこれ共済という掛け捨ての、先ほど沖縄県の方が少し話し

てらっしゃいましたけど、非常に高い掛け捨てをしてる上にこのことがあるという、その

上にまた資源管理の網を抜いて操業をやめるという、一般の方がこれ普通は聞くと、単な

る漁業の補助金みたいに思われることをちょっと定置漁業者的には、もう少しアナウンス

してくれたほうがいいかなと思うところもあったりするんですね。沖縄県の方が私たち定

置が来る前デンピいった、聞くと、予算規模もでかいというお話ししてたんで、特に僕ら

受益者の定置漁業者についても非常に高い掛け捨ての保険と徹底的な資源管理、共同まぐ

ろ資源管理を応じなけれがこの制度に乗れないということも水産庁においては発信してい

ただけないかなと思うところなんですけど。ありがとうございます。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 委員の方々からご質問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。 

 質問が２つ。１つは、県庁とその協会の関わり方というか、よく協議されていてこうい

う結果になってるのかという、その審議状況についての質問と。 

 静岡県も長崎もそうなんですけれども、県内にまき網業者っているじゃないですか。そ

れについてどうかという質問、単刀直入で恐縮なんですけど。先ほど来から枠をまき網か

ら欲しいといってるときに、もし本当にそうなったらどう調整するかという話にはなるん

だと思うんですよね。ちょっとそういうことも含めて、ストレートな。 

○日吉参考人 まず、県との調整は、私たちは定置協会の役員会には必ず県から数人来て、

県の意見も聞きながらまずこの自主規制のことも徹底的な資源管理をこれからやろうとい

うことも県と一緒になって実はやってます。ほとんど県と衝突することもほとんどありま

せん。 

 今の静岡県にまき網があるというお話でしたけど、あまり言いにくいというか、１つは

真面目な業者もいて、１つはちょっと不良な業者がいるという、議事録残さなくてもいい
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んですけど。 

○田中委員 議事録残ります。 

○日吉参考人 非常に真面目な業者もいると、僕も付き合いがあります。そういう感じな

んですけどね。 

 １つ言いたい、多分その静岡県の船だと思うんですけど、伊豆諸島でも多分あれ産卵さ

れてるんじゃないですかね。伊豆諸島の海域でも結構今年は獲ってたと思うんですけれど

も、先ほど聞いてる２カ所というお話がありましたけど、多分八丈界隈では多分産卵され

る漁場があるんじゃないですかね。 

 もう一つよろしいですか。 

○山川部会長 はい、お願いします。 

○日吉参考人 先ほど一瀬さんのほうの石川県の地図見ていただければ、定置がある地図

が出たと思うんですけど、伊豆もあんなに多くはないんですけど、私が思うには、定置と

いうのはやっぱり漁村に結構あるんですね。漁村の、静岡の場合は残念ですけど、今ほと

んどきんめ、小型漁船だとキンメ漁と定置しか実はほとんどないようになってしまって、

残念ですけども。そういう中で、今定置がある漁村とか地域は若者がＩターンだったりし

て静岡も非常に多いです。ちょっと活気があるかな。これだけ漁村が元気ないと言われる

中でも、多分石川もそうですよね、定置があるとそこが地域がまだ活性化できて、限界集

落かもしれないけれど、若い子が住み着いて、子供がそこにいたりとかということがある

と思うんで。この資源管理のところでちょっと場違いな話かもしれませんけど、国におい

てはそういう定置の特性、地域との関わり合いとかもぜひ考慮した枠も配慮していただけ

ないかなと思うところです。すみません。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 他にご質問ございますでしょうか。大森委員。 

○大森委員 まさに日吉さんが今日お話しいただいたことについて、私も沿岸を見る立場

で、この定置が沿岸で果たしているその機能とか漁村地域の役割、ここが物すごく重要な

部分を占めていると思います。そういう中で厳しく自主的な管理もなさっている。そうい

うことも踏まえて３点の要望をされているということは非常に重要な、重いご意見だとい

うふうに承りました。 

○山川部会長 栁内委員。 

○栁内委員 仰るとおり、今回３点挙げていただいた中で、先ほどコメントありましたが、



－94－ 

獲り控えたメリットというのは確かに見せていただけないとやはり漁業者は萎えてきちゃ

うと思いますんで、これからの議論だと思うんですが、よりそのメリットを感じる資源保

護管理に参加していると、参加した意義がいずれ自分たちに返ってくるというのがわかり

やすさが求められていると思いますので、その辺の議論を今後深めていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○山川部会長 他にいかがでしょうか。田中委員。 

