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開 会

○山川漁政課長 大変お待たせいたしました。予定の時間が参

りましたので、ただいまから第６回の資源管理分科会を開催さ

せていただきます。

まず、委員の出席状況でございます。

本日は、委員 名中、 名の方が出席されております。定25 20
足数を満たしておりますので、本日の資源管理分科会は成立い

たしております。

なお、４月１日の人事異動がございまして、私どもの幹部職

員がかわっておりますので、前列だけ、出席者のみ御紹介させ

ていただきます。

川口次長でございます。弓削増殖推進部長でございます。中

前審議官でございます。井貫沿岸沖合課長でございます。

それでは、分科会長よろしくお願いいたします。

○小野分科会長 それでは、これから本日の議事に入りたいと

思います。

本日は、諮問事項が３件、報告事項が１件でございます。

なお、本日御審議いただきます諮問事項につきましては、水

産政策審議会議事規則第 条の規定により、資源管理分科会10
の議決をもって審議会の議決となります。

諮問第 号の漁業法第 条第１項の規定に基づく公示につ24 58
きましては、昨年の 月に開催しました第３回の資源管理分11
科会におきまして、指定漁業の一斉更新小委員会を設置して検

討することとしております。

初めに、中村晃次小委員会委員長から検討の経過等について



御報告をお願いしたいと思います。

中村委員長、お願いいたします。

○中村（晃）委員 それでは、私から御説明をいたします。

取りまとめの終わりました処理方針等につきましては、水産

庁の方から後ほど御説明があるというふうに思いますので、私

の方からは小委員会での審議経過につきまして、ごく簡単に御

説明をいたしたいと思います。

既にお手元にお配りいただいていると思いますが、資料２ー

１というのが用意をしてございます。これをごらんいただきな

がら審議経過について要点を御説明いたします。

第１回の小委員会は、昨年の 月 日に開催されました。11 29
、 、ここにおきましては 指定漁業制度の概要や許可更新の仕組み

また指定漁業の漁業種類ごとの許認可隻数、漁獲量の推移等に

ついて事務局から説明を受けた上で、平成 年一斉更新に臨14
む基本的考え方と主要検討課題について論点整理を行いまし

た。

第２回の小委員会は、本年の２月５日に開催されました。第

１回で整理しました一斉更新に臨む主要論点を踏まえまして、

事務局から平成 年指定漁業の許可の一斉更新についての処14
理方針(案)が示されました。

、 、 、なお 水産庁からは この処理方針(案)の作成に当たっては

関係団体等から提出されている数多くの意見、要望を踏まえた

ものであるとし、その要望の概要についても説明を聴取したと

ころでございます。

処理方針(案)につきましては、全体の総論、基本的な考え方

の部分と漁業種類ごとの各論の部分から構成されております

が、主に各論の部分について事務局の考え方の確認をしつつ、



関係者から賛否の意見が出されました。

、 。第３回の小委員会は 本年３月 日に開催されております12
ここでは、事務局から第２回の審議を踏まえ、一斉更新の処理

方針（案）の修正版が示されております。１カ所だけは関係者

とさらに調整をとって案分を固めることとされた部分がござい

ましたけれども、それ以外につきましては小委員会として了承

し、細部については委員長に一任ということにされました。

なお、その１カ所、要調整とされました点につきましては、

その後、関係者との調整を了しまして、本日、最終案が提出さ

れているということになるわけでございます。

また、この第３回の小委員会では、処理方針（案）に沿った

場合の許可または起業の認可すべき隻数の公示案のイメージが

示されましたが、それを精査したものが本日の諮問内容となっ

ているということでございます。

以上、簡単でございますが、一斉更新小委員会の検討経過に

ついての報告とさせていただきます。

○小野分科会長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの中村委員長の報告にありました、平成

年指定漁業の許可の一斉更新についての処理方針(案)につ14
いて、説明願います。

○今井企画課長 それでは、一斉更新の処理方針につきまして

御説明をしたいと思います。資料番号２ー２をごらんいただき

たいと思います。

これが、先ほど中村委員長から御報告がありました都合３回

の小委員会を開催し、取りまとめいただいた処理方針でござい

ます。全体は大きく２つの柱で構成されております。１ページ

の上の方に 「第１ 方針」というところがございますけれど、



も、これが１つ目の柱でございまして、２つ目の柱が、４ペー

ジの「第２ 漁業種類ごとの要領」というふうになっておりま

すけれども、この２つの柱で構成されております。

１ページの第１の方針におきましては、ここでは一斉更新に

際しての基本的な事項あるいは漁業種類を超えました横断的な

事項についての記載がなされております。４ページからの第２

の部分におきましては、漁業種類ごとの各論がここで整理をさ

れているということでございます。私の方からは総論部分を説

明させていただきまして、第２の漁業種類ごとの各論の部分に

、 、つきましては それぞれ担当課長の方から説明いたしますので

よろしくお願いしたいと思います。

第１の方針ですけれども、上から６行目に記述がございます

けれども、今回の一斉更新は、昨年６月に水産基本法が制定さ

れ最初に行われるものでございまして、新たな水産基本法によ

って示された考え方を、できるものから政策の中に具体化させ

ていくということが基本方針の第１の視点だということでござ

います。もちろん資源管理と利用のあり方につきましては、こ

の許可の更新だけでコントロールするものではありませんの

で 「資源水準に見合った生産活動が秩序ある形で行える生産、

体制の確立に向け 、その下の部分ですけれども 「引き続き、」 、

各般の取り組みを行っていく」という方針も、この中できちっ

と明記したということでございます。

その下の部分ですけれども、また資源管理や漁業調整への影

響を十分勘案した上で、漁業全般の諸規制のあり方を見直すと

いうことも今回の一斉更新においては重要な課題であるという

視点が、その下に述べられているということでございます。

40一番最後のパラグラフになりますけれども、今回、ほぼ



年ぶりに指定漁業の漁業種類の見直しを行いましたので、これ

らの漁業種類も含めまして、以上の視点から今回の一斉更新に

ついての検討を行うというのが今回の全体の方針だったという

ことでございます。

そこで、１の資源管理のための漁獲努力量の抑制という部分

ですけれども、まず、 )の部分ですけれども、１ページから２1
ページ目にまたがる部分ですが、許可または起業の認可をすべ

き隻数につきましては、前回の一斉更新時の公示隻数から許認

可を行うことが不適当と認められるものを削減する等によりま

して、極力公示隻数の縮減に努めるということでございます。

)の起業の認可の延長及び休漁の許可の取り扱いにつきまし2
ては、平成 年度から基本法を受けまして資源回復計画が実14
施されるということで、減船、休漁等による漁獲努力量の削減

が計画的に行われることになっておりますので、その計画の実

効性を確保するという観点から必要な見直しを行うということ

でございます。

)の代船の小型化が容易となる公示方法の導入ということに3
つきましては、漁船の代船の小型化が容易に行えるようにする

ために、階層別区分の下限を同一とする新たな公示方法を導入

するということでございます。

、 、4)のその他の資源管理のための方策につきましては 後ほど

漁業種類ごとに担当課長の方から説明をいたします。

２番目の効率的かつ安定的な漁業経営の育成につきまして

は、漁業に係る制限、規制を見直すとともに、漁業経営の改善

に資するための方策を講ずるということとしておりまして、こ

れにつきましても、漁業種類ごとに後ほど御説明させていただ

きたいと思います。



次、３ページの中ごろですけれども、労働問題への対応とい

うことにつきましては、漁船乗組員の養成ですとか、技術、技

能、知識の向上等を図るということでございます。

200次の漁業モラルの確立ということにつきましては、外国

海里水域あるいは公海、さらには我が国周辺水域における資源

管理制度の強化等、そういった客観情勢を踏まえまして、法令

違反に対する行政処分等の取り扱い基準につきまして、制度運

用の透明性を確保する等、所要の措置を講ずるということにし

ております。

それが３ページの下のところまで書かれておりまして、次の

ページになりますけれども、沿岸・沖合漁業の協議の促進とい

うことでございます。これにつきましては、沿岸漁業者、沖合

漁業者の相互理解を深めるために、必要に応じ国が当事者間の

話し合いの場の設定のあっせんですとか話し合いの仲介を行う

こと等によりまして、主体的に両者の協議の推進を図るという

ことにしているということでございます。

なお、当事者間で公的規制とすることが合意されたもの等必

、 、要なものにつきましては 一斉更新時に限らず順次制度化して

公的な制度化に持っていくということでございます。

また、この処理方針(案)に基づきまして本日諮問を行うこと

になります公示案を作成するとともに、今後７月までに必要な

省令なり告示の改正を行うこととしております。

私の方からの総論部分の説明は以上でございます。

○井貫沿岸沖合課長 それでは、沿岸沖合課長ですが、我が課

の担当部分について御説明いたします。

４ページの「第２ 漁業種類ごとの要領」で、まず、１の沖

合底びき網漁業でございます。まず、許可または起業の認可を



すべき隻数につきましては、 から 及び を除いた隻数と1 2 3
いうことで、 が現在の許可または起業の認可にかかわる船1
舶の隻数、現存隻数ということでございます。

が、２年間以上引き続き休漁しているもの、それから一2
、斉更新の直前の時点におきまして認可期間が カ月を超える10

そういった船舶のうち、一斉更新に際して許可または起業の認

可を行うことが不適当と認められる船舶の隻数でございます。

が、本年７月までに資源管理等のために減船・廃業する3
こととなる船舶の隻数ということで、許可、認可が見込める最

小限の隻数ということでございます。

以下、各漁業種類ごと、同じ考え方で処理をしたいというこ

とでございます。

２つ目が資源管理及び効率的かつ安定的な漁業経営の育成の

ための方策といたしまして、沖合底びき網につきまして、トン

数階層区分をトン数区分に応じました馬力の上限を定める馬力

規制を導入いたしまして、この規制によりまして漁獲努力量の

増大を抑制すると。現在 階層に分けておりますトン数階層11
を、４つの トン未満、 トン未満、 トン未満、 トン41 76 96 126
未満という階層に区分するということにしてございます。

