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開 会

○木實谷管理課長 定刻でございますので、ただいまから第39回資源管理分科会を開催さ

せていただきます。

就任委員紹介

○木實谷管理課長 初めに、この資源管理分科会の所属になられた方を御紹介させていた

だきます。水産政策審議会特別委員として就任された全国さんま漁業協会の八木田特別委

員を御紹介いたします。

○八木田特別委員 八木田と申します。よろしくお願いします。

委員出欠状況報告

○木實谷管理課長 それでは、委員の出席状況について御報告いたします。水産政策審議

会令第８条第１項の規定により、審議会の定足数は過半数とされておりますが、本日は宮

原委員が御欠席、そして奥野委員がまだ御到着ではございませんが、現時点で委員９名中

７名の方が出席されておりますので、定足数を満たしております。本日の資源管理分科会

は成立いたしておりますことを御報告させていただきます。

配付資料の確認

○木實谷管理課長 審議に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。初

めに議事次第がございます。それから 「分科会資料一覧」という一枚紙がございます。、

その後に、資料１としまして委員等の名簿がございます。それから、資料２が「海洋生物

資源の保存及び管理に関する法律に基づく基本計画の検討等について」という資料でござ

います。それから、資料２－１としまして「20年度漁獲可能量の配分総括表（案 」がご）
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ざいます。資料２－２としまして「20年度すけとうだら漁獲可能量（案 」という一枚紙）

がございます。その後に、資料２－３としまして漁獲量の推移のグラフの紙がございます。

それから、資料３といたしまして「漁獲可能量の配分比率の見直しについて」という紙が

ございます。資料４が「ＴＡＣ制度の課題と改善方向（中間取りまとめ 。それから、）」

資料４－１が参考図表でございます。資料４－２が「ＴＡＣ制度等の検討に係る有識者懇

談会委員名簿 。資料４－３が「中間取りまとめを踏まえたＴＡＣ制度の改善方向 。そ」 」

して、資料５としまして「第１種特定海洋生物資源の採捕数量」という資料でございます。

資料は以上でございます。何か不足がございましたら御連絡いただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

議事

（諮問事項）

①諮問第147号 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律

第３条第７項の規定に基づく基本計画の検討等について

○木實谷管理課長 それでは議事に入りたいと思いますので、分科会長、よろしくお願い

いたします。

○櫻本分科会長 本日はお忙しいところを御参集いただきまして、ありがとうございます。

それでは、本日の議事に入りたいと思います。

本日は諮問事項が１件、審議事項が１件、それから報告事項２件でございます。よろし

くお願いいたします。

なお、本日審議いたします諮問事項につきましては、水産政策審議会で第５条第６項の

規定に基づき資源管理分科会の決議をもって審議会の決議となります。よろしくお願いい

たします。

それでは、審議事項に入りたいと思います。諮問第147号の「海洋生物資源の保存及び

管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の変更等について 、事務局から」

資料の説明をお願いいたします。

○木實谷管理課長 管理課長の木實谷でございます。諮問第147号「海洋生物資源の保存

及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の検討等について」の説明を
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いたします。恐縮ですが、着席して説明させていただきます。

お手元の資料２が今回の諮問内容でございます。まず諮問文を朗読させていただきます。

20水管第1479号

平成20年９月30日

水産政策審議会会長 山内晧平殿

農林水産大臣 石破茂

諮 問

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の

検討等について（諮問第147号）

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第77号）第３条第７項の

規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画（平成19年11月12日公

表。以下「基本計画」という ）に別紙のとおり変更の検討を加えたいので、同条第。

８項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。

また、審議の結果、別紙のとおり基本計画の一部を変更する必要がある旨の意見が

得られた場合には、同条第７項の規定に基づき、基本計画を変更することとしたいの

で、同条第９項において準用する同条第４項の規定に基づき、併せて貴審議会の意見

を求める。

以上でございます。

本諮問では、本年２月に設定しております平成20年のすけとうだらのＴＡＣにつきまし

て、オホーツク海南部のＴＡＣ数量の期中改定と、それに伴うＴＡＣの総量の改定につい

て御審議いただくものでございます。

それでは、資料２－２「平成20年度すけとうだら漁獲可能量（案 」をごらんいただき）

たいと思います。すけとうだらのＴＡＣは毎年４月～翌年の３月までを管理期間といたし

ておりまして、海域ごとにＴＡＣを設定するという形でやっているところでございます。

このうちのオホーツク海につきましては、オホーツク海南部が大臣管理分、根室海峡が北

海道知事管理分となっているわけでございます。
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オホーツク海南部のＴＡＣの設定の考え方でございますが、この海域のすけとうだら資

源がロシア水域とのまたがり資源であるということとともに、ロシア水域と我が国水域と

の漁獲量の比率が不明であるということで、従来から我が国水域におけます近年の最大漁

獲量をＴＡＣとすることによりまして、近年経験した高水準の来遊にも対応できるように、

毎年当初のＴＡＣにつきましては過去７年の最大漁獲量をベースに設定しているところで

ございます。

また、このような最大の来遊状況にも対応できるという考え方によりＴＡＣを設定して

おりますことから、仮に当初の想定を上回る来遊が見込まれる場合には期中改定を行うこ

とがあり得るということを、本年２月の資源管理分科会においても御説明させていただい

ているところでございます。

続きまして近年の漁獲状況でございますが、次の資料２－３のグラフをごらんいただき

たいと思います。この海域におきましては、左のグラフにありますとおり、平成18年漁期

──グラフのオレンジ色の一番下のラインでございますが──の終盤から高い水準での漁

獲が続いておりまして、20年漁期、本年でございますが、18年、19年よりさらに高い水準

で漁獲が推移しているところでございまして、８月末時点での採捕量が２万2866トンと平

成９年にＴＡＣ制度が開始されて以来最も高い漁獲水準となっておりまして、本年20年の

当初のこの海域でのＴＡＣ枠が２万4000トンでございますが、それに対する消化率は既に

95％となっているところでございます。

この海域のすけとうだら資源につきましてはロシア水域とまたがって分布しているとい

うことで、資源評価についても限界があります中で20年度の資源評価からはＡＢＣを算出

しないこととしておりますが、定性的な資源評価では低位で増加傾向にあるとされている

ところでございます。

18年漁期以降の高い漁獲の水準につきましては、卵からの生き残りがよかった年の大き

な群れの来遊によるのではないかと考えられているところでございます。

先ほど触れましたように、この海域のＴＡＣにつきましては最大の来遊状況にも対応で

きるという考え方によりＴＡＣを設定しているものでございまして、今漁期の漁獲は当初

の想定を上回るものと見込まれますことから、今漁期の漁獲状況を踏まえて期中改定につ

いてお諮りするものでございます。

具体的数量といたしましては、近年の漁獲量の推移を参考といたしまして、過去２年、

18年、19年漁期の平均値と今漁期の４月～７月の漁獲実績の比率を基にいたしまして今漁
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期全体に引き延ばしますと、今漁期はおよそ３万6000トン程度の漁獲が見込まれることに

なりますことから、先ほどの資料２－２にございますように、オホーツク海南部を現在の

２万4000トンから１万2000トン増加させて３万6000トンに改定いたしまして、これに伴い

ましてすけとうだら全体のＴＡＣも22万5000トンから同じく１万2000トン増の23万7000ト

ンに改定することとしているものでございます。

このオホーツク海南部の増加分につきましては、大臣管理漁業でございます沖合底引き

網漁業分として配分されることになります。

なお、この増枠によります資源への影響についてでございますが、水産総合研究センタ

ーによりますと、2000年以降の努力量──投網回数でございますが──の平均値を超えな

い水準であれば資源への悪い影響はないというふうにされておりますところですので、今

回の増枠後も近年に比べて漁獲努力量が大きく変動することはないと見られますことから、

資源管理上、特段の影響はないものと考えているところでございます。

諮問第147号にかかる説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。

○櫻本分科会長 どうもありがとうございました。

ただいまの説明に対しまして御意見、御質問ございましたらお願いします。

特段ございませんか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○櫻本分科会長 今、異議なしの声をいただきましたが、諮問第147号につきましては原