○田中委員 今の点について、ここではなくて水政審の方でも言ったことなんですけど、

規制して将来どうなるかというのは多分皆さんどうなるかって全く御存じないんじゃない

かと思うんですよ。例えば５年後とか６年後じゃないけど、水揚げが我々にどうはね返っ

てくるのかということは多分誰も知らないんじゃないかという気はするんですね。そうな

るとモチベーションが働かないじゃないですか。ただ一方的に。もちろんそれは100％保

証できないですよね、くろまぐろだからいつ湧くかわからないし。でも、そこはある程度

説明する必要があるんじゃないかなと。そうしないとやっぱり不安だけだし、我々規制す

るだけだし、水産庁は国際的なルールを守って自己満足だけで、我々の生活何も考えてね

えじゃねえかっていう議論になっちゃうと思うんですよ。だから、そこはちゃんと不確実

であるということも断った上でもいいんですけど、説明する必要があるんじゃないかなと

いうふうには今でも思っています。 

 以上です。 

○山川部会長 倉さん、お願いいたします。 

○倉参考人 田中先生の今のご意見で、私どものほうでは2024年でしたか、１つの目途が

2024年ということで、2024年までは頑張ってくれと。2025年からは思い切り獲れるぞと、

そいうふうな言い方をしております。思い切り獲れるといっても、定置ですから入った分

を水揚げするということでしかないんですが。そういうことで納得材料の１つにはさせて

いただいてます。 

 それから、話戻るんですが、技術的なことです。定置の場合、一旦入ってしまいますと

大変なんですね。したがいまして、入る前、入るまでに何とかできんかなと。例えばまぐ

ろの嫌がる音波を入口のところに流して、まぐろだけを定置に入らないようにするとか、

雲の上の話かもわかりませんが。ちょうど本庶博士が諦めずにやられたことによって大変

なことを発見されておりますので、そういったこともぜひとも国のほうでお世話になれる

とありがたいなと思っております。 
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 それから、これ記録に残るということですので、先ほど田中委員さんからご質問があっ

たときに、実際なんぼとりたいんやという数量の話ですが、21トンというふうに申し上げ

ましたが、あれは30キロ以上の話でしたので、数字を間違っております。農林水産統計で

京都の定置での水揚げ、これを可能にしていただけたらなというふうに思っております。

すみません、訂正です。 

○山川部会長 大森委員。 

○大森委員 今の倉さんのお話のとおり、枠が増えたらしっかり獲れるぞといっても他の

漁船漁業と違って、増枠ができても漁獲努力量を意識的に増やすということができない漁

業種類だということも踏まえて定置については見ていただきたいと思います。 

○山川部会長 日吉さん。 

○日吉参考人 先ほど定置が資源にやさしい漁業だというお話があったんですけども、私

も現場にいて、定置の例えば羽口というところがあるんですね、羽口とは運動場の手前、

登り運動場の手前、道網から入る羽口なんですけど。まだその研究者もどれだけじゃあ箱

網にとって魚獲りで獲れるかという研究、ほとんどされてないですね。一説じゃ羽口を超

えた魚は、まぐろに限らず、５％～20％とも言われてるんですね。これはまだ全然研究所

も出してないし、日大の先生が結構積極的にその論文書いたりされてるみたいですけれど

も、ほとんどいないんですね。非常に僕らのまちの漁業でも、一網打尽じゃしてないです

ね。多分５％～20％はほぼ当たってると思ってるんですけれども。余談なんですけど、そ

ういう漁業ですということ。 

○山川部会長 堀内さん。 

○堀内参考人 今の日吉さんの補足で、我々定置は田中委員からもあったように、本当に

資源に配慮した定置網と。補足なんですけど、箱に入って定置に行くと、これは我々デー

タであります、きちんと残ってます。いつ出ていくか、これももう日の出、日の入り、こ

のときが一番活発です。だから、我々定置は暗いうちに沖に行って網を起こすんです、そ

のときが一番入ってるんです。だから、１日網を起こさないと入ってる魚は全部出ていき

ます。だから、我々が網揚げを抑える、回数を抑えるというのは非常に資源管理に関して

はいい手段だと思っています。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。 

○一瀬参考人 もう一つだけいいですか。 
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○山川部会長 一瀬さん。 

○一瀬参考人 定置の漁業そのものは毎日沖へ操業へ出ても、正直言って５％とか10％の

大漁を目指してやってるだけで、あとはほとんどやっぱり不漁なんですよ。ぶりにしてで

も、僕らはワンチャンスだけ入ったものをそれ蓄えて持ってるだけで、何億にも水揚げな

るだけで。それから、まぐろにしても20年とかのスパンで一回すごく大量に獲れますよね、

５月か６月。ですから、定置のものにしたらやっぱり一旦入ったものを逃がすというのは

大変なモチベーションが下がるということを本当にわかっていただきたいなというのが最

後のお願いです。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 他に、何か全体を通してとかいったことでも結構ですけれども、委員の方々から何かご

ざいますでしょうか。 

 では、特段ないようでしたら、日吉さんのご意見の聴取これくらいにしたいと思います。 

 定置の方々、どうもありがとうございました。 

 では、これにて本日のヒアリングを全て終了いたします。皆様ありがとうございました。 

 次回会合の日程につきまして、事務局からご案内よろしくお願いします。 

○中管理課長 本日皆様どうもありがとうございました。 

 次回の第４回くろまぐろ部会では、ヒアリング結果を踏まえまして総合討論を行います。

日程は今月中旬ごろの開催を予定しておりますが、改めてその日程については事務局から

ご相談をさせていただきます。 

○山川部会長 以上で本日予定しておりました議事についてはこれで全て終了いたしまし

た。 

 栁内委員から一言。 

○栁内委員 すみません、次回に向けまして、資料を水産庁にお願いできないかなと思っ

ておりまして。過去の資料を色々拝見してるところなんですが、沿岸漁業のまぐろの実績

船の数だったり、小型魚、大型魚の漁獲実績だったり、一覧にしてもらったほうがよりわ

かりやすいのかなと思いますので、そういったデータ等ありましたら見やすい形でつくっ

てご提供いただけると助かると思います。ご検討ください。 

○中管理課長 そのほかでも適宜補足資料等リクエストございましたら。 

○山川部会長 では、よろしくお願いいたします。 

 他によろしいでしょうか。 
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 はい。 

 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。 

午後 ５時０５分 閉会 