その他といたしまして、陸揚げ港制限につきましては、陸揚

げ港の選定届け出につきましては現行どおり継続いたします

が、従来、陸揚げ港の選定に当たりまして知事の同意を要する

ということにしておりましたが、その同意については要しない

ものとしたいということでございます。

２番目は、以西底びき網漁業でございますが、隻数につきま

しては、先ほどの沖底の説明と同様でございます。

)の資源管理及び効率的かつ安定的な漁業経営の育成のため2



の方策といたしまして、漁法につきましては、すべての船につ

きまして１そうびき及び２そうびきということにしておりま

す。ただ、中間漁区を操業区域とするものについては除いてご

。 、ざいます 従来の船舶のトン数階層区分を一本化いたしまして

総トン数 トン以上 トン未満の船舶について許可または15 185
起業の認可を行うということにしてございます。

それから、沖底と同じように、馬力の上限を定める馬力規制

を導入することとしてございます。

３番目が、大中型まき網漁業でございますが、隻数について

は同様でございます。

)の資源管理、効率的、安定的漁業経営の育成のための方策2
といたしまして、漁獲努力量の増大を抑制しつつ、複数の漁労

体による運搬船の共同使用というものを促進するために、制限

または条件で定められます運搬船の隻数の削減を前提といたし

まして、他の船団の運搬船も使えるような共同使用を認められ

るようにしてございます。

その他といたしまして、国際的な資源管理の進展ということ

に対応いたしまして、太平洋中央海区、またはインド洋海区、

いわゆる海まきでございますが、この船舶につきましては、一

定の期間を置いた上で衛星通信技術を利用した船位、漁獲報告

機器の搭載というものを許可の制限または条件とするというこ

とでございます。ただ、この機器の活用方法につきましては、

関係者によります検討会の議論を経た上で、平成 年の８月16
１日までに決定するということにしてございます。

それから、２つ飛ばさせていただきまして、６ページの「６

北太平洋さんま漁業」でございます。現在は承認漁業になっ

てございますが、本年の１月 日の政令によりまして、北太17



平洋さんま漁業、日本海べにずわいがに漁業、いか釣り漁業が

新たに指定漁業となったところでございますが、基本的に承認

漁業の形態を引き継いだ形で、許可が５年間という指定漁業に

するというのが基本的な考え方でございます。

北太平洋さんま漁業の隻数につきましては、総トン数 ト10
ン以上 トン未満ということで１本でやりまして、隻数に200
つきましては、 年の７月 日付のさんま漁業の承認を受け13 26
ていた船舶の隻数としてございます。

それから、公示の対象となります海域につきましては、現在

の承認漁業の海域ということでございますが、表現的には若干

変えてございます。これも、政令で北太平洋さんま漁業の定義

の中で定めております海域ということでございます。

それから、資源管理及び効率的、安定的な漁業経営の育成の

ための方策につきましては、さんま漁業につきましては、現在

トン階層別の操業期間を決めておるわけでございますが、この

制限を廃止いたしまして、操業期間は一律８月１日から 月12
日とすることにしてございます。31
なお、実態上はＴＡＣ協定等によりまして、操業期間につい

て現状どおりで行われるものと認識してございます。

それから、 トン未満船の陸揚げ港の制限なり操業期間外40
の陸揚げ、転載の制限、さんま輸送の承認につきましては、廃

止することといたしたいと思います。

それから、集魚灯の光力規制については、見直しまして、許

可の制限または条件として記載することとしてございます。

７番目の日本海べにずわいがに漁業につきましても、考え方

、 、は同様でございますが 総トン数 トン未満ということで200
公示隻数につきましては 年８月 日付の承認を受けていた13 20



船舶の隻数というふうにしてございます。

)の公示の対象となる海域につきましても、先ほどと同様で2
ございまして、政令で規定をしております海域ということにし

てございます。

)の育成のための方策でございますが、かごの網目規制につ3
きまして、現行の規制とは別に、脱出口つきのかごを使用する

場合に適用される規制について整備ということで、これは制限

または条件の中で対応することとしてございます。

その他といたしまして陸揚げ港制限につきましては、選定及

び届け出につきましては現行どおり継続いたしますが、先ほど

と同様に、知事の同意を要しないものとしたいと思います。

それから、陸揚げ予定日及び港の通報については廃止したい

と思います。

８番目がいか釣り漁業でございます。隻数につきましては、

大型いか釣り漁業につきましては、 年の４月１日及び 月13 11
１日付で承認をしていた隻数。中型いか釣り漁業につきまして

は、 年の３月 日付で承認をしている隻数ということにし14 19
たいと思います。

それから、公示の対象海域でございますが、中型いか釣り、

大型いか釣りのそれぞれの分かれております海域の４つの海域

に区分をいたしまして、公示の対象海域といたしたいと思いま

す。

続きまして、育成方策につきましては、現在のいか釣り漁業

についての操業禁止海域を見直すということで、我が国周辺に

設定されております大型いか釣りの禁止ライン、これは現在

トン以上の船舶についての操業禁止でございますが、これ139
を廃止いたしまして、さらに、いか釣り機の設置台数の制限を



従来どおり行いつつ、 の公示海域におきます船舶の上限ト1
ン数を トン、中型いか釣りの分でございますが トンと185 185
するということにいたしたいと思います。

それから、大型化につきましては、漁業調整上の問題を勘案

して、水産庁長官が認めたものに限りその対象とするというこ

とで、限定的に行いたいと思ってございます。

それから、陸揚げ港制限につきましては、同じように知事の

同意を要しないものとする。

以上が沖合関係の方針でございます。

○岡本遠洋課長 続きまして、遠洋課関係についての処理方針

について説明させていただきます。

５ページに戻っていただきまして、４の遠洋かつお・まぐろ

漁業についてでございますが、許可または起業の認可をすべき

隻数については、今説明がありましたほかの漁業と同様に、現

存の許可または起業の認可に係る船舶の隻数から、２年以上引

き続いて休漁している許可に係る船舶、または起業の認可を行

うことが不適当と認められるような船舶の隻数、さらに、今後

廃業等が見込まれる船舶の隻数を差し引いたものを公示隻数と

したいということでございます。

また、資源管理及び効率的かつ安定的な漁業経営の育成のた

めの方策ということでございますが、これにつきましては、従

来、トン数階層区分につきましては トン間隔でしておりま30
したものを トン間隔に変更し、階層区分を大くくりとして60
いきたいということでございます。

さらに、その他でございますが、かつお・まぐろ漁業は国際

的な資源管理と密接な関係を有するものでありますので、資源

管理の進展に対応して衛星通信技術を利用した船位、漁獲報告



機器の搭載を許可の制限または条件としたいということでござ

います。

同じく、当該機器の活用方法につきましては、関係者による

検討会の議論を経た上で、平成 年８月１日までに決定をす16
ることとしております。

次に、５の近海かつお・まぐろ漁業でございますが、このた

びの一斉更新から、新たに トンから トンの階層の漁業に10 20
ついても、近海かつお・まぐろ漁業として指定漁業の範疇に加

えることとしております。

起業の許可または起業の認可をすべき隻数について、 ト20
ン以上の船舶につきましては、ほかの漁業と同様でございます

が、現存の許可または起業の認可に係る船舶の隻数から許可ま

たは起業の認可を行うことが不適当と認められる船舶などの隻

数を差し引いた隻数とすることとしております。

また、新たに加わる トンから トンの船舶につきまして10 20
は、公示隻数は平成 年 月 日付で第一種小型まぐろは13 10 16
えなわ漁業の承認を受けていた船舶等の隻数とすることとして

おります。

さらに、新たに近海かつお・まぐろ漁業に加わる トンか10
ら トンの船舶に係る公示海域に関しましては、現行の第一20
種小型まぐろはえなわ漁業の規制海域として、承認漁業の取り

