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第３回ロシア水域における適正操業に関する検討チーム会合

日時：平成２３年７月５日（火）１４時～

場所：農林水産省本館４階第２特別会議室

議事次第

１．開 会

２．議 事

（１）市場調査及び漁業者に対する追加調査の結果について

（２）適正操業を確保するための措置について

（３）沖合底びき網漁業、いか釣り漁業、さんま棒受網漁業及び底はえ縄漁業の今漁

期の取組について

（４）次回の会合について

３．閉 会
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午後 ２時００分 開会

○丹羽管理課長 それでは、定時になりましたので、ただいまから第３回ロシア水域にお

ける適正操業に関する検討チーム会合を開催させていただきたいと思います。

私、７月１日付で前任の内海課長の後を引き継ぎました管理課長の丹羽でございます。

よろしくお願いいたします。この後、座って説明させていただきます。

それと、ちょっと宮原次長が急用ができまして、３時ぐらいまでかかるというようなお

話でございまして、その間、資源管理部の香川審議官が宮原次長のかわりで座長を務めさ

せていただきますので、申しわけございませんが、ご了承いただきたいと思います。

本件につきましては、ご承知のとおり、３月15日に第３回の会合を開こうということで

予定して準備を進めていたわけでございますが、３月11日の東日本大震災の発生により、

開催を延期させていただいていたということでございます。その後、本件の取り扱いとい

うことにつきましては、４月28日に当方のプレスリリースで今後の進め方ということで、

今後の沖底等のロシア水域の操業前に次回会議を開催させていただく方向で検討したいと

いうことで広報させていただいたわけでございますが、そういった形で、本日、第３回の

会議を開催させていただくということになりました。

それから、前回の開催から私も交代したわけでございますが、お一人メンバー交代があ

ったということでございまして、北海道の水産局長・山崎様から小野寺様にかわったとい

うことで、一言ごあいさついただきたいと思います。

○小野寺北海道水産局長 ６月１日付の人事異動で前任・山崎局長から交代になりました

小野寺でございます。引き続きよろしくお願いします。

○丹羽管理課長 どうもありがとうございました。

本日の会合は、お配りしております議事次第の議事の（１）の市場調査及び沖底船に対

する追加調査の結果について、ここにつきましては非公開ということにさせていただきた

いと思います。

したがいまして、議題（２）の適正操業を確保するための措置について以降を公開で行

いますので、申しわけございませんが、マスコミ関係者及び一般傍聴の方はこの場でいっ

たんご退席をお願いいたします。

（マスコミ、一般傍聴退席）

（マスコミ、一般傍聴入室）

○香川審議官 それでは、議題２の「適正操業を確保するための措置について」というこ
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とで、前回に引き続きまして、超過漁獲が生じないようにするための措置について検討を

行います。

それでは、資料の説明を事務局からお願いいたします。

○丹羽管理課長 それでは、資料の４をごらんいただきたいと思います。なお、傍聴の方

々につきましては、資料１から３は抜いてあると思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、本議題の再発防止策の検討ということで、先ほどの議題のところとかでも申

し上げましたけれども、今回の問題点についての防止策というものについての案というよ

うな形で、幾つか私どものほうで考えられるものを記載させていただいております。ここ

にありますように対策というものに対して、次に効果、それから課題ということを書かせ

ていただきまして、構成員の先生方のご意見等を拝聴したいということでございます。

まず、考えられる対策の１番といたしまして、水揚検査の充実ということでございます

が、当然、効果につきましては、漁船ごと、それから航海ごとの正確な水揚量について、

監督官の目視等により操業日誌等の漁獲量と突合・検証することが可能であるということ

でございますが、一方で課題ということでは、これも先ほどちょっとお話ししましたが、

水揚検査には多数の人員が必要である。特に水揚げ回数が多い場合等ということでござい

ますが、これにつきましては、後ほどちょっとご説明をさせていただきたいと思います。

それから、日ロ両水域で跨ぎ操業する漁業では効果に限界がある。日本水域、ロシア水

域、それを分けるということが実態上難しいということでございます。

それから、２番目の対策ということでは、操業日誌の記載、保持及び提出というものを

義務というか、したらどうだということでございます。効果のほうは、水揚検査に際して

操業日誌記載の漁獲量と水揚量との突合・検証が可能となるとともに、後日の検証も可能

となるということでございます。特に先ほどの課題というようなことに書きましたように、

日ロそれぞれの水域で跨ぎ操業するものについては、ロシア水域と我が国水域双方につい

ての記載があるということであれば、水揚検査への活用が可能となるということです。課

題のほうは、長期にわたって操業日誌を保管するということによる漁業者の物理的負担と

いうようなものが考えられるということです。

それから、３番目の対策ということでございますが、ロシアに提出した漁獲量報告書の

提出ということでございまして、効果のほうは、ロシア水域と我が国水域の跨ぎ操業をす

る漁業種類について、水揚検査に活用できる。すなわちロシア側でとった量というのがわ
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かるということでございますので、それを引けば日本の水域での操業になるということで