案どおりということにさせていただきます。

それでは、ただいまの諮問第147号につきまして、答申書を確認のために読み上げさせ

ていただきます。

答申書20水審第18号

平成20年９月30日

農林水産大臣 石破茂殿

水産政策審議会会長 山内晧平

答 申
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平成20年９月30日に開催された水産政策審議会第39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147号海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づ

く基本計画の検討等について

部長にお渡しいたします。

〔答申書手交〕

（報告事項）

①今後の漁獲可能量配分比率の見直しについて

○櫻本分科会長 それでは、次に審議事項に入ります。

今後の漁獲可能量配分比率の見直しについて、説明をお願いします。

○木島資源管理推進室長 資源管理推進室長の木島でございます。座って御説明させてい

ただきます。

資料３をごらんいただきたいと思います。漁獲可能量（ＴＡＣ）につきましては、従来

大臣管理漁業の漁業種類または都道府県ごとの配分する際の比率につきましては、直近３

カ年の漁獲実績比率の平均値を算出し、これを今後３カ年の漁期にわたって用いることを

基本としております。ただ、関係業界に漁業実態等を踏まえた別途の合意がある場合には、

それを尊重することとしているところでございます。

明年平成21年のＴＡＣ設定に当たりましては、平成18年のＴＡＣの設定時にこの配分比

率の見直しを行っており、それから３カ年が経過したということから、平成21年～23年の

ＴＡＣ設定に用いる基本比率につきまして、平成17、18、19の直近３カ年の漁獲データを

用いた見直しが必要となってございます。なお、するめいかにつきましては、他の魚種か

ら１年おくれまして対象となっているということから、基本比率の見直しにつきましては

平成22年の漁期の設定時に行うということになっております。

次に、基本比率の算出方法でございます。まず使用するデータは、今申し上げましたよ

うに、平成17年～19年までの３カ年の漁獲実績を用います。この漁獲実績につきましては、
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知事管理分につきましては農林統計の実績を、大臣管理分につきましてはＴＡＣ採捕実績

──これは今、毎日とっておりますが──を使用することを原則としておりますが、これ

が適当でないと認められる場合には、可能な限り客観的かつ合理的なデータを用いるとい

うことでございます。

ただ、さば、すけとうだら、ずわいがににつきましてはＴＡＣは暦年の管理となってい

ないということから、ほかの魚種と合わせるためにＴＡＣ採捕実績の１～12月の集計値を

使うということとしたいと思っております。

配分数量を超過して漁獲した場合には、この実績には算入しないということでございま

す。

算出の方法でございますが、この３カ年の漁獲実績データを用いまして、我が国全体の

漁獲実績に対する比率──これは小数点以下２けたまでを各年ごとに算出いたします──

この３カ年の単純平均を基本比率とするということでございます。

配分量の算出でございますが、このように、基本比率を用いまして決定した漁獲可能量

を比例配分するということを基本としております。ただ、先ほど申しましたように、関係

業界に別途の合意がある場合にはそれを尊重するということでございます。

配分の数量は1000トン単位ということでございます。また、1000トン未満につきまして

は、それを切り上げた数字を用いるということでございます。ただし、ずわいがににつき

ましてはトン単位としております。

また、次の場合には 「若干」ということで具体的な数字を表すことなく配分をすると、

いうことになっております。

まず１番目でございますが、漁獲実績が100トン以上ございますが計算した配分量が平

均配分量に満たないという場合でございます。ずわいがにについては10トン程度の漁獲実

績があるということでございます。これは、資源に対する圧力が小さいということが認め

られるわけですが 「現状以上に漁獲努力量を増加させることがない」ということと、、

「採捕の数量を前年実績程度とする」ということになっております。

マイワシに関しましては、過去の漁獲実績が30トン以上の場合でございます。マイワシ

につきましては資源の減少に伴いまして漁獲量が非常に低い水準で推移していることに加

えまして、漁場の形成が不安定で混獲による採捕のウエイトが高まっているということか

ら、数量管理が非常に難しいということでございます。これを理由として、30トン以上あ

る場合につきましてもすべて「若干」ということでございます。



- 8 -

漁獲実績の過半が定置網による場合でございます。定置網につきましては、そもそも待

つ漁業であって管理が非常に難しいことから、数量管理をせず「若干」ということで配分

したところでございます。

それ以外に、数量を明示しない場合がございます。これは、そもそも漁獲実績が100ト

ン未満の都道府県、マイワシにつきましては30トン未満、ずわいがにについては実績がな

いということでございますが、これにつきましてはたまたまとれたということで、資源に

対する圧力が無視できるほど小さいということから、漁獲可能量による管理をする必要が

ないということで数量を明示しないものでございます。

以上でございます。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。

ＴＡＣの配分比率の見直しについて説明をいただきましたが、御意見、御質問ございま

すか。御意見、御質問、なくてよろしいですか。

〔 はい」の声あり〕「

○櫻本分科会長 では、今の説明どおりということにさせていただきます。

（報告事項）

①「ＴＡＣ制度の課題と改善方向（中間取りまとめ 」について）

（ＴＡＣ制度の検討に係る有識者懇談会の報告）

○櫻本分科会長 次に、報告事項に入ります。

まず最初に、ＴＡＣ制度の課題と改善方向（中間取りまとめ）について御報告をお願い

します。

○木島資源管理推進室長 それでは、引き続き御説明いたします。

資料４をごらんいただきたいと思います。これは、９月11日にＴＡＣ制度等の検討に関

する有識者懇談会で取りまとめられた資料でございます。

１枚めくっていただきたいのですが、まずこの検討の経緯でございます。このＴＡＣ制

度につきましては「水産基本計画 、またその下に書いてございます「規制改革推進のた」

めの３か年計画」というものがございます。この両閣議決定で、ＴＡＣ制度に関しまして、

例えば対象魚種の追加ですとか、制度の厳格化、運用の厳格化につきまして検討を進める

べきだという指摘がなされておるわけでございます。また、その中には、ＩＱ・ＩＴＱに
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関しましても検討するということが盛り込まれております。

このような閣議決定を踏まえまして、水産庁といたしましては今年４月に「ＴＡＣ制度

等の検討に係る有識者懇談会」を設けまして、ＴＡＣ制度とＩＱ・ＩＴＱ制度に大別して

検討を進めているところでございます。このＴＡＣ制度に関しましては、先ほど申しまし

た９月11日に中間取りまとめが行われたわけでございます。

その検討の経緯でございます。１ページの下に、４月に第１回目があり、６月に第２回

目、７月に第３回、９月に第４回で取りまとめが行われたというところでございます。

２ページ目でございます。まず、我が国の資源管理におきますＴＡＣ制度の役割でござ

いますが、今までの考え方が簡単に取りまとめられていると考えております。まず、各種

資源管理手法とＴＡＣ制度の関係でございます。水産資源につきましては、その持続的な

利用を図るために適切な保存管理措置を行う必要がございます。ただ、我が国におきまし

ては、漁獲努力量に着目した投入量規制ですとか、技術的規制、またＴＡＣ制度のような

産出量の規制、さらには漁業者がみずから行う資源管理型漁業ですとか回復計画というこ

とがいろいろ組み合わされて資源管理が行われているわけでございます。

それぞれの管理手法の特徴でございます。投入量規制ですとか技術的規制につきまして

は、現在行われております漁業許可制度を中心として、網羅的・魚種横断的に措置が行わ

れており、我が国の漁業におきましては、操業規制の基本的な枠組みを形成し、基礎的・

長期的規制の実施に適しているというところでございます。

また、一定の区域や期間の操業を規制するということで、特定の魚種ですとか成長過程

に的を絞った「質的な規制」を比較的容易に行うことができるという特徴があるというこ

とでございます。

次に、ＴＡＣ制度、産出量の規制につきましては、投入量規制・技術的規制による管理

措置に加えまして、特定の資源を対象としてその漁獲量の上限を定めることによりまして、

資源状況に応じた機動的・直接的な管理が可能だということでございます。

一方、魚種ごとのＴＡＣ設定やその管理に相当の労力・コストを必要とするということ

と、そもそもＴＡＣ設定ができるためには科学的な知見が必要でございます。そういう基

礎的な知見が十分なければならないということでございます。

また、漁獲の集中による資源への悪影響を招かないように、分割配分ですとか自主的な

管理が行われております。このような漁獲可能量の管理は、需要に応じた供給ですとか漁

業経営の安定に貢献をしておるというところが特徴としてあらわれております。
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資源管理手法の特徴や多種多様な魚種を多くの漁船・漁業者が利用するという我が国漁