締まりに関する省令の別表第一に掲げた海域とする、そのまま

踏襲することとしております。

さらに、漁業経営の育成のための方策としましては、漁獲物

等の転載及び国外陸揚げの許可の有効期間を、許可が出てから

最長５年間有効とするような措置を講じたいと思っておりま

す。



また、かつお・まぐろ漁業に共通に関係する問題でございま

すが、国際資源管理の進展に対応した衛星通信技術を利用した

船位、漁獲報告機器の搭載を許可の制限または条件とすること

としております。

同じく、この当該機器の活用につきましては、関係者による

検討会の議論を経た上で、平成 年８月１日までに決定する16
こととしております。

以上でございます。

○小野分科会長 それでは、ただいま処理方針について説明が

ございましたが、何か御意見、御質問がありましたら。

植村委員。

○植村委員 今回の指定漁業許可の一斉更新は、基本法制定後

の初めてのものでありますが、今後の漁業、漁村の存続の基本

である資源の回復、持続的利用に深くかかわるものであること

から、漁協系統としては最重要課題として位置づけてきたわけ

でございますが、いかなる事態も資源の回復なくして浜の繁栄

はないという視点に立っております。

本日提示されております処理方針は、我々の要望についても

受けとめられておりまして、資源管理を基本に据えた国、都道

府県が中心となって沿岸・沖合漁業者の協議の進展を図るこ

と、当事者で合意されたものに限らず、必要なものは順次制度

化するなどが盛り込まれておりますので、およそ了とするとこ

ろでございます。

しかし、これが実践において、水産基本法が制定されて初め

てのものですから、最低限のものは、この８月の更新に、実態

として浜が認知できるような姿のものを我々は期待をいたして

おるわけでございます。今さら申し上げるまでもなく、この現



在の線引きというのは無動力が中心の沿岸漁船と、小規模のエ

ンジンを搭載した沖合漁船という中で進められた線引きですか

ら、時代の現実に適応した形で共存し得る中でも資源が存続で

きるような状況でやっていただきたいと。ぜひその視点を忘れ

ないようにやっていただきたい、こういうふうに要請をいたす

ところでございます。

中型以下のいわゆる増トンの問題もありますが、実質増トン

ということよりも、現状の状況を踏まえた、いわゆる全漁協の

理解の中で本日の提案が出ております。我々も沿岸・沖合とい

う境の問題を論ずるものではなくて、やはり沿岸域の藻場、干

潟づくりというもの、あるいは磯場の活用、投石等による海底

造林、そういうものがこれからの資源管理という面で進められ

ていくわけですから、今日それが否定されるような、 メ3,000
ートル前後の知事認可の共同漁業権内の手狭い沿岸域や資源保

護区域をおおう大臣許可の禁止ラインの問題等は、これはぜひ

是正していかなければならない。これは、先般の自民党の水産

小委員会でもそれぞれ大変大きな発言があったとおりでござい

ます。それについての水産庁の考え方をお伺いしておきたいと

思います。

それから、先般の水産基本計画の中でも今井課長さんに質問

申し上げた経過がありますけれども、この際、今すぐこれに組

み込むということは時間的にも問題があろうかと思いますが、

沿岸・沖合というものの定義づけといいますか、実際、どのよ

うな新しい時代における定義づけをするのか、これは論議をす

る必要があると思います。この問題を提起して、水産庁のこれ

に対する取り組みというものが必要じゃないかと思いますの

で、この２点についてお伺いしておきたいと思います。



○川口水産庁次長 今植村委員から御質問ございました点、御

説明申し上げたいと思います。今もお話ございましたように、

この諮問事項と直ではございませんけれども、私どもの考え方

ということでございましたので、お話を申し上げたいと思いま

す。

植村委員からも御指摘ございましたが、今般の水産基本法あ

るいは基本計画の中でうたっておりますのは、国民に対して安

全な水産物を安定的に供給していくということ、あるいはそれ

を担う漁業の安定を今後図っていくということが大変重要でご

ざいまして、そういう中でどういう漁業を今後つくっていくの

かということが大きな課題だと思っています。特に水産行政に

とりましては、資源を守って、育てて、将来、漁獲量の増大を

期していくということが当面の最重要課題であろうというふう

に考えています。

そういう観点に立ちますと、今後の各地の、いわゆる言葉の

問題はございますが、沿岸あるいは沖合という中の調整問題に

つきましても、双方のお話し合いの合意というものが基本には

なりますけれども、そういう中で個別漁業ごとに話し合いをす

ることがポイントであろうと。なかなか一括して、総くくりを

して観念論で話をしましても、物事は解決してまいりません。

そういう意味では、個別具体的に個々の問題について、先ほど

ございましたように、国が主体的に行動しながら取り組みをし

ていきたいというふうに思うわけです。

そういう中で、沿岸の漁協ですとか、あるいは漁種別の漁協

ですとか、皆さんそれぞれ各浜の漁業者でありますし、あるい

はそれぞれ漁協系統、漁業団体の構成メンバーでもあるわけで

して、そういう方々も対象にしながら、指定漁業の許可の更新



が行われます８月の１日までに必要な調整ができるように、私

どもも最大限の努力をしていきたいというふうに考えておりま

す。

そういう中で、８月１日までにどうしても物理的に調整がで

きないといったものにつきましても、引き続き、早い解決を目

指すべく努力を継続したい、こういう方針で取り組みをしてい

くつもりでございます。

それから、具体的な御質問がございました陸域にかかわりま

すような禁止ライン等々の問題につきましても、今回の更新を

機に見直しをしたいというふうに思っております。

いずれにしましても、こういうものは、申し上げましたよう

に、各漁業者それぞれとの、各浜の地区漁協あるいは漁種別漁

協、県漁連あるいは最後は全漁連系統のメンバーでございます

ので、皆さん方の協調もいただきながら、あるいは都道府県等

の自治体とも相談しながら前向きに取り組みをしていきたいと

いうふうに思っております。

つけ加えますと、もう一つ資源の問題につきましては、特に

今年度から資源回復計画というものを全国的に展開をしており

ます。そういう中で沿岸・沖合を問わず、資源回復に必要な操

業のあり方について、広域漁業調整委員会という仕組みも設け

ておりますので、そういうものを活用しながら合意づくりの中

で解決をしていきたいというふうに考えております。

それから、２つ目にございました沿岸・沖合の言葉の問題と

いいますか、確かにこの言葉は、船の大きさあるいは操業の場

所、イメージはいろいろあるわけでございます。したがって、

今までのこの言葉は、 トン未満の漁船とかそういう定義で10
ございましたので、むしろこれを場所的な観念あるいは船の大



きさの観念、どういう面でそれを考えていけばいいのかという

のは、今しばし時間をいただいて検討をしていくことが必要だ

ろうというふうに思っております。

詳細ございましたら、企画課長の方で補足をいたします。

○今井企画課長 補足させていただきますと、基本計画の際に

も植村委員の方に御説明したかと思いますけれども、御指摘の

ありましたとおり、基本法におきましては、国連海洋法条約が

締結されまして新たな国際秩序ができ上がったわけでございま

すので、これまでの沿振法のもとでは沿岸、沖合、遠洋という

ような区分で全体の政策を進めてきたわけですけれども、新し

い水産基本法におきましては、 海里内外ということで政策200
の区分をしておりまして、お気づきとは思いますけれども、基

本法の中に、もはや沿岸、沖合、遠洋というような言葉はない

ような基本法になっております。

ただ、そうは申しましても、基本法で 海里内外という200
ことで政策の方向づけの区分をしたからといって、実態がすぐ

に変わるわけではございませんで、実態は今までのものを引き

、 、ずりながらといいますか やられているわけでございますので

そういう実態も踏まえながら、今後、基本法の整理をどういう

ふうに実態の方に反映させていくかということにつきまして

は、今次長が申し上げましたように、今後の検討課題としてい

ろいろな面で検討を進めていきたいというふうに考えていると

いうことでございます。

○植村委員 了解。

○小野分科会長 寿・委員。

○寿・委員 関連ですけれども、ただいまの植村委員のお話と

次長さん、企画課長さんのお話で大体理解できましたし、重複



する部分があるかと思いますが、重ねて私の方からはお願いを

したいと思います。

今回の切りかえについては、かつてないほどの沿岸漁業者か

らの陳情要請があったやに聞いております。それと申しますの

も、ただいまの規制が約 年経過しておりますので、双方と40
も操業実態がかなり変わっておるわけですね。特に西日本・九

州地区では漁場の競合、漁種の競合、これによるトラブルが非

常に多うございます。そういうのを踏まえ、こういう方針なり

ができ上がったと思いますけれども、共存ということを考えま

すとこの方針やむを得ないと思いますが、私がお願いしたいの

は４ページの「５ 沿岸・沖合漁業者の協議の促進 、これに」

つきましてはブロック別漁業者協議会がなくなった経緯もござ

いますし、この取り組みにつきましては、許可者である国と県

が積極的に取り組んでいただきたいというお願いでございま

す。

私の偏見かもしれませんが、この文面を読むと、少し消極的

なような気がしておりますので、積極的に許可者である国と県

が取り組んでいただきたい、トラブル防止に取り組んでいただ

きたいというお願いでございます。

以上です。

○小野分科会長 島委員。

○島委員 関連して、少しお考えをお聞きしたいんですけれど

も、今寿・委員のことにも非常に関連することなんですが、処

理方針についての基本的な考え方については私も異論はござい

ませんけれども、方針の中の幾つかの点で若干お聞きしたいと

いうことでございます。

最初の第１の方針の第３パラグラフのところを見ますと、指



定漁業等の経営は大変な困難な状況にある、これはそのとおり

だと思います。ですから 「許可に係る諸規制が、結果として、

経営上の自由度を狭めている面がある 、これもそうだと思い」

ます。ですから 「経営改善に資する観点から、漁業全般の諸、

規制のあり方を見直す」と。特に効率的かつ安定的な漁業経営

を育成していくという方針からは、当然そういうことの方向性

が出てくるというのもうなづけると思います。

、 、 、ただ 気になるのは 本格的な 海里時代に入りまして200
今寿 委員も言われた操業にも絡むことですが、操業自身が我

が国周辺水域に非常に限定されてきているということで、沿岸

漁業との漁業紛争あるいは違反操業などが非常に懸念されると

思っております。

中を読ませていただいて、例えば３ページ目のところの漁業

モラルの確立。これはそのとおりだと思いますけれども、中に

もいろいろと違反に対する行政処分等のことが書いてあります

が、違反操業に対して、もう少し踏み込んで厳しい行政処分が

あってもいいのじゃないかというような気もしております。

同時に、今重ねて寿・委員からの質問とのかかわり合いとい

うことで最初にお話ししましたが、４ページ目の「沿岸・沖合

漁業者の協議の促進」というところでございますけれども、い

ずれにしても、これからいろいろな形で漁業紛争、違反操業等

々が頻発することが懸念されるところもありますので、そうい

う意味では紛争の防止の観点から、話し合いの場や仲介という

ことでは、基本的にはそういう方向だと思いますが、その段階

だけじゃなくて、国は水産基本法にのっとって、基本的には資

源回復という観点を持ってこれから臨んでいくわけですから、

もうちょっと踏み込んだ漁業調整の役割。極端なことを言った



ら、行政指導等々含めてここに盛り込んでもらいたいなという

気持ちがちょっとございました。

川口次長が言われました、主体的に行動して漁業調整をして

いくということでさっきお話ございましたけれども、ここの箇

所に関して、もう少し積極的に記述があってもいいのではない

かという形で、少なくとも漁業紛争なり違反操業等々は非常に

心配されるという観点で、その辺のお考えを少しお聞きしたい

なと思っております。

○小野分科会長 特に漁業紛争、違反操業ということですが。

それでは、お願いします。

○井貫沿岸沖合課長 先ほど次長から発言いただきましたのが

大要でございますけれども、実際、漁業調整を担当いたしてお

ります沿岸沖合課長として、少し発言させていただきたいと思

います。

基本的には、ここにありますように、国が主体的にいかに両

者の協議の促進を図るかというところに尽きているわけでござ

、 、 、いますが その中であっせん 話し合いの仲介といいますのは

あくまでも当事者間の真ん中に立って我々はやっていかなきゃ

いけないと思っております。沿岸側に寄ることも沖合側に寄る

ことも、結局は当事者に悪い結果をもたらすというふうに考え

ておりますので、そういった意味であっせん、話し合いの仲介

、 、というのが基本になろうかと思いますが その前提としまして

我々が沿岸側、沖合側にいろいろお話しする際にも、新しい基

本法のもとの持続的利用なり資源管理なり、そういった対応の

中でいろいろな説得をし、また理解を得るといった作業をやっ

ていきたいと思っております。

そういったことで、我々国が中心になっていろいろな物事を



進めますし、また場合によりましては当事者間で、国なり県な

りに入ってもらわなくても我々等で話し合って解決すると、そ

ういったこともございますので、そういった必要があれば国と

してどんどんと入っていきたいと思いますし、また、両者に会

っていただいてお話し合いをしてもらうとか、個別にそれぞれ

実情を聞いたり我々の方から説得工作をすると、そういったこ

とをしなければいけないというふうに思っています。

また、その際に国だけではなく、当然県の方々、漁連、漁協

等の系統の方々、漁業調整委員会等々の方々の協力、御理解も

得ながら、支援も得ながらやっていきたいと。そういうことで

主体的に国が、これまでも一生懸命やっておったつもりですけ

れども、より一層一生懸命汗をかかせていただくというふうに

考えてございます。

○小野分科会長 そのほかに、この処理方針について御意見、

御質問ございませんか。

石黒委員。

○石黒委員 ちょっとお聞きしたいんですけど ４ページの 沖、 「

合底びき網漁業」の )の「その他」なんですが 「陸揚港制限3 、

については、選定届出制は現行どおり継続する」んだと 「但。

し、陸揚港選定に係る知事同意を要しないもの」だというふう

に書いてあるんですけれども、従来、都道府県の知事というの

は、その持っている海域の事情等々を十分把握した上、その届

け出があれば同意をするということだろうというふうに私は常

識的に考えているんですが、その同意が要らないということに

なれば、例えば業者からどこどこの漁港に陸揚げをしたいとい

う届け出があれば、それでいいよというふうなことなんでしょ

うけれども、その裏には、選定されるところを管轄している漁



協との協議その他、そういうものがあるんでしょうか。それら

のものがここに明示されてないものですから、その辺ちょっと

聞いてみたいんですけど。

○井貫沿岸沖合課長 お答えいたします。

これにつきましては、知事のいわゆる行政当局としての最高

責任者の同意を要しないということでありまして、当然陸揚げ

する際には、そこの市場の関係、漁協の関係等と話し合いをし

た上で、じゃここに陸揚げしましょうかというふうになります

ので、そこは当然ながら、陸揚げする地元と協議が調った上で

ないと届け出同意は出ないものだというふうに理解してござい

ます。

○石黒委員 そうすると、事前協議は必ずそこの漁協とあると

いうふうに理解していいんですね。

○井貫沿岸沖合課長 これまでもそうですし、実態上そういう

ふうになろうかと理解してございます。

○石黒委員 わかりました。

○小野分科会長 島委員。

○島委員 ありがとうございました。

もう１点だけ。必要があれば積極的に入っていくということ

で、それはよくわかるんですが、従来と違って、資源回復計画

を立てて、国がきちっとした周辺 海里域の資源を管理し200
ながら、持続的に利用し、漁業していくという大きな方針で、

従来とは大分違いますので、沿岸と沖合との対立、漁業紛争と

いうのも、当然いろいろな漁業紛争が起こりますので、先ほど

言いましたように、 海里水域にある面では限定されてくる200
傾向がありますので、もうちょっと強く出れないものでしょう

か。というのは、水産基本法、前はそういうことはなかったわ



けですよね。今度は回復計画も立てて、国がかなり強いイニシ

アティブをとっていくというとこがありますので、先ほどの、

長官は主体的に行動し調整するという中身をもう少し踏み込む

ということは難しいものなんでしょうか。

○井貫沿岸沖合課長 全体的な動きといたしましては、資源回

復計画なり基本法なり広域漁業調整委員会の場を通しまして、

より積極的にやっていくということでございますが、個別具体

的な事例に関しましては、それぞれの当事者間の実態なり、ト

ラブルの内容なり、懸念される事項がどうかと、そういった実

態に応じまして、個別にそれぞれ当事者間がどう考えているの

か、実態がどうかというような中で問題解決を図っていかなけ

ればならないということでございますので、そこは、当事者間

で別に仲介してもらわなくてもいいよと言っているところに積

極的に行くとか、そういったことは考えられないということで

ございまして、全体的にとにかく積極的にやりますけれども、

個別具体的な話につきましては、それぞれ個別具体の中身に応

じて対応したいということでございまして、何でもかんでも入

っていくということは実態上かえって不都合があるのかなと。

そういった意味で申し上げたところでございます。

○小野分科会長 そのほかに、この処理方針につきまして御質

問。

増田委員。

○増田委員 ２点ほど質問させていただきます。

１点目は、３回の小委員会までにいただいた資料と比べてみ

まして、２ページ、３ページにあります、２ページは代船の小

型化の関係、３ページでは船位、報告機器の搭載に係る検討と

いう部分で、特にここが大きく変わっておるんですが、何か意



味があるのか、読んだとおりのあれでわかりやすくしただけな

のか、もし何かあれば、その辺説明をいただければというふう

に思います。ほかにも多々、具体的に数字が入っている部分も

ありますけれども、特にここが修正箇所が多いものですから、

もし説明いただければというふうに思います。

もう１点は、３ページ目の「労働問題への対応」という部分

で、先ほど今井課長の方から説明があったのでちょっと気にか

かって質問させていただくんですが、以前私が御質問したとき

に、漁船乗組員というこの部分は、日本人のみなのか、外国人

も含まれているのかという質問をした覚えがあるんですが、そ

のときに、外国人も含んでいるという御答弁をいただいた記憶

があります。間違っていればそれでいいんですが、もし外国人

、 、 、も含んでの表現でありますと この部分は この後に続く沿岸

沖合、遠洋漁業のすべての漁業種のかがみの部分の労働力問題

の対応の部分になりますので、今ある外国人の漁船部隊での混

乗という実態は、過去、閣議了解事項等踏まえての海外基地方

式並びにマルシップ方式での外国人船員が混乗しておりますの

で、ちょっと言葉足らずなのかなと思ったりもします。

そういった意味で、これは日本人だけの漁船船員の考え方で

すということであれば、今私が言った部分は忘れていただいて

結構なんですが、その辺、御質問と意見がちょっと入りました

けれども、お願いします。

○小野分科会長 労働問題 特に外国人船員ですね それと ２、 、 「

効率的かつ安定的な漁業経営の育成」の特に３ページ以下に

なっている部分ですが、その部分が拡大しているというか詳し

くなっている理由という、以上２点ですけれども。

○今井企画課長 まず、１点目ですけれども、資料でいきます



と２ページの )の代船の小型化のところの書きぶりというこ3
とだと思いますけれども、後ほど、具体的な諮問事項の資料２

で御説明することになりますけれども、この部分につきまして

は、代船の小型化が容易となるような公示方法を導入するとい

うことを検討するというふうに小委員会の段階ではなっており

まして、括弧書きで、それがもし法制度的に無理な場合には、

従来のやつの期間をもう少し長く延ばしますというふうに処理

しておりましたけれども、後ほど諮問事項として説明しますけ

れども、法制的に、当初検討していたものが認められるという

ことになって諮問案をつくっておりますので、そうなれば、そ

ういうことができない場合にはというのをあえて括弧で書いて

、 。おく必要もないので それを落としたということでございます

それと、あと労働問題への対応についての今の御質問ですけ

れども、増田委員には基本計画の審議の企画部会の委員にも入

っていただいておりまして、先ほどの御質問というのは、企画

部会で基本計画を審議している過程で増田委員の方から御質問

いただいた件だと思いますけれども、そちらの方のときには、

マルシップ制度だとかそういうものもあって、全体として遠洋

漁業の操業の確保みたいなことをやっているので、そういう文

脈の部分につきまして、そういうことですから外国人の船員も

その部分では含まれているんですというふうに御説明したと思

いますけれども、ここにつきましては、基本的に増田委員が今

おっしゃったような、念頭に置いておりますのは、日本人船員

の安定的な確保を図るためということでここでは整理している

というふうに理解していただいて結構かと思います。

○井貫沿岸沖合課長 船位確定装置の関係でございますけれど

も、従来、遠洋かつお・まぐろ、近海かつお・まぐろについて



論議されてございましたけれども、海外まき網漁業につきまし

ては、遠洋かつお・まぐろ、近海かつお・まぐろと同様の国際

間の関係がございますので、海まきについてだけ同じような規

定といいますか処理方針にしたということでございます。

○小野分科会長 そのほかに。

三鬼委員。

○三鬼委員 許可の条件の中に通信衛星のことがありましたけ

れども、今現在、かつお・まぐろの中でどれぐらいの隻数とい

うか、普及しているのか、その辺、承知しておりましょうか。

○岡本遠洋課長 ちょっと手元には数字は持っておりません