業の実態を踏まえた場合には、対象資源や漁業の特徴に応じた適切な管理手法を用いるこ

とが重要でございます。

従来から行われてきた許可制度等を中心とする投入量規制・技術的規制をベースとして、

ＴＡＣ制度についてはこれらの投入量規制などとともに、管理手法の一つとしてその必要

性、効果、またコストを勘案して使っていくことが適当であるということでございます。

次に、ＴＡＣ制度を導入して10年過ぎたわけでございますが、その評価でございます。

我が国の漁業生産量は、長期的に見ますとマイワシとの資源変動ですとか海外漁場の縮小

ということで大きく減少しておりますが、ＴＡＣ制度導入以降の対象魚種の資源状況は横

ばいまたは増加傾向にある魚種が過半を占めているという実態がございます。また、漁業

者団体のほうでは自主的な協定制度を活用してＴＡＣ管理を行っており、この結果、漁業

者に資源管理意識の高まりが見られております。

このように、ＴＡＣ制度に関しましては、我が国の資源管理に一定の役割を果たしてい

るというふうに評価できるものと思っております。

また、ＴＡＣ制度につきましては、先ほど申しました漁獲量の上限を定めるということ

でございますので、当該魚種の需給安定にも寄与するということが考えられるということ

でございます。

一方、ＴＡＣ制度の課題と改善すべき方向でございます。まず、資源評価またはＡＢＣ

の課題といたしましては、その時点で入手し得る漁獲データや調査船調査等の科学的情報

に基づいて評価を行う。それに新規加入量の予測を加えまして資源の状況に応じた管理の

考え方を設定し、ＡＢＣの算定を行うということでございますが、これらについては次の

ような課題がございます。

１つ目には、資源によって情報の質・量がさまざまであるということでございます。そ

もそも十分な情報が得られていない資源もありますし、技術的に直近の新規加入量の規模

とか将来の加入量の正確な予測、把握が非常に難しい。資源評価、ＡＢＣについてはこの

ような制限がございますものですから、一定の限度があるということがございます。この

資源管理を行うに当たりまして、科学的な限界につきまして十分踏まえながら制度運用を

行うことが必要ではないかということがまず第１点でございます。

次に、ＡＢＣにつきましても資源状況の目標、どの程度資源をふやしていくのか、維持

していくのかの設定の内容ですとか、その実現を図るための期間の設定で非常に異なって
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くるということがまず特徴として挙げられるわけでございますが、このようなＡＢＣの性

格につきまして十分な理解が得られていないのではないかということでございます。

３つ目に、資源が著しく悪化したものとか、そもそも外国水域に主たる分布がある、つ

まり我が国にとってしみ出しであるものについては適切な資源評価が難しく、十分な科学

的情報に基づくＡＢＣを算定することが難しいのではないかという点がございます。

それぞれについて、改善の方向でございます。まず、資源評価ＡＢＣの科学的根拠に限

界があるということにつきましては、調査方法、評価方法の改善を進めるということとと

もに、調査計画や資源また漁獲の状況について漁業者からの意見・情報を聴取して、今後

とも資源評価の精度向上を推進するということがございます。また将来の予測につきまし

ては、限界があるということから、一定のルールに基づきまして資源の再評価、ＡＢＣの

算定を行い、ＴＡＣの期中改定の検討のために提示をするということでございます。

ＡＢＣは目標、期間によって異なるのではないかということでございますが、ＡＢＣの

算定方法ですとかその特性につきましては、漁業者など関係者の理解が得られるよう、資

源評価やＡＢＣの算定に当たりましては関係者が参加するもとで、公開の場で意見交換、

説明を行うということでございます。

また、ＡＢＣにつきましては今申しましたように、内容によって異なるということでご

ざいますので、複数のＡＢＣを算定して、中期的な管理目標を踏まえたＴＡＣ設定の検討

のために提示をするということでございます。

資源状況が著しく悪化した資源ですとか、外国水域に主体がある資源につきましては資

源状況の把握が非常に難しいものですから、十分な科学的根拠に基づくＡＢＣの算定が難

しいため、これらの資源に関しましては定性的な評価を実施するということでございます。

ＴＡＣ制度に関する課題でございますが、まずＴＡＣの設定に当たっては、その過程が

不透明ではないかという意見があることから、透明性を高めるべきであるということが第

１点でございます。それから、ＴＡＣの設定に当たりましては、漁業の経営事情を勘案す

ることが国連海保条約また資源管理法で認められておりますが、ＡＢＣを大きく上回るＴ

ＡＣの設定は一般にわかりにくいということから、可能な限りこれを超えることのないよ

う努めることが必要ではないかという点でございます。

これの改善の方向でございますが、まずＴＡＣ設定の透明性また関係者の理解という点

に関しましては、ＴＡＣの設定に関しましては経営事情を勘案しつつＡＢＣを可能な限り

超えることのないように努めるとともに、関係漁業者の理解と納得を得られるように漁業
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者、加工流通業者など、関係者の参加のもとで、公開の場でＴＡＣ設定の議論を行うとい

うことでございます。

次に、ＴＡＣがＡＢＣを上回る要因の一つとして、魚群の分布状況等に応じて追加配分

するための調整枠がございますが、これに関しましては調整枠そのもの、ここには調整枠

の縮小また調整枠の外枠化というのが書いてございますが、調整枠自体がやはりわかりづ

らいというふうに内部でも意見がございまして、そもそも調整枠を設定することなく必要

に応じて追加配分をするという方向で進めていきたいと考えております。

次に、対象魚種についてでございます。対象魚種を広げていくべきではないかという意

見があったわけでございますが、これにつきましても、まずＴＡＣ制度は我が国の資源管

理に一定の役割を果たしていることから、対象魚種の追加を検討することが必要ではない

かという課題がございます。また、さばに関しましてはまさばとごまさばを一緒に管理を

しているわけでございますが、そもそも種が違う、また資源状況が違っていることから、

さば類としての一括管理を見直すべきではないかという点でございます。

３つ目に、マイワシ、マアジに関しましても、それぞれ太平洋系群、また対馬残留系群

というふうに系群ごとに資源評価が行われているものですから、資源の管理、ＴＡＣの管

理も系群ごとに設定すべきではないかということでございます。

それぞれにつきまして、改善の方向でございます。まず魚種の追加でございますが、そ

もそもＴＡＣ制度と申しますのは、その実施の条件や関係漁業に与える影響等を考えます

と、すべての資源に適用するものではございませんし、また、本制度のみで資源管理がで

きるわけでもございません。このため、個別資源の特性等に応じまして、先ほども申しま

したような漁獲努力量規制ですとか、回復計画、またＴＡＣ制度等の中から適切なものを

組み合わせて実施する必要がございます。

このような観点から、現在の７つのＴＡＣ対象魚種に続いて採捕、また消費量が多い、

また国民生活上、漁業上重要な魚種でございますかたくちいわし、ほっけ、ぶり、まだら

などにつきましてＴＡＣ対象魚種とすることの適否を検討したわけですが、そもそもこれ

らの魚種につきましては科学的知見が十分でないということ、また資源状況も近年安定し

ていることなどから、現時点でこれらの魚種につきましてＴＡＣ管理をする必要が低いと

考えられたわけでございます。

ただ、今後とも、これらの魚種を含めまして科学的知見の集積に努めるとともに、資源

の特性を踏まえつつ、追加につきまして検討を進めていくということでございます。
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まさばとごまさばについて、それぞれ別々に管理するべきではないかという点でござい

ますが、このまさばとごまさばにつきましては、現在、農林水産統計の統計情報を収集し

ている主要43市場のうち８市場においてのみ一定サイズ以上のものが別々に取り扱われて

いるという状況にございます。ただ、これらの８市場におきましても、小型魚に関しまし

てはまさば、ごまさば別々に扱われていないという状況にございますし、また残りの市場

におきましては、サイズを問わずまさばとごまさばとが一緒に扱われている状況にござい

ますものですから、種別に扱われているさばの量はさばの漁獲量と申しましたら全体の３

割に満たないという状況にございます。

このような状況を踏まえますと、仮にまさばとごまさばを別々にＴＡＣを設定いたしま

しても、漁獲量そのものがＴＡＣの管理ができないということがございますので、現時点

におきましては難しいと判断せざるを得ない状況にございます。ただ、資源管理の評価の

ため、今後とも入手可能なデータの活用につきまして検討をするということでございます。

アジ、さば、イワシなどの系群ごと管理でございますが、これらの魚種につきましても、

系群ごとの交流が見られる、また系群ごとの漁獲量の把握が非常に難しいということから

現時点では難しいと考えておりますが、さらに検討をするということでございます。

次に、漁期中の制度の運用でございます。これにつきましては、まず次のような課題が

ございます。漁獲実績がＴＡＣやＴＡＣの配分量を超過したという例が見られるので、こ

うしたことを未然に防止するような措置が必要ではないか。次に、漁期中の資源状況や漁

場形成の状況を踏まえた期中改定、調整枠につきましては先ほど申しましたように、今後

調整枠については設定をしないという方向で行いたいと思っておりますが、これらについ

て、期中改定、追加の配分などについてルールを定め、わかりやすいものとすることが必

要ではないか。また、ＴＡＣ設定期間等ＴＡＣ制度の運用に当たっては必要な見直しを行

うべきではないかということでございます。

配分量の超過の部分でございますが、まずＴＡＣ配分量を合理的に利用する計画的な操

業を行うためのモデルを現在つくっておりますものですから、それを早急に作成し、漁業

者の利用を促進するというのが第１点でございます。また、採捕状況の把握につきまして

は、市場データを活用する仕組みが妥当だと考えておりますが、これがさらに徹底される

よう現地での調査を行うことなどにより補完するということでございます。

また、配分量の超過を防ぐために必要に応じまして協定で月別、旬別、またさらには漁

業者別など、自主的管理の導入を促進するということでございます。
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次に、期中の改定についてでございますが、資源評価制度はそもそもが限界があるとい

うことがございますものですから、資源の再評価を含めたＴＡＣ期中改定につきましては、

資源再評価を実施すべき条件、また期中改定の実施方法や時期等についてルールを定める

ということでございます。また、必要に応じましてＴＡＣ設定の期間、時期について見直

しを行うことということでございます。

この最後のＴＡＣ設定の期間、時期の見直しについてでございますが、具体的には現在、

７－６月でＴＡＣ設定が行われておりますさば類、ずわいがににつきまして、現在11月に

決定しておりますが、これを直前の資源状況のデータ等を入れた５月ごろに水政審の場で

決定してはいかがかということを今、考えておるところでございます。

また、さんまにつきましても、漁期が年後半から実際始まるということから、11月に設

定するのではなく、これは今後の課題でございますが、現在の暦年ＴＡＣではなく漁期に

合わせたＴＡＣ設定とする方向で見直しをしてはどうかということを今検討しているとこ

ろでございます。

以上でございます。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。

このＴＡＣ制度の検討に関する有識者懇談会は４回行われましたが、それぞれ２時間半

ぐらいかけて活発な議論をしていただきまして、こういう形にまとめさせていただいたと

いうことでございます。

この審議会でも随分ＴＡＣに関連して問題点が指摘されておりましたが、かなりの部分

が改善されたのではないかと思っておりますが、御意見、御質問、コメントでも結構です。

よろしくお願いいたします。

○婁特別委員 ＴＡＣ制度についての課題と改善方向ということでございますが、ただ課

題整理にかかわる部分ですが、よく議論の中で、例えばさんまのＴＡＣがＡＢＣよりはる

かに下回って設定されている、その部分についての資源の過少利用があるのではないかと

いう御指摘があったかと思いますが、私は実際現状のＴＡＣ水準はそれなりの効率性があ

ると思うのですが、こういった御指摘に対しての回答というか検討というようなものは実

際行われているのかどうかというのをお教えいただきたいと思います。

○木島資源管理推進室長 具体的にさんまにつきまして議論が行われた経緯はございませ

ん。ただ、先ほど申しましたように、漁獲可能量の設定が結果として需給の安定に寄与す

る効果がございますものですから、さんまにつきましても、確かにＡＢＣに関しますと利
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用量が少ないということはあろうかと思いますが、そこは需要また供給というバランスの

もとで考えていくべきものではないかと思っております。

○婁特別委員 そのとおりだと思うのですが、この設定に関して２つの問題があるかなと

いう、要するに批判を受けるという可能性。一つは、ＡＢＣとＴＡＣが乖離して過少利用

が起きるということと、もう一つは仮にＴＡＣが設定されても、実績として水揚げ実績が

低いときにいろいろ批判を受けられるかもしれませんと。もちろん、それはそれなりの需

給バランスを勘案した実際の対応だろうと思いますから、そこで効率性についてある程度

検討して国民に向けて説明するという形での努力も必要かなという気がするのですが、ど

うでしょうか。

○木島資源管理推進室長 実際にさんまに関しましては、今年かなり輸出がふえていると

いう状況もございます。ですから、そういうことも踏まえまして、漁獲可能量は昨年に比

べましてかなり大きく増加しております。今後とも、利用の状況なりまた我が国の国民に

対する安定供給という観点から、漁業者の経営のことも考えていかなければいけませんが、

全体のバランスなりを見て漁獲可能量制度について柔軟に運用していきたいと思っており

ます。

○櫻本分科会長 よろしいでしょうか。

ほかに、何か。

○市山特別委員 ＴＡＣの有識者懇談会というのは、１年に何遍ほど行われるものか。そ

れから、このメンバーで、例えば今説明があったＴＡＣの７魚種だけれども、次に魚種を

加えるとしたらどういうような検討、今の報告ですとほっけとかかたくちいわしとか挙が

っていますが、現時点では資源が安定しているという経過でＴＡＣに加えなくてもいいと

いう結果が出ているようですが、この有識者懇談会で出るものですか、それとも事務官サ

イドでそういう資源評価するものですか。その辺をぜひひとつお聞きしたいと思います。

○木島資源管理推進室長 そもそもこの有識者懇談会につきましては、今年１年を考えて

おります。ですから、12月に最終の取りまとめが行われて、そこで基本的におしまいとい

うことを考えております。

今後の予定でございますが、９月に第１回目のＩＱ個別割り当て制に関する検討が行わ

れ、この個別割り当て制、具体的に申しますとＩＱ・ＩＴＱに関しまして、あと２回程度

の検討を行うことを今予定しております。魚種に関しましては、ここの有識者懇談会でこ

ういう一定の方向性が示されているわけでございますので、それを踏まえまして今後とも
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水産庁としては資源研究者なりと協議をして資源状況の把握に努めていきたいと思ってお