が、半分以上は普及しているというふうに理解しております。

今後ともいろいろな分野、特に国際的な資源管理というものが

かつお・まぐろ漁業につきましては話題になり、また、日本の

漁業の管理のあり方にもその扱いが波及してくることになりま

すので、私どもとしてはこの機器の設置というものについて、

どういう活用をしていくかということを踏まえ、関係者の皆さ

んとも議論をした上で、一定の期間を置いた上で、設置につき

ましては許可の制限または条件として考えていきたいというふ

うに考えているわけです。

○三鬼委員 あと２年余りの猶予期間があるように書いてあり

ますが、これはメーカーというか、統一された機器ということ

でしょうか。

○岡本遠洋課長 具体的にはいろいろな機器の仕様とかという

ものがありまして、現在、個々の漁業者さんがつけておられる

のもいろいろな機器メーカーのものがついております。そうい

う意味では私どもとしては、機能の面からどういうふうな形の

ものにしていくべきかというふうに考えているわけです。



○三鬼委員 ありがとうございました。

○小野分科会長 そのほかにございますか。

特にございませんか。

それでは、平成 年指定漁業の許可の一斉更新についての14
処理方針(案)について、了承するということでよろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○小野分科会長 ありがとうございました。

それでは、処理方針は了承されたということにいたします。

諮問第 号 漁業法第 条第１項の規定に基づ24 58
く公示について

○小野分科会長 それでは、ただいま了承されました処理方針

に基づき作成された公示案である諮問第 号について、御説24
明をお願いいたします。

○井貫沿岸沖合課長 では、資料２に基づいて説明させていた

だきます。

まず、諮問文を朗読させていただきます。

水産政策審議会

会長 小野 征一郎 殿

農林水産大臣 武部

勤

漁業法第 条第１項の規定に基づく公示につい58
て（諮問第 号)24



次に掲げる漁業についての漁業法（昭和 年法律第 号)24 267
第 条第１項の規定に基づく公示を別添のとおり定めたいの58
で、同条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める、と

、 。いうことで )から )までの指定漁業についてでございます1 8
別添が、非常に大部にわたりまして、 ページにもわたる128

ものでございますけれども、まず、私の方から沖合関係につい

て、公示の内容について御説明いたしたいと思います。

まず、１ページから ページまでが沖合底びき網漁業につ45
いての公示案でございます。沖合底びき網漁業につきましての

許可または起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域

別の隻数並びに許可または起業の認可を申請すべき期間を次の

ように定めたので告示するという内容でございます。

１が隻数でございます。表がずっとございまして、表につき

ましては、操業区域、これが )から( )までのパターンがご1 47
ざいます。これは実際上、許可証に掲載される操業区域のパタ

ーンが 種類あるということでございます。47
それから、漁業の方法につきましては、１そうびき、２そう

びき、１そうびき又は２そうびき、１そうびき及び２そうびき

、 。といった形で それぞれの実態に応じて区分をしてございます

それから、総トン数につきまして、総トン数ごとの隻数をそ

れぞれ書いておりまして、その下に階層名ということになって

おります。

この辺を少し詳しく説明したいと思いますので、 ページ12
の 番のところで説明したいと思います。ここにございます35
ように、この の部分につきましては、トン数階層を３つに35

15分けてございます。一番下の区分が新トン数で申しますと



トン以上 トン未満、２番目の区分が トン以上 トン未41 15 76
満、３つ目の区分が トン以上 トン未満ということで、従15 96
来でありますと トン以上 トン未満、 トン以上 トン15 41 41 76
未満、 トン以上 トン未満というような分け方をしておっ76 96
たわけですけれども、今回、すべてについて トン以上の下15
限を記すということで、従来ですと、 トン型が トンあた76 39
りに低くする場合には、階層が別になりまして、一たん小さく

しますと、今度はもとに戻るときに増トン等の手続等がかかる

ということで、こういう新しい形にすることによりまして、適

宜小型化ができるというふうにしたものでございます。

15 76 15ただ、この トン以上 トン未満の階層だったのか、

トン以上 トン未満の階層だったのかわからなくなるという41
危険もございますので、下に )、 )、 )と書いております階1 2 3
層の区分をしまして、これを許可証上、第１階層、第２階層、

第３階層であるということがはっきりわかるようにしたいとい

うふうに考えてございます。

16そういったことで、それぞれの許可証のパターンごとに、

ページまで 種類について記載してございます。47
全体の隻数につきましては、前回 隻でございましたけれ532

ども、今回 隻ということで、 隻の減になってございま445 87
す。

ページまで飛んでいただきたいんですが、 ページの備17 17
考につきましては、いわゆるボーナストン数については補充ト

ン数として使用できないといったことを明示してございます。

それから、２といたしまして、許可または起業の認可を申請

すべき期間ということで、平成 年４月、空欄になってござ14
22いますが、告示の日から３カ月ということで、例えば４月



日に告示ができますと、７月の 日までというような形で実21
際上の告示をしたいと思ってございます。

それから、ここに書いてあります備考ということで、３つの

備考をつけてございます。１番目の備考は、新トン数と旧トン

数との説明でございます。

14２番目といたしまして 許可の有効期間については 平成、 、

年８月１日から平成 年７月 日までということで、５年間19 31
の有効期間を明示してございます。

３番目が、制限または条件ということで、この告示に係りま

す許可または起業の認可につきましては、上欄の区分、操業区

域別といいますかそれぞれのパターンごとについて、下の制限

または条件、すべてではございませんが、重立ったものほとん

どの制限条件を書いてございますが、そういったものをつける

ということで、この区分が１から、ページ の までに分か22 30
れております。制限または条件の例といたしましては、１から

まで書いてございます。その主要なところについて御説明68
したいと思います。

ページの別記１ということで、操業区域の定義をしてご23
ざいます。これは北海道区と書いてございますが、これは北海

道区、太平洋北区、太平洋中区、太平洋南区、日本海北区、日

。 、 、 、本海西区ということでそれぞれございます 全体の１ ２ ３

４、となっております区域は までの番号がついてございま47
すが、中に欠番が５つございますし、枝番が２つございますの

で、実際上は の操業区域に分かれているということでござ44
います。一々について御説明は省略させていただきたいと思い

ます。

続きまして、 ページが別記２ということで、制限または31



条件の例でございます。例えば北海道区につきましては、にし

んの体長制限等の規定、かに、つぶの採捕禁止の規定、こうい

ったことを制限条件に入れるということでございます。それぞ

れ海域ごとの実態に応じまして、いろいろな当事者間の合意と

いいますか漁業調整上の結果等も踏まえまして、それぞれ個別

具体的に制限条件の例を書いてございます。

最後、 ページを見ていただきたいんですけれども、 番44 68
目にございますところが、先ほどの全体的な方針の説明であり

ました馬力規制でございます。当該漁船に使用できる船舶の推

進機関の出力は、それぞれ次の区分に応じた出力を超えてはな

15 41 670らないということで、 トン以上 トン未満については

キロワット、 トン以上 トン未満については キロワッ41 76 740
ト、 トン以上 トン未満については キロワットという76 96 960
形で、それから トン以上 トン未満については キ96 126 1,030
ロワットということで、それぞれ推進機関の出力を制限または

条件で規定したいということでございます。

以上が、沖合底びき網漁業についての公示案の御説明でござ

います。

続きまして、 ページから ページまでが以西底びき網漁46 50
業についての公示案でございます。

以西底びき網漁業につきましては、前回 隻でございまし54
たが、今回 隻ということで、 隻の減少になってございま18 36
す。

操業区域、漁業の方法。以西につきましては、中間漁区と、

もともとの以西底びき網の操業区域ということで、操業期間が

分かれてございます。そういったことで、沖底と比べまして操

業期間の欄が多いということでございます。



15 185それから、総トン数の区分につきましては、 トン以上

トン未満の区分と トン以上 トン未満の区分ということで15 75
ございます。本来の以西底びきにつきましては 隻、沖合底18
びき網漁業に以西底びきの許可を与える部分につきましては

隻ということでございます。42
備考については、先ほどと同じように、新トン数と旧トン数

の定義、それからボーナストン数は補充トン数に使えないとい

うことを書いてございます。

それから、許可または起業の認可を申請すべき期間について

は、先ほどと同様で告示の日から３カ月でございます。

許可の有効期間についても、同様に平成 年８月１日から14
５カ年間ということでございます。

それから、 ページが制限または条件でございますが、外49
国の入漁許可の関係がございますので、その外国の許可を受け

るとともに、規則なり外国の法令を遵守しなければならないと

いう制限条件、それから出力の制限ということで、 キロワ30
ットを超えてはならないということにしてございます。

なお、沖底分について以西の許可を与える部分につきまして

は、沖底の方で規制をしておりますので、ここでは新たにつけ

ないということにしてございます。

、 。それから 操業区域についてそれぞれ区分をしてございます

中間漁区と以西の部分ということでございます。

以上が、以西底びき網漁業の関連でございます。

続きまして、大中型まき網漁業が ページから ページま51 95
でにわたってございます。大中型まき網漁業についても、操業

区域、これが )から( )までのパターン、 ページまでにわ1 22 58
たりますが、そういうパターンに分かれておりまして、それぞ



れごとの種類の許可証があるということでございます。

、 。 、漁業の方法につきましても １そうまきと２そうまき ただ

２そうまきにつきましては一部分しかございませんで、北部太

。平洋の 隻だけが２そうまきの許可として残ってございます18
総トン数、隻数につきましては、先ほどと同じですが、階層

につきましては、 トン以上 トン未満、 トン以上 ト15 37 15 48
ン未満、 トン以上 トン未満、 トン以上 トン未満48 81 48 136
ということで４つに分けてございます。そのほか海まきに関し

ましては、 トン以上 トン未満、 トン以上 トン200 351 200 761
未満という２種類にしてございます。先ほどの沖合底びき網漁

業と違いますのは、いわゆる旧トン数の トンで切ってござ40
います。これは、 トン未満の大中型まき網につきましては40
北部太平洋海区でしか存在しないということで、そこを明確に

するために、 トン以上の部分と トン以上の部分に区分け15 48
しているということでございます。

それぞれの操業区域のパターンごとの漁法、トン数階層、隻

数を書いてございます。

それから、沖合底びき網漁業と同じように、階層名につきま

しては許可証上に明記することとしてございます。

、 、58ページ以降が備考で 同じ備考がついてございますから

許可または起業の認可を申請すべき期間についても告示の日か

ら３カ月。許可の有効期間についても、平成 年８月１日か14
ら５カ年間ということでございます。

それから、制限条件につきましては、 ページ以降、操業60
。 、区域が の操業区域に分かれてございます 北部太平洋海区10

中部太平洋海区、南部太平洋海区ということで太平洋に来まし

て、それからまた日本海に戻りまして北部日本海海区、中部日



本海海区、西部日本海海区に分かれてございます。それから、

九州西部海区、東海黄海海区とございまして、 の太平洋中90
央海区とインド洋海区につきましては、いわゆる海まきの操業

区域でございます。

ページからが、制限または条件の例でございます。それ62
ぞれの海区ごとに分けてございますが、まき網の場合、沖底の

ように一括してやってございませんで、まず１番は、操業区域

及び操業期間の制限を海区ごとに例示してございます。

76 76それから、 ページまで行っていただきたいんですが、

ページからが魚種の制限についての制限条件の例を書いてござ

います。北部太平洋海区でありますと、かつお及びまぐろ以外

の水産動物を採捕してはならないといった制限条件がつけられ

るということでございます。

それから、 ページ、次ページでございますが、これは漁77
具漁法の制限についての制限または条件ということでございま

す。

ここで若干御説明しなければいけないのは、 ページを見78
ていただきたいんですが、 )で附属船に関する事項は次はとお4
りということで、従前ですと魚探船２隻、運搬船３隻といった

制限条件にしていたわけですが、方針のところで御説明しまし

たように、運搬船の共用が可能になるということで、規定ぶり

といたしましては、まず附属船の隻数は５隻以内ということで

決めてございます。それから、運搬船の隻数は３隻以内という

ことで、指定省令の規定に基づきまして届け出た船舶以外の船

舶を運搬船として使用してはならないということにしてござい

ます。

その上で、ウにありますように 「ア及びイの規定に関わら、



ず、水産庁長官の承認を受けた運搬船については、当該隻数の

範囲を超えて使用することができる」ということにしてござい

ます。

それから、次ページ、 ページのエに書いてございますよ79
うに、その承認については、承認証を備えつけておかなければ

ならない。

それから、魚探船の隻数は２隻以内。ここは従前どおりでご

ざいます。運搬船につきましては、例えば現在３隻でもって届

け出て使っているものについては、届け出を２隻として、その

ほかに水産庁長官の承認ということで、他船団に届け出られて

います運搬船を１～２隻使えるということにいたしまして、全

体的な運搬船の隻数を減らして、なおかつ操業上支障のないよ

うにしようということで、共用運搬船制度をこういう形で規定

をしてございます。

ページでございますが、きはだの採捕にかかわる制限と92
いうことで、これは全米熱帯まぐろ類条約に関連いたします規

定でございますが、実態上はそこまでほとんど増強はしていな

いということでございますが、従来からこういった制限条件が

あるということでございます。

以上が、大中型まき網についての説明でございます。

続きまして、 ページまで飛んでいただきたいんですが、114
北太平洋さんま漁業について御説明いたします。 ページの114
北太平洋さんま漁業についての隻数なり申請期間についての告

示でございます。

許可または起業の認可をすべき船舶の総トン別の隻数といた

しまして、１本で トン以上 トン未満の船舶、 隻と10 200 232
いうことで、現在の承認の隻数でございます。



それから、申請期間につきましては、告示の日から３カ月。

許可の有効期間は、平成 年８月１日から５カ年ということ14
であります。

それから、制限条件につきましても、ロシアとの入漁との関

係の規定、さけ・ますを戻さなければならないという規定、そ

れから、さんま船上選別機を設置してはならないという現行の

規定をそのまま持ってきてございます。

、 、続きまして ページが日本海べにずわいがに漁業の隻数116
申請等の公示の案でございます。隻数につきましては、 ト200
ン未満の船舶 隻。申請期間につきましては、告示の日から22
３カ月間。許可の有効期間につきましては、平成 年８月１14
日から５カ年間ということでございます。

それから、制限条件につきましても、 ページ、 ペー117 118
ジに記してございます。それぞれトン数階層ごと、 トン以100
上のものと トン以下について、かごの数を制限、それぞれ99
改定してございます。

それから、 ページにあります７の操業禁止区域につきま118
しては、これはいわゆる北朝鮮の暫定漁業水域ということで、

ここに今入漁してございますのは４隻ほどございますが、その

４隻につきましてはこの制限条件をつけないと、そのほかにつ

いてはこの制限条件をつけるということにしてございます。

以上が、べにずわいがに漁業についてでございます。

それから、 ページ以降 ページまでがいか釣り漁業で120 128
ございます。隻数につきましては、操業区域ごとにそれぞれ５

つのパターンに分かれてございます。ちなみにいか釣り漁業に

つきましては、承認隻数が 、合計が 隻でございます。420 428
申請期間、許可の有効期間については同様でございます。



それから、制限条件につきましても、４つのパターンごとに

それぞれ制限または条件をつけるということでございます。

操業区域につきましては、現行の中型いか釣りの区域、大型

いか釣りの区域、あかいか漁業の区域、その他ということにな

ってございます。

ページにありますような、３、４、５、水中集魚灯の禁125
止、電力総和が キロワット以下、いか釣り機の設置台数は250
台以内というのが、中型いか釣りについての規定でありま25

す。

それから、衛星航行装置については、大型いか釣りについて

の制限条件ということでございます。

以上、雑駁でございますが、沖合関係の漁業について御説明

いたしました。

続いて、遠洋かつお・まぐろ漁業について遠洋課長からお願

いします。

○岡本遠洋課長 資料の ページで、まず、遠洋かつお・ま96
ぐろ漁業に関する告示案について説明させていただきます。

遠洋かつお・まぐろ漁業の許可または起業の認可をすべき船

舶の総トン数別の隻数につきましては、一斉更新の処理方針の

際にも説明させていただいておりますが、トン数階層幅につい

ては、代船取得等を容易にするため、また漁業経営の規模に柔

軟性を持たせるための漁船の小型化が容易にできるように、許

可し得る船舶の漁船の総トン数の階層幅の下限をそろえ、大く

くりとするとともに、各トン数階層の上限区分を従来の ト30
ン幅から トン幅に変更することとしております。60
公示隻数につきましては、前回の 隻から 隻少ない784 159
隻とすることとしておりまして、公示隻数については、従625



来と同様に浮きはえ縄と釣りに分けて公示することとしており

ます。

また、許可または起業の認可に付すことがある制限または条

件としましては、備考に記してございますが、表現ぶりがちょ

っと前回と変わりまして、外国の 海里水域内で操業する200
場合に関しましての規定ぶりを、入漁先国の法令を遵守する旨

の規定として書きました。

これが、遠洋かつお・まぐろ漁業に関する告示案でございま

す。

次いで、 ページの方に、近海かつお・まぐろ漁業に関す102
る告示案がございます。近海かつお・まぐろ漁業の許可または

起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数に

つきましては、この近海かつお・まぐろ漁業も同じでございま

すが、トン数階層につきましては、下限をそろえた大くくりの

階層を定めております。

、 。公示隻数につきましては 隻とすることとしております543
従来からの近海かつお・まぐろ漁業である トン以上の船舶20
につきましては、前回より 隻少ない 隻、新たに ト94 235 10
ンから トン階層に加わりますものにつきましては 隻と20 308
することとしております。