ります。

○市山特別委員 ちょっと理解できないことがあるのですが、この７魚種から魚種をふや

すとかふやさないとかどうだという検討はこの有識者懇談会でするものかどうかというこ

と。

○木島資源管理推進室長 魚種の追加につきましては、当然ながらこの水政審の場で御議

論をいただいて、ここで答申が得られればそういう方向で政令の改正が行われるというこ

とでございます。

この有識者懇談会の場で議論がされるというか、その方向性につきましては現時点にお

いてはふやす必要性がないということでございますが、最終的な決断はここで行われると

いうことでございます。

○市山特別委員 ここでということは、この有識者懇談会。

○木島資源管理推進室長 いや、水政審の場です。この分科会の場でございます。

○市山特別委員 分科会の場でということなので、一言だけこの機会にお話しして、今の

時期に適合しているのかどうか。全くローカル的な話。私は北海道だけれども、北海道は

一面でなく、オホーツクある、日本海ある、太平洋あるというバラエティに富んだ海なの

で、今回、この期中改正でオホーツクですけそうが追加配分できたということで、北海道

としては大変喜ばしいことで、ひとつ大漁してほしいなと思っているのですが、一方でそ

の海域によってはすけそうだら資源が著しく低下して、大臣枠とも知事枠ともＴＡＣの半

分も及ばないような水準に低下しているものがあるから、採算をとらないとだめですから

どうしてもＴＡＣ品目でない魚種に、言葉は悪いですが、漁獲圧力をかけていく。そうす

ると今まで思ってもいなかった魚種が急に少なくなったりすることもあり得ると思うので

す。

私がきょう聞きたいのは、私のほうからそれを提案するのではなく、有識者懇談会とか

いうところで提言があれば取り入れるというのであれば、持ち帰って全体で討議する話で

はなく、北海道的な話なので、ひとつそういう形にしたいなと。ほっけのことですけれど

も。ここにはほっけも入っていて「資源状況も安定していることなどから」となっている

のは、安定というのは私はシーズンを見て言っていると思うんです。トン数を言うと、大

であろうが小であろうが中であろうが、揚がればトン数になりますから。大人をとってい

るときは大したことないから、老人になっていくからとられても、それは価格にも反映す
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るしトン数にも反映する。だけど、それを漁獲圧力をかけて小さい子供をとってしまうと、

大人になるものがなくなる。１匹と３匹と値するトン数が３年後、５年後に与える影響は

大変あると思うのです。そのことを最近心配するものですから、北海道からも有識者懇談

会に出ているので、ぜひそういう場でひとつディスカッションしていただければなと思っ

て今のを聞いたのです。こちらからは提言しませんから。ありがとうございます。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。何かお答え。

○木島資源管理推進室長 ほっけに関しましては、基本、すけとうだらと違いまして、今

は資源の状況がよくわからないという状況にございます。ですから、例えば資源の全体量

ですとか当然ながら資源の予測ができないという状況にございます。こういう中で全体の

漁獲量の上限を決めるということはかなり難しいのではないかと思っております。

ただ、資源の状況について非常に懸念されているという御発言もございましたし、すけ

とうだら以外の魚種に漁獲圧力が向かうということがあろうかと思いますので、その辺に

つきましてはどういうふうに資源を守っていくのか、例えば質的な規制をかけることがで

きるのかどうか。こういうことについても頭に置いて、道庁さんなり関係の団体と必要に

応じて話し合っていきたいと思っております。

○櫻本分科会長 よろしいでしょうか。

ほかにございますか。

○中田特別委員 ＴＡＣ制度の評価についてですが、ＴＡＣ制度は10年経過しているとい

うことで、その間にマイワシ等の資源は減少をしているが、その他の魚種については横ば

いまたは増加傾向にあると書いてあるのですが、その辺が私はよくわからない。水産庁か

ら出ている資料も私いろいろ見ているのですが、大体減少しているわけで、それが今いろ

いろな問題となって見直しその他が図られているのではないかなと思っているのですが、

じゃ、マイワシ、さばはどうなのとか、いかはどうなのとか、すけそうはどうなのかと一

つ一つとっていくと、みんな下がっているような感じがしますし、私も新潟ですが、実態

としては相当獲れない、獲れないということで、船も出ても空振りして帰ってくるという

状況になってきていますので、この辺との不一致というかあれがわからないです。これは

説明していただけますか。

○木島資源管理推進室長 資料４－１の参考図表の４ページ目と５ページ目をごらんいた

だきたいのですが、確かに委員おっしゃいますように、すけとうだらですとか特に日本海

北部系群、それからマイワシも大きく減少してその後低迷している状況にございますが、
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一方、例えばさばに関しましても一時非常に低迷したものがここ数年は若干高い水準にあ

るということもございますし、また若干でこぼこはございますが、するめいかですとかず

わいがにに関しましてもおおむね安定的な推移をここ数年はしておるということでござい

ます。

確かに、こういう資源に関しましては長い目で見ると、例えば20年前、30年前、もしく

はそれ以前に比べますとたくさん獲れていないというものもあると思います。ただ、漁獲

可能量制度を導入して以降の水準に関しましては、基本的には安定的に推移をしておると

いう状況にあるということでございます。

○中田特別委員 ＴＡＣ制度は現状の漁獲量では採算が合わなくなってきているという状

況で、回復しなければならないということが目的ですよね。ですから、20年前、1980年代

ですと、イワシなんか450万トンぐらい獲れたのが今は100分に１ぐらいになってしまって

いるわけです。さばも同様に、そこまで行きませんが。ですから、基準をある程度高く持

っていかないと、ここ10年だけを取り上げていいんだということは、もうこれは低位でこ

れ以上下がらないような状況になってしまっている。要するに、漁をしても獲れないんだ

ということになると、これは当然漁獲高は変わりませんから、そういう状況ではないかな

と思っています。

したがって、目標をもっと高く上げていくということと、ＴＡＣの見直し、今やられて

いるんだと思いますが、これを真剣にやっていかないと大変なことになるのではないかな

と私は思っております。

以上です。

○櫻本分科会長 ありがとうございます。

何かコメントはありますか。

○木島資源管理推進室長 確かに資源状況が低位にあるものも多々あるわけでございます

が、例えばマイワシに関しますと、基本的に資源変動が大きいんだと思っております。ま

た、すけとうだらに関しましてもなかなか資源の動向が、方向はトレンドとしてかなり厳

しい状況にあるというのも事実だと思っております。

ただ、私どもといたしましては、例えばまさばでやっておるような回復計画で、できる

だけ休漁をしていく。また、親魚、また小さいものを獲らないようにしていくということ

をうまく組み合わせまして、出た資源をできるだけ残していく方向で取り組んでいきたい

と思っております。
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こういうところまで資源を持っていくんだという状況に関しましては、海峡、資源の状

況、それからいろいろな要因が絡んでくるものですから難しいのですが、そこは毎年毎年

の資源状況の変化また状況を見ながら、この辺でどういう方向でやれば一番うまくいくの

か、また回復傾向をどういうふうに組み合わせればいいのか、そういうことを総合的に判

断して資源管理を進めていきたいと思っております。

○櫻本分科会長 中田委員、よろしいでしょうか。必ずしも現状でいいというわけではな

いと思うのですが。

○中田特別委員 そうですね。現状の漁業経営との絡みがあって、思い切ったことがなか

なかできないということがあると思いますが、将来、５年、10年先、じゃ、どうなるのと

いうことを目標にしていかないと、現状だけ見ていれば確かにとらなければ経営できない

んだと。だけど、今苦しんでも将来明るい見通しがあるのであればいいですが、今はもう

そういう見通しはないですよね。だから、どんどんどんどん減船もしていくという状況で

すから。ですから、将来のないようなやり方はよくない。だから、今苦しくても将来はあ

るのだというやり方をとっていただきたいなと思っています。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。

○山田特別委員 このＴＡＣの改善、中間取りまとめについての説明についてはよく理解

をしましたし、これは第３回の懇談会の後だと思うのですが、８月25日、櫻本座長が規制

改革会議中間取りまとめに対する問題提起ということで水産経済新聞が発表して、それを

読ませてもらって、私は全く櫻本座長がおっしゃっていることに意を強くしているところ

でございますが、今後４回目の中間取りまとめが出た後に、12日の北海道新聞に、小さな

記事ですが載っていました。

短いですから読ませてもらいますと、見出しとしては「ＴＡＣ設定の厳格化を勧告」と

いうことで 「水産庁の有識者懇談会は11日、さんま、すけそうだら等７魚種に設定され、

る漁獲可能量（ＴＡＣ）について、資源枯渇を防ぐ目安の生物学的許容漁獲量（ＡＢＣ）

を可能な限り超えないようにすべきだと勧告した。水産庁が決めるＴＡＣは漁業者の経営

状況を勘案し、すけそうだら、さばなど５種類などＡＢＣを上回っている。実際の漁獲量

がＴＡＣを超えるケースもあり、資源維持のための歯どめとして機能していないのが実情

だ。今回の勧告を踏まえ、道庁は来年の漁期からＴＡＣ設定を改め、実際の漁獲量がＡＢ

Ｃを超えない監視ルールを定める」という記事が載っているんです。今報告を受けたのと

全く、どうしてこういう記事になるのかなと。出元はどこかというのは大体想像はつきま
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すが、こういう記事に対して水産庁として、こういうのは違うんですよ、これでは事実に

基づかない記事になるんですよというようなことを、書かれっぱなし、言われっぱなしで

ほうっておけというのはそれはそれでいいのですが、この辺はどんなふうにとらえたらよ

ろしいのですか。

○木島資源管理推進室長 答えになっていないのかもしれませんが、今回の中間取りまと

めに関しましては、私どもといたしましては一つには業界の新聞、業界誌、また３階の農

林クラブと申します記者がいるところがございます。そこに投げ込んで必要に応じて各新

聞社の記者の方にかなり丁寧懇切に説明をしたつもりでございます。ただ、実際に先ほど

地方紙の記事の中でそういうふうな、かなり誤ったと申しますか、歪曲した記事が出ると

いうのも事実でございます。ただ、それについて一々反論を水産庁としてやるというのも

なかなか難しい部分もございますものですから、そういうことがもし情報としていただけ

ましたら、必要に応じてこちらから御説明をしたいと思っております。

○山田特別委員 わかりました。こういう記事が出ますと、北海道もやっぱり、我々漁業

者、各地区から「こういう記事が出ているけどどうなっているんだ」という問い合わせが

我々機船連事務局にも来るんです。どうもこういう内容を見ますと、何か意図的に、言う

なれば悪意というのか、意図的に流させているのかなというふうに私たちはとらざるを得

ないんです。

ですから、今室長がおっしゃるとおり、きちっとしてくれれば別段このこと自体は、私

は、水産庁がとやかくどうのこうのということではなくて、そういう情報が十分あればお

話をして対処していただきたい。ただそれだけのことです。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。

○須能委員 有識者懇談会の委員の一人として補足説明させていただきたいと思います。

先ほどのＡＢＣを超えないようにＴＡＣを設定しようというような話は出ました。ただ、

ＡＢＣも生物学的にかなり不透明な部分があるので、今回の説明にもありますように、３

年後で回復するのか５年後で回復するのか、10年後で資源回復するのかというシナリオを

書いて、そのシナリオの作成に当たっては漁業の現場の方にも参加していただいて資源管

理を踏まえた中での意識を高めて、そういうＡＢＣのもとでのＴＡＣ設定をぜひ乖離を是

正しましょうと。

それから、先ほど中田委員からお話がありました資源管理の意味のＴＡＣと漁業管理の

問題とが実際混在しているわけです。今、許可をもらっている方の生存権があるものです
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から、ＴＡＣをなかなか下げられないという現実があると思います。

本来であれば、ＴＡＣに見合う隻数にして減船なり休漁をするということに裏づけがな

ければ、何を書いてもできないわけです。先ほどの説明も非常に苦しい、現在においても

資源の変化は余りないということですが、本来であれば経営が成り立つ一隻当たりのクォ

ーターと言いますか、トータルのＴＡＣが存在してやっていく。それが大きな目的にあっ

た上で健全化に向けて進むべきだろうと思うんです。

その中で、先ほどのさんまの話も含めまして、余剰のある資源をどう活用するのか。そ

れから、同じ青魚でイワシがないのであれば、さんまをどう対応するのか。これはさんま

棒受網漁業だけの漁業資源ではないわけで、その辺はさんまの議論の中でも、余ればいず

れまき網だとかトロールからの漁業圧力はくるだろうと。ですから、最大限漁獲努力をし

なくてはいけないでしょうと。

ただし、現在の供給と需要の関係の中で、その一方的な議論には行かないですよと。そ

のためには、関係者間の十分な議論を踏まえて、納得した議論が必要でしょう。そういう

意味で、この有識者懇談会の中でも議論はしておりますし、タイムリミットとしては年内

に結論を出すということですから、私の理解では今回の結論で課題が整理され、今後さら

に政策的にどういうふうにするのかという宿題といいますか、物を大きく、財政出動も含

めた提言を述べなければ何の意味もないといいますか、本当の意味の改革にはならないだ

ろうなと。そういう意味で、まだまだ時間がありますので、委員の皆さんの意見も十分踏

まえた中で、我々は精いっぱいの答申をしていきたいと考えている次第です。

以上です。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。

○東村委員 今までの実態に関する話と少々線がずれまして、論理的にどうかというので

気になった点がございます。追加配分のことですが、今お話にもありましたように、ＴＡ

Ｃを減らすというのはなかなか難しいということが現状としてあるのは重々承知しており

ますが、追加配分のルールがあるのに、一方で逆に資源が少ないことがわかったときの減

少のルールがないというのはどうもおかしいようなというか、片手落ちのような気がいた

します。

例えば、ＴＡＣがものすごく低い、もうぎりぎりの水準で設定されていて、たまたま資

源が多かったからふやすというような実態があるのであればそれは納得のいく話ですが、

実際のところ、正直に申しまして、ＡＢＣよりもＴＡＣのほうが大きいと。それならば、
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どうして獲れていないのにＴＡＣを減らすシステムはないのかということに、私は別に減

らさなければいけないと申しているわけではなく、論理的な整合性として、その場合はど

うなんですかということをお聞きしたいということでございます。

以上です。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。

○木島資源管理推進室長 理屈の上では、漁獲可能量は年１回見直しをしろということで、

資源の状況が変化すれば漁獲可能量を漁業者の状況なりを踏まえて増やす、また減らすと

いうことはあり得るのかもしれません。

ただ、現実に資源の動向が大きく減少し、漁獲ができないということであれば、そもそ

も漁獲量が非常に低い水準でおさまっている。ですから、頑張ってもなかなか獲れないと

いうのが現状ではないかなと思っております。この辺が特に、アメリカですとか、カナダ

ですとか、ヨーロッパなどで漁獲可能量が下がった場合に過度の漁獲競争が起きるという

ことで、結果として漁期が極めて短くなるという事例が報告されているようでございます

が、我が国の場合には非常に細かい漁業の管理、またその規制が、またさらに言うのであ

れば自主的な操業ルールが備わっているということもあって、現実には漁獲、外国で行わ

れているような状況には陥っていないと思っております。

ですから、申しますように、実際理論的には確かに減らすということはあり得るのかも

しれませんが、現実にはそういうことをやらなければならないような状況にはなっていな

いということでございます。

○櫻本分科会長 よろしいでしょうか。

○東村委員 ありがとうございました。

○櫻本分科会長 ほかにございますか。

○八木田特別委員 八木田と申します。

今回、初めてこの委員会に出席させていただきまして、わからないことがあるのでお伺

いしたいと思うのですが、まず今回のこの有識者懇談会の委員はどういう選考基準で選ば

れたのか教えていただきたいと思います。

○木實谷管理課長 管理課長でございます。

これは各界から漁業関係者、学識経験者、あるいは地方行政の関係者とか、バランスを

とっていこうということでそれぞれ大体割り振って、そうした中から選考させていただい

たものでございまして、それ以上の基準は特段ございません。
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○八木田特別委員 わかりました。今、バランスをとったということで。私どものこれを