さらに、公示海域につきましては、近海かつお・まぐろにつ

きましては従前どおりの公示海域としておりまして、新たに加

わります トンから トンにつきましては、操業海域につき10 20
ましては、従前の第一種小型まぐろはえ縄漁業の承認海域とい

うことで公示海域をしております。

その他、同じように外国 海里水域等の操業に関する制限200
、 、または条件につきましては 遠洋かつお・まぐろ漁業と同様に



表現ぶりの規定を入漁先国の法令遵守というような形としての

規定をしております。

大体以上でございます。

○小野分科会長 ８漁種、かなりタイトな説明でしたが、ただ

いまの説明につきまして、何か御意見、御質問があればお願い

いたします。

中村（晃）委員。

（ ） 、 、○中村 晃 委員 べにずわいなんですが かごの網目規制で

脱出口つきのかごの場合は、別途、規制を整備するというふう

に対処方針でなっているんですが、今回のこの告示案では、そ

れはどこで読むということになるんですか。

○井貫沿岸沖合課長 この制限条件につきましては、すべてを

網羅していないというのが一つでございますが、脱出口につき

ましては、実際上、制限条件には入れることにしています。た

だ、今回、法制上のいろいろ打ち合わせの中で、省令で規制し

ていたものを公示の制限条件に落とすということで、新たな制

限条件につきましては、実行上はつけますけれども公示案とし

ては出さないという整理になってしまったということでござい

ます。

○小野分科会長 そのほかにございませんか。

植村委員。

○植村委員 底びきの線引きの関係ですが、 ページ、 ペ25 26
ージ、 ページに線引きの海域の指示が出ておりますが、こ28
れは規定の線引きを指すものですか。その中のいわゆる地域か

ら出されておる要望の聴取は、これから行われることを含んで

いるものですか。

○井貫沿岸沖合課長 制限条件につきましては、おおむねとい



うことで、例示という形で従来からやってございますが、実際

上、制限条件をどうつけるかは、個別具体的な調整が合意でき

たものについては、制限条件を変えて制限条件をつけるなり、

もしくは省令そのもので規定をしたりといったことで考えてご

ざいますが、今回の公示案につきましては、一応現状のまま出

していただきまして、あと我々の努力の結果出たものについて

は、８月１日の許可証を出す際には新しい形で出すものもござ

いますし、解決しなかったものについては、引き続き協議を続

けまして、その結果合意に至れば、その時点で変えるといった

ことにしてございます。

○植村委員 ということは、一応これは、旧来の線引きを基本

にした公示をとりあえずこのたびは我々に提示をしたというこ

となんですか。

○井貫沿岸沖合課長 はい、そうでございます。

、 、 。○小野分科会長 そのほかに 御質問 御意見ございませんか

特にございませんか。

それでは、諮問第 号について、原案どおりでよろしいで24
しょうか。

○井貫沿岸沖合課長 申しわけございません。ここは操業区域

の規定でございますので、操業区域はこのままでございます。

別途、省令の禁止区域なり制限条件で合意に達したものを変え

。 、ていくということでございます 申しわけございませんでした

説明を間違えました。

○小野分科会長 それでは、よろしいですね、この 号につ24
いては。

〔 異議なし」の声あり〕「

○小野分科会長 ありがとうございました。



それでは、そのように決定いたします。

諮問第 号 漁業法第 条第１項の規定に基づく25 58
中型さけ・ます流し網漁業の公示につ

いて

○小野分科会長 それでは、次の諮問 号について御説明を25
お願いいたします。

○岡本遠洋課長 資料３の諮問第 号について説明させてい25
ただきます。

まず、諮問文を読み上げさせていただきます。

水産政策審議会

会長 小野 征一郎 殿

農林水産大臣 武部

勤

漁業法第 条第１項の規定に基づく中型さけ・ます流し網漁58
業の公示について（諮問第 号)25

別紙公示案により、中型さけ・ます流し網漁業につき、許可

又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別、操業区域別及び操

業期間別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を

定めるとともに、この公示に係る許可の有効期間を平成 年15
28 24 267２月 日までと定めたいので、漁業法(昭和 年法律第

号)第 条第３項及び第 条第３項の規定に基づき、貴審議58 60



会の意見を求める。

これは、中型さけ・ます流し網漁業の公示に関するものでご

ざいます。まず、２枚めくっていただきたいと思いますが、こ

こに横紙で公示内容についての概要が記載してございます。

今回の公示の対象は、日本海の海域のみを操業区域とするも

のを除く中型さけ・ます流し網漁業の公示でございまして、日

本海のさけ・ますの流し網漁業については昨年の審議会におい

て、 隻の公示枠について既に承認いただいております。日12
本海以外のロシア水域を操業区域とする中型さけ・ます流し網

漁業の許可は、本年の２月 日に失効しており、新たに許可28
をする必要がございまして、公示隻数につきましては、廃業な

どにより平成 年に比べ３隻減の 隻とすることとしており13 84
ます。

その他の条件、操業区域及び操業期間等につきましては、前

年と同じとすることとしております。

許可の申請期間は、公示の日から４月 日までということ19
で定めたいと思っております。

具体的な公示案につきましては、次のページに公示案が添付

されております。今申し上げた内容につきましてここに書いて

ございます。

以上でございます。

○小野分科会長 ただいまの説明につきまして、何か御意見、

御質問があればお願いいたします。

中型さけ・ます流し網漁業についてですが、特にございませ

んか。

それでは、諮問第 号について、原案どおりでよろしいで25
すね。



〔 異議なし」の声あり〕「

○小野分科会長 ありがとうございました。

それでは、そのように決定いたします。

諮問第 号 漁業法第 条第１項の規定に基づく26 58
遠洋底びき網漁業の公示について

○小野分科会長 次に、諮問第 号について説明をお願いい26
たします。

○岡本遠洋課長 引き続き、諮問第 号について説明させて26
いただきます。お手元の資料４でございます。

まず、諮問案を朗読させていただきます。

水産政策審議会

会 長 小野 征一郎 殿

農林水産大臣 武部

勤

漁業法第 条第１項の規定に基づく遠洋底びき網漁業の公58
示について（諮問第 号)26

24 267 58当該漁業について、漁業法(昭和 年法律第 号)第

条第１項の規定に基づき公示するとともに、当該公示に係る許

可の有効期間を当該許可の日から平成 年７月 日までと定15 31
めたいので、同条第３項、第 条の２第６項及び第 条第３58 60
項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。

現在の遠洋底びき網漁業の許可は、平成 年７月 日に満14 31
了することになっておりまして、平成 年８月１日から新た14



な許可または起業の認可をする必要がございます。このため、

ページとしては２ページとして振ってございますが、ここに今

回の公示につきましての概要を説明してございます。

まず、許可または起業の認可をする船舶の隻数についてでご

ざいますが、このたびは 隻の公示隻数としたいということ79
でございます。前年よりも 隻の減少をしております。29
許可または起業の認可を申請すべき期間につきましては、公

示の日から特定の日を定めて申請期間を定めたいと思っており

ます。

14 15 31許可の有効期間は 平成 年８月１日から平成 年７月、

日までとし、また、その他の制限または条件につきましては、

次の３ページに具体的に公示案が添付してございます。その備

考のところに具体的な内容として書いてございますが、基本的

には前年と同じとしたいということでございます。

以上でございます。

○小野分科会長 ただいまの説明について、何か御意見、御質

問ありませんか。

特にありませんか。

それでは、諮問第 号について、原案どおりでよろしいで26
しょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○小野分科会長 どうもありがとうございました。