見ていると、これで本当にバランスがとれているのかなという。非常にこれはアンバラン

スで、偏った委員の構成メンバーでないかなという思いをして見ている業界もあるわけで

す。

今、須能さんからの意見もありまして、一方に確かにそういう御意見もございますが、

私どもこのさんまの置かれている状況の中で、ＴＡＣの制度は本当に何のためにあるんだ

という思いがするんです。私ども、このＴＡＣ制度になりましてからＴＡＣ、ＴＡＣとこ

れに本当に振り回されて、業界自体がもうひどい状況になっている。私どものさんまは資

源的に今豊富な状況にあるということで、これらはＴＡＣ制度で資源管理される以前に自

分たちが自らこの資源を守ってきた。資源があるから今年もいろいろな状況の中でＴＡＣ

の数量が増えてきた。そういった中で、今年、現状において決まった大臣管理の部分でも

35万トンを獲ろうということでやりますと、全く採算を無視したような形でなければ獲れ

なくなってくる。燃料が高騰をして政府からああいう補助メニューができた。

しかしながら、一方でＴＡＣの増量に答えていくと。燃料は余計に消費しながら魚価は

下がっていく。本当にこのＴＡＣ制度自体何のためにあるんだと。資源が豊富にあってそ

れを有効利用するのであれば、私ども小さな船から大きな船までありまして、それらもち

ゃんと加味した中でうまく利用できるようなシステムも考えて、ただ数量だけ決めてしま

って、あとは「はい、漁業者勝手にしなさい」ではやっていけない状況になりますので、

その辺も考えていただきたいなと思います。

まず、この懇談会は本当に失礼な話ですが、私どもの目から見るとバランスにものすご

い欠けていると言わざるを得ないと思っております。この辺もでき得れば、このメンバー

の人方が云々という話ではなくて、どこの業界から見てもバランスのとれた委員の配分構

成にしていただきたいなというお願いです。それと、このＴＡＣの数量も、本当に何のた

めのＴＡＣなのかということを十分認識した上で数量の決定もしていただきたいなという

お願いです。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。

２点、御意見がありますが。

○木實谷管理課長 まず、有識者懇談会の委員の選定でございますが、これは先ほども申

しましたとおり、できるだけ幅広い分野の方に参加していただきたいという観点で委員を

お願いしたものでございます。
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それから、ＴＡＣ制度について、さんま業界からも御意見はいろいろあると思いますが、

ＴＡＣ制度の今の対象魚種の中では、例えばこの有識者懇談会の中間取りまとめでもござ

いますが、漁獲量の上限を決定することによって当該魚種の需給の安定にも寄与している

というふうにも考えられるわけでございまして、我々としてはさんまなどはこの代表例で

はないのかなと考えているわけでございます。

いずれにしましても、ただいまも意見ございましたが、さんま業界ないしその関連の方

々からまた御意見があれば、またディスカッションしながらＴＡＣ制度のよりよい運用に

これからも務めて参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

○宮原審議官 今までＴＡＣの話に限定されているので私から発言は控えていたのですが、

中田特別委員がおっしゃったように、ＴＡＣだけで業界の今後のあり方とか水産業のあり

方はなかなか語れない部分がありまして、もちろんＴＡＣは一つのツールではあるのです

が、同様に今、漁船漁業の構造改革をしなければいけないということで、別途の事業をや

りながら進んできている。そういう中では、例えばこれはまき網漁業でございますが、年

間の水揚げが10億円以上ないともたなかった経営を隻数を減らして７億円の水準で合うよ

うに直していこうではないかということが着手されたりしてきている。そういう中で、量

をたくさん獲らなければどうしても経営がだめになるから、どうしても獲らせろという、

そういう構造を変えていくという努力は別途行われているということがございます。

そういう中で、今、須能さんの御説明があったので、大分中がわかってきたかと思いま

すが、そこでなぜかさんまが出てしまったので、八木田さんから非常に強い御意見があっ

たと思いますが、さんまにつきましては八木田さんも御存じのとおり、１年前にさんまの

あり方の検討会というのをやって、これは関係者の方はほとんど入っていただいておりま

す。これはあらゆる業界の方に入っていただいてやって、特に公海のさんまの資源の利用

の方法の話が中心になりましたが、そこでさんまの利用をできるだけ高めなければいけな

いのだけれども、今の棒受網業界の存亡の問題もあるので、そこは慎重にゆっくりやって

いかなければいけないんだよというのが結論として出て、さんまの棒受網業界のほうは、

一番有利な200海里内の漁場をさんま棒受網でできるだけ利用し漁獲を上げていこうとい

うことで、ＴＡＣを引き上げることについてさんま業界の中でも合意が得られて進んでき

た話だと私は理解しています。

ただ、八木田さんおっしゃったとおり、我々が全く予想していなかった燃油の著しい高

騰という状況があったもので、それが経営的に今、さんまの増産に対しては非常に足を引
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っ張る形になっているという状況があるので、今八木田会長の大変難しい中で操業をやっ

ておられるという心情の吐露になったのではないかと推察をする次第でございます。

またもとに戻りますが、結局さんまにつきましても、ほかの魚種につきましても、漁業

の構造改革を一生懸命今、燃油の高騰で足どめをくっている状況ではございますが、水産

庁としてもバランスをとれた形で進めながら何とか実行できる資源回復を図っていきたい

と考えておりますので、御理解いただきたいと思います。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。

八木田委員、よろしいでしょうか。

○八木田特別委員 この懇談会の役員構成というのはあくまでも公平に、あとバランスよ

くということですが、私どもを初めほかの業界さんもそう思われている方もいるのではな

いのかなと思いますし、でき得れば、今回任期はどこまであるのかはわからないのですが、

そういう不満を持っている業界もあるということで、もうちょっとバランスを考えた構成

にしていただきたいなということと、今、公海のさんまの資源の話が出てきまして、この

資源も昨年と今年、実際公海事業のほうで資源調査いたしまして感じたことは、あそこの

資源は公海といえども、間違いなく日本に入ってくる資源なんです。完全に、漁場的に見

ていても、時期的な漁場形成を見ていても。

。そうすると、公海域での180°以西だと、恐らく間違いなくあれはもう日本の資源だと

それで、あそこでとる部分に関しては、日本に来る前の、秋に獲るさんまの資源の先取り

にしかならないという認識を持っていますので、そのことも含め合わせて今後も考えてい

ただきたいと思います。

以上です。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。

ほかにございませんか。よろしいですか。ほかに御意見がなければ、次の報告事項に移

りたいと思います。

②第１種特定海洋生物資源の採捕数量について

○櫻本分科会長 次は、第１種特定海洋生物資源の採捕数量について御報告をお願いしま

す。

○木島資源管理推進室長 それでは、資料５に沿いまして御説明いたしたいと思います。
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これは６月30日までに採捕された数量でございます。まず、６月までに終わったものでご

ざいますが、さば類とずわいがににつきましては漁期が終了しております。さばに関しま

しては、ここに書いてございますように、全体としては54％の消化状況であったというこ

とでございます。それから、ずわいがにに関しましては77％の消化状況であったというこ

とでございます。

次をめくっていただきたいのですが、その裏でございます。真ん中から若干下のさばで

ございますが、大臣分に関しましては９割の消化状況でありましたが、その右隣の県の状

況に関しましては、約９割のところから３割強のところまでかなりばらつきがございます。

それからずわいがにに関しましても、日本海西部に関しましては９割の消化状況でござい

ますが、オホーツクに関しては２割、それから県におきましてはこれも100％近いところ

から５割程度の消化状況までかなりばらつきがあるということでございます。

それから、その別表の２に関しましては、それぞれの採捕の実績でございます。

以上でございます。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。

ただいまの報告につきまして御意見、御質問ございますか。

ないようでしたら、以上で本日予定しておりました議事については終了いたしましたが、

この機会に何か御発言されたいことがあればお伺いしたいと思います。

能登委員、お願いします。

○能登特別委員 私、北海道の能登と申します。小型いか釣りのほうから出ていまして、

室長にいろいろお世話になっているわけでございます。

さまざまな課題の中で、ＴＡＣの制度ができましてもう10年の月日がたちまして、釣り、

まき網、それからトロール、このＴＡＣ制度があるわけでございますが、さまざまな要因

があるんですよね。一つの物をとるのにさまざまな手法でとる。片方は、私は釣りのほう

の立場なものだから。漁獲制限したり、人件費の絡みもあるものですから、いろいろ削減

しながら漁獲制限をしながら、ある程度の価格を維持しなければもう採算とれないような

状況にある現状。以前よりまだましですが、こういう現状の中、おととし水産庁の室長が

このＴＡＣ制度の底びきの上乗せの話が全日本のいか協を通じながら話が来たんです。そ

れで私は、こういうふうな現状なものですから、おととし──私は北海道の檜山なもので

すから──檜山支庁の会議室で室長とで３時間ぐらいの話をしながら、現状維持に努める

形でお願いしたという経緯でございます。
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その時に、一つの魚種をとるのに、審議官もわかっているとおり、漁獲というのは上が

る需要のバランスもあるかもわかりませんが、この何年かは秋いかのするめの相場はまき

網、トロール、それから混獲される定置による漁獲によって値段が設定されているという

形でない時期に来ているんです。はっきり言って。去年は特別、混獲で獲っている定置で

漁はあったのだけど、もう満庫状態なんです。定置の部分だけ。するめの専獲で獲ってい

る釣りの部分が入っていけるような状況でない形の中で、最終的に採算ベースを割るよう

な状況になったという経緯がある。

そのようなものですから、そういうことを踏まえながら、２年前に水産庁の室長が入り

まして、同じいかを獲る仲間として定置、まき網、トロール、それから釣りと、獲るなと

いうことを別にして言えば、獲る段階の手法はいろいろ検討するべきではないかという提

案をしながら、このＴＡＣ制度を漁獲とする前に、水産庁が中心になりまして、やりまし

ょうという形の書類を交わしてあるんです。だものですから、書類見れば22年度に漁獲設

定をすると書いてあります。その前にそういうことを踏まえながらひとつ場席を踏まえて、

いろいろ懇談したい。私は獲るなということを別にしてでも、もう、片方がつぶれて片方

が生き延びる時代ではないと思っているものですから、ひとつ、その辺の調整は水産庁が

中心になり中に入りながら、私はそういうことを言うつもりはございませんが、ひとつお

互いに獲る仲間同士として、どうすればいいかということの話し合いの場を持つような形

を水産庁が中心になって一つお願いしたい。こういうことでございます。

それから、先ほど会議の中で需要のバランスという話がございましたが、その魚種によ

って需要のバランスで採算がとれる魚種と、需要のバランスといっても、今言ったような

形で採算とれなくなるような魚種もあるんです、はっきり言って。その辺もあるものです

から、そういう業界同士の話もよくしながら、取り決めを前提にして、委員さんたちに十

分審議していただいて、こういう形の場席で決めていただきたいと思うわけでございます。

よろしくお願い申し上げたいと思います。

○宮原審議官 能登委員のおっしゃったとおりだと思います。業態別の獲る量については

単純な計算の公式をあてはめるわけにはいかないもので、現実に過去には八戸には特にい

かの業者さんが集まっているので、八戸でいかの漁業のあり方の検討会をやったこともご

ざいますし、今後もそれをむしろ拡大して、北海道の関係者もそれに非常に興味があると

いうことであれば、参加していただくような形でそういう話し合いの場を設けて、納得ず

くの上で決めていくということを考えたいと思います。ありがとうございました。
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○櫻本分科会長 ほかに御意見、御質問。

嶋野委員、お願いします。

○嶋野特別委員 １点だけお伺いします。全海水の嶋野です。さんまのＴＡＣで水産庁さ

ん、また資源管理分科会の皆さん方の御理解を得て大臣管理分35万トンとなったわけでご

ざいますが、今年の６月初旬ごろから宮原審議官並びに長谷沿岸沖合課長さん外、いろい

ろ水産庁の方、浜回りまでしていただいてある程度の協力体制と申しますか、我々も同行

してそのような体制ができつつあると期待しておったわけですが、どうもさんまのほうの

水揚げ高が道東を中心で、恐らく水温の関係だろうと思いますが、南下するのが非常に遅

いというふうに見受けた。従来ですと、９月の末ごろから四国、九州あたり餌が回ってき

ておるような状況ですが、本年度、１回だけ水揚げがかなりあったということで価格が暴

落して、そのときだけ餌に回ってきたという状況で、今はもうさんまはほとんど市場に出

回っていない状態かなと。

私が懸念しておりますのは、さんまはこれからどんどんどんどん南下をしてくるでしょ

うが、餌の需要期が10月、11月、これを外しますともう12月が来ると餌の需要が極端に落

ちますので、何とか需要期に間に合えばいいのかなと思っておる次第でございます。水産

庁さんのほう、また、今日、全さんまの八木田会長さんも来ていますが、どのような水揚

げ状況を把握されているのかなと、１点だけお伺いしておきたいのです。

○長谷沿岸沖合課長 また八木田委員から補足があるかもしれませんが、水揚げ状況とい

うことからすると、前年比と比べると95％ぐらいだったですかね、前年同期と比べると若

干少ないということで推移しております。

今後の話としては、嶋野委員さん言われたように、漁場がどこに形成されるかというこ

とが大きな影響を持ってくる。南のほうに形成されて、漁期後半でどういう量があるのか、

そのときに餌にどういうふうに回っていくのかというところが注目される。何分漁場形成

についてはどうしようもありませんので、どういうふうに推移をするのかなと思いながら

見ているという状況でございます。

八木田委員、何か補足してください。

○八木田特別委員 今、長谷さんが言われるとおり、前半供給量が少ない形で推移してき

たのですが、今日はもう7000トン揚がっている状態で、今、回数でうまく調整しようとい

うことで乗っていまして、６日の週からも２週で小型船７回して大型船５回という形で乗

り合わせていきますと、大体１日4000トン～4400、4500トンぐらい揚がるようなペースで
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時化がなければ揚がるような状況で水揚げがされていくのかなと思っております。

嶋野さん、餌のほう来なければ心配だということですが、これが本当にＴＡＣの弊害だ

と思うのですが、総体で45万トンだと。その45万トンということになって、前段、今年私

どもは業者さんといろいろお話ししてきた中で、45万トンになったんだから安くなって当

たり前だと。そういった議論の中で、生産者も価格に非常に過敏になっている部分もあり

ます。なおかつ、今年はＴＡＣの数量が増えたことで、旬別、月別の目標も決めないでや

っていきましょうという行き当たりばったりのような状況の中で、需給バランスを見なが

らこっちが生産して上げていくという体制をとったところに今度は自然が不漁で本当に魚

が獲れない状況になってしまったということで、価格がもう乱高下しておかしな、非常に

いびつな操業体制に今年はなってしまった。こんなことをやっていて、本当に双方いいこ

とかなと思うと、今年の操業とこの結果に関しては非常に首をかしげる、疑問に感じる年

です。

だから、このＴＡＣ制度が本当にいいのかといったら私は疑問で、このＴＡＣの数量、

資源的に安定している魚種はＴＡＣに加える必要はないという話であれば外してもらいた

いというぐらいの思いでおります。

いずれにしましても、今年の分に関しては、全さんまのほうとしましても、与えられた

35万トンは何としても供給していくという体制で獲っておりますが、そうすることによっ

て今日の価格も、１回目のせりでも45円～35円という状況でございます。そうしますと、

小型船が10トン積んできたとしても35万か40万にしかならない。油代が20万も30万もかか

ってしまうと全然話にならない状況になりますので、価格の面でも御協力していただきな

がら、双方生き延びていく道を考えていければと思います。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。

よろしいでしょうか。

ほかに御意見ございますか。

○森川委員 その他ということでお話しさせてください。今、資源管理ということでその

他の魚種もたくさんあると思います。でも、だんだんと漁獲量が少なくなってきていると

思います。小さな漁業者が浜を守って頑張っている、そういう小さな漁業者の資源管理を

どうするかということも大事ではないのかなと思います。漁師さんや浜の活気が出ること

を望んでおります。

以上です。
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○櫻本分科会長 ありがとうございました。

何かコメント等ございますか。よろしいですか。では、承っておきたいと思います。ど

うもありがとうございました。

ほかにございますか。

次回の日程について

○櫻本分科会長 次回の日程について、事務局からお願いします。

○木實谷管理課長 次回の資源管理分科会の日程につきましては、11月ごろにお願いした

いと考えておりますので、よろしくお願いします。後日事務局から日程調整をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

以上です。

○櫻本分科会長 ありがとうございました。

次回の日程につきましては、決まり次第連絡させていただくということでございます。

よろしくお願いいたします。

それでは、本日の資源管理分科会はこれで終了いたします。どうもありがとうございま

した。

閉 会