そのように決定いたします。

動力漁船の性能の基準の一部改正について

○小野分科会長 最後に、報告事項について説明願います。



○中尾管理課長 資料５でございます。動力漁船の性能基準の

一部改正であります。

漁船法に基づきまして、動力漁船の性能基準を定めておりま

す。これは同一トン数階層の漁船の能力を均質化するという漁

業調整の目的、また、あわせまして安全性の確保という観点か

ら、船体の形状、甲板下容積、推進機関の馬力数等の規制を行

、 、ってきているところでございますが 水産基本法の理念である

効率的、安定的な漁業経営の育成を図る観点から、できるだけ

漁業者の創意工夫を生かした漁船ができるようにするというこ

とで、規制緩和の観点から抜本的な見直しを行うことといたし

ました。

、 、 、その結果 現在 漁業調整のためのツールといたしましては

従来からの漁業許可に加えまして、ＴＡＣ、ＴＡＥのような制

度が導入をされていること、また、安全性の確保という観点か

らは、船舶安全法におきまして規定の整備が進んでいるという

、 、ことから 従来定めておりました性能基準の多くにつきまして

廃止または緩和をするということとしたいと考えております。

具体的には、次のページに表がございます。表の中で船舶の

使用寸法の比でありますとか相乗比、容積比といったようなこ

20とにつきまして、現行の基準の概要を書いておりますが、

トン以上の漁船につきましては、既に船舶安全法によりまして

十分な規定がございますため、基本的には、これらの規制につ

きまして廃止をすることとしたいと考えております。

なお、 トン未満の漁船につきましては、船舶安全法の適20
用はないということもございますので、船舶の使用寸法比につ

いて、幅と深さの比率について、下限のみを２倍ということで

存続をさせたいと考えております。



また、馬力トン制限につきましては、 トン以上及び大臣40
管理漁業は廃止をいたします。

それから、推進機関の制御装置につきましては、 トン未20
満の漁船については過負荷防止装置の義務づけを続けたいとい

20 20うようなことでございまして トン未満については緩和、 、

トン以上は廃止、こういう基本的な考え方で改正をしたいとい

うことでございます。

次のページ以下に、これは告示でございますので案を載せて

、 、 。おりますが これはまた 後ほど見ていただきたいと思います

以上でございます。

○小野分科会長 ただいまの説明につきまして、何か御質問等

ございませんか。

特にございませんか。

その他

○小野分科会長 なければ、その他に入らせていただきます。

本日の議題に関係のないことでも、委員の方々の御意見、御

質問等があれば承りたいと思います。議題に関係ないことで結

構ですが、何か御質問、御意見ございますか。

吉岡委員。

○吉岡委員 将来、私は全国的にこうした問題が発生するのじ

ゃなかろうかなと思っておるわけでございますが、今回、３月

日に鳥取県の沖合におきまして、中国船と我が底びき船と31
が、鳥取県の漁船でございますけれども、衝突したということ

の中で、 トンでございますか、中国船はやはりＣ重油を積98
んでおったわけでございまして、それが随分と流出をいたしま



して、何とか鳥取あるいは兵庫につきましては逃れましたけれ

ども、京都なりあるいは福井の方面に、海岸にも漂着したとい

うことになっておるわけでございます。私の方も随分と努力を

して回収に当たったわけでございますが、何せ今回の場合にお

きましては、相手が中国船でございますので、保険に入ってい

ない。入っていても、オーナーが逃げていないというふうな現

実の問題が実はあるわけでございまして、その中で、ナホトカ

号と違いまして保険が全くきかない、こういう状況があるわけ

でございます。

いずれにいたしましても、２号の適用でございますと、保険

に入っているから２号の適用ができる。１号の場合は、やはり

保険に入っていない、それを国が持つか持たないのかと、こう

いうようなことになろうと思うわけでございますが、今後、日

本近海全体でそうしたことが起きた場合、どうなるんだろうと

いうふうなことを我々危惧をしておるわけでございます。

いずれにいたしましても、いろいろお話を聞きますと、それ

はボランティアだということの中で、我々は、そういうことで

とりあえずは組合員を、兵庫にしましても鳥取にしましても随

分と人も出しております。県の方も大変困っておったわけでご

ざいますが、最終的には国土交通省でございますか、海上保安

庁の長官のそうした物の考え方で左右されるというふうにお聞

きするわけでございますが、今後こうした問題が発生しました

折には、水産庁としてどのようなお考えをなさろうとするわけ

、 。でございましょうか お聞きをしたいと思うわけでございます

○川口水産庁次長 先般、新聞で皆さん御存じなんですけれど

も、日本海でああいう事件があって、油が東の方へ流れて、皆

さんに大変努力いただいて、防除作業をしてもらって、そんな



大きい被害には至らなくて幸いであったというように認識をし

ております。

こういう話については、一つは、原因者不明等については漁

場被害油濁救済基金、こういう仕組みを持っておりまして、そ

ういう道もあろうかと思うんですが、いかんせんこの場合は、

原因者といいますか相手がはっきりしているわけですね。一義

的には加害者の方でそれなりの処理をすべき、それも保険なの

か何なのかがありますけれども、そういう性格のものだろうと

いうふうに思います。

ただ、おっしゃるように、相手がなかなか十分能力がないと

か、あるいは特定し切れない、逃げているといいますか、そう

いう状況があるとすれば、当然海上保安庁においてもそういう

作業をしているわけでして、所要の経費はしかるべく処理をし

なきゃならぬというものではあるわけでして、先ほども保安庁

の方の状況も聞きましたけれども、いずれにしても、まずは海

上保安庁にも私どもも連携協力をしながら、早期にこの道が解

決されていくように取り組みをしたいというふうに思います。

それから、将来において、あってはならない事態とは思いま

すけれども、基本的には加害者が処理すべきものというふうに

思いますけれども、なお加えて想定をすれば、いろいろなこと

が起こるんだろうと思います。そういう意味では、御心配のな

いように、中でも十分先々のことは考えながら、内部で議論し

ながら、必要な備えはしていけるように努力をしたいというふ

うに思っております。

○小野分科会長 それでは、そのほかの問題につきまして、御

質問、御意見があれば承りたいと思いますが。

栢原委員。



○栢原委員 今の問題で、多少ＰＲめきますが、国土交通省の

方で、さきの補正予算等で新潟と関門地区、それと名古屋に大

型の油回収船の建造が認められまして、この春にすべて竣工す

るといいますか、配置につきます。日本海側の場合には、下関

と新潟でほとんど 時間以内に現場に到着できるという体制24
になりますので、海上保安庁からの要請があれば出動するとい

うことですので、できるだけ早くそういう連係プレーがとられ

るということがーー今のお話はその後の負担の問題なんですけ

れども、被害を食いとめるというためには各省の連携が非常に

有効なのではないかと思いますので、御報告をさせていただき

ました。

○小野分科会長 どうぞ。

○吉岡委員 ちょっとその関係におきまして、私はどういうこ

とになっておるのかよく知りませんが、今の発言でございます

と、事故が起きて要請すれば 時間以内と、こういうことに24
お聞きするわけでございますが、今回の場合でも、現実問題と

して 日に事故が発生して、海上保安庁の方が要請したのが31
４月の４日と。５日に、我が兵庫県の沖合に回収船が来たと。

ナホトカ号のそうした教訓が全く生かされてないと。我々漁業

者は非常に大きな怒りを、我々海域におきましては、兵庫でも

、 、鳥取でもそうでございますが 持っておるわけでございまして

理屈では、要請すればすぐ出かけるんだとおっしゃいますけれ

ども、いざ事故が起きれば、なかなかそうしたことが敏速に行

われない。行われないから、漁業者が海を守るためには出ざる

を得ないと、こういう格好になっておるわけでございまして、

決して今回の場合がいいとか悪いとかということと言いたくな

いわけでございますが、今後そうした問題が起きた暁におきま



しては、あっちゃ困るわけでございますが、少なくとも海上保

安庁だけに任せるのでなしに、水産庁の方も海を守るというふ

うな原点に立っていただきまして、敏速な行動を私はお願いし

たい。これは、全国どこでどんな事故が起きるかということは

予想がつかないわけでございますので、その点ひとつよろしく

お願いいたしたいと思うわけでございます。

○小野分科会長 海上保安庁との敏速な対応ということです

が、特に何かございますか。

○川口水産庁次長 今回も境港ほかの取締船、これを現場に派

遣しまして、十分機能したかどうかは、それは能力的にはあり

ますけれども、２隻でしたかね、皆さんと一緒に防除作業をし

たというようなこともございますので、今後とも、迅速に行動

できるように現地とも十分連携をしていきたいというふうに思

っています。

○小野分科会長 この問題、もうこれでよろしいですね。

それでは、足立委員。

○足立委員 昨日の新聞報道で御存じかと思いますけど、魚の

健康面への非常にすばらしい影響力についてのアメリカでの大

がかりな疫学調査の結果が、たまたま２つ発表されました。ボ

ストンでやっている、医師に協力してもらった２万人規模の疫

学調査と、もう一つは、ハーバード大学の看護婦たちに協力し

てもらった調査なんですけど、８万人ぐらいだったと思います

けど、 年ぐらいにわたって、いろんな食物摂取と疾病との20
関係の調査をやってきているわけですけど、魚の摂食頻度にタ

ーゲットを寄せた解析の報告が、多分これは世界じゅうで初め

てだと思いますけど、わかってきました。それで、魚の摂取頻

度が高い人たちは明らかに心筋梗塞等の心臓系の疾患のリスク



が少ないという結果が、その２つのフィールドでの調査結果で

一緒に出てきまして、大変関係者の中で話題になっています。

言いたいことは、ほんとに日本の一人一人の人が、魚の食べ

物としての栄養的な面、それから味の面、いろいろな面でのよ

さを十分に理解して、自分たちから本当に食べたいと思う、そ

ういう魚を中心とした食事文化というのを育てていこうと本気

で考えるんだったら、日本でもぜひこういう息の長い、少し本

気の摂食と健康との関係の調査をしていただくといいなと。い

つも申し上げていることの繰り返しでございますけど、深く強

く感じました。

これは、水産庁だけどんなに頑張ってもできないことで、今

のお話とちょっと似ているんですけれども、厚生労働省とか関

係のいろいろな研究機関とか大学とかというものと連携を結ん

でやっていかないと絶対できないことで、例えば日本栄養士会

はかなりの人数の組織でございますから、そこなんかが協力す

ればできなくないんですけど、研究費がないとかいろいろな意

味で、実際にはできないことなんですね。ぜひこれからは、そ

ういう企画も企画の中に入れて欲しいということについてお願

いしたいと思います。

○小野分科会長 貴重な情報と、日本でもそういう魚食につい

ての長期的な疫学調査をというお話だったと思いますが、その

ほかに。

植村委員。

○植村委員 先ほどの諮問案は、スピーディーな説明の中で海

域の問題がまとまりましたけれども、これに対して我々は賛成

はいたしました。しかし、先ほど私が質問しておるとおり、旧

態依然たる内容の線引きを固執するものではないという認識で



賛成をしているわけです。これは処理案がその前に説明され、

処理案について、浜からの要望事項というものを、それぞれ各

組合あるいは漁連あるいは全漁連と十分話を進めて最終的な省

令なりそういうものに盛り込んで処理をしていくという考え方

だという課長の説明ですから、その点を、無条件で今までの線

引きが承認されたということにはならないということを申し添

えておきたいと思います。

以上です。

○小野分科会長 線引きについて、一斉更新についての確認で

すが。

そのほかに、御質問、御意見ございませんか。

よろしいでしょうか、これ以外。

、 。それでは 本日の資源管理分科会を閉じさせていただきます

長時間どうもありがとうございました。

閉 会

答 申 書

１４水審第１号

平成１４年４月１１日

農林水産大臣 武部 勤 殿



水産政策審議会

会 長 小 野

征 一 郎

平成１４年４月１１日（木）に開催された水産政策審議会第

６回資源管理分科会において審議の結果、諮問のあった下記事

項については、諮問のとおり実施することが適当であると認め

る。

記

諮問第２４号 漁業法第５８条第１項の規定に基づく公示に

ついて

諮問第２５号 漁業法第５８条第１項の規定に基づく中型さ

け・ます流し網漁業の公示について

諮問第２６号 漁業法第５８条第１項の規定に基づく遠洋底

びき網漁業の公示について