ございます。それから、課題ということでは、結局先ほどの２番の対策で操業日誌を義務

づけるというような話があった場合に、操業日誌と同じ内容になるということで、漁業者

にとって二重の負担になるのではないかということが課題ということです。

それから、４番目の市場仕切書の保管及び提出ということでございますが、これについ

ての効果は、漁業者以外の第三者が作成した資料であり、漁獲量の確認方法として有効と

いうことで、先ほどお話ししたとおりでございます。それから、作成のタイミングから水

揚検査時に活用できる可能性は低いが、過去にさかのぼって行う検証には有効であろうと

いうことでございます。一方、課題ということでは、これも先ほど申し上げましたとおり、

魚種規格ごとに仕切書が作成されるということから、多種の魚種・製品を水揚げする漁業

にとって保管に係る物理的負担等が大きいということでございます。それから、保存義務

導入に当たっては、適正な期間、どれほどとっておかなきゃいけないか、その辺の設定が

必要だということ。それから、荷受業者に対して保存義務を課すという場合も同じような

課題があるということです。それから、これも先ほど申しましたが、跨ぎ操業というよう

な、日ロ双方で操業しているような場合については水域区別が行われず、検証に使えない

というような課題があるということでございます。

次の、ページを開いていただきたいと思いますが、５番目の対策ということでございま

す。違法漁獲物の所持、販売、譲り受け等の禁止ということで、こういったものを制限し

てはどうだということでございます。まず、効果ということでは、漁船の操業責任者、漁

業者のみならず、違法漁獲物を買い受ける荷受業者等へも規制がかかるということで、違

反の再発防止に効果があるというふうに考えられます。一方、課題のほうですが、違法漁

獲物かどうかの判別が困難ということで、ミナミマグロでそういうような例があるという

ことでございますが、ミナミマグロ等ではタグを用いてやっているということでございま

すが、それが使えるかどうかということが課題でございます。

それから６番目の対策ということでは、日本側としてＶＭＳ（船舶位置測定システム）

というものを取り入れて位置報告するということでございます。これは効果のほうは、船

位がリアルタイムに把握できることから、円滑な検査や跨ぎ操業を行う漁業の操業日誌等

の検証に効果があるのではないかということでございます。一方、課題としては、既存の

システムは通信頻度が低いというような問題があるということで、これにつきましては、

平成23年度に水産庁のほうで新たなＶＭＳシステムの開発を行うということになっており
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ますので、それが活用できるならば解消ができるのではないかというように考えている次

第でございます。それからシステム設置、通信料等にかかる漁業者の経費負担、そういう

ような問題があるということと、その管理等を行う水産庁の体制整備が必要になってくる

ということが課題でございます。

次のところに、参考となる資料を添付しております。３枚目の資料は、一方でロシア側

による漁獲量のチェック等はどういうふうにして行われているかということでございまし

て、先ほど申し上げましたような、漁業種類ごとに共通するものとしては、ロシア側の入

出域通報、漁獲ＶＭＳによる位置通報等を義務づけていると。それから、チェックポイン

ト等において、ロシア取締船により漁獲量が確認されているということでございます。

また、船の規模等にもよりまして、北転船、沖底船につきましては、ロシア人公務員が

１船に１人乗船してチェックをしているということでございます。それから、底はえ縄船

も大体そういうことで、30トン以上船については１人乗船しております。その他の漁業等

につきましては、日本側が用意した監督官船にロシア人が乗っているというふうな実態だ

ということでございます。

それから、次のページ、最後のページの資料をおあけいただきたいと思いますが、先ほ

ども言いましたように仕切書等、それから水揚検査のところでお話をしましたが、ロシア

水域で操業する各漁業種類の特徴ということで、漁期当たり延べ水揚げ回数というのがど

のぐらいかというところを見ていただきますと、北転船では20回から25回ということです

が、さんまは2,000回というような、非常に漁業種類によって水揚げ回数が変わってくる

というような実態でございます。

それから、これも先ほどちょっと申し上げました漁獲割当消化率というのも漁業種類に

よってかなり違うということでございます。それから、日ロの両水域に跨った操業という

ことでは、沖合底びき網、それからさんま、いか釣り等につきましては、その両水域で操

業を行うというような実態があるということで、先ほど言いましたような課題というもの

に直結するということでございます。

以上でございます。

○宮原座長 ただいまの説明についてご意見、ご質問がございましたらお願いします。

飯野構成員、お願いします。

○飯野構成員 水揚検査にせよ、この仕切書の検査にせよ、両方とも課題のところで書い

てあるものが、日ロ両水域で跨ぎ操業している漁業では効果に限界があるというふうに指
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摘されています。ロシア水域の中での操業の取り締まりというんですか、管理は一義的に

ロシア側にあり、ロシアがきちんとその漁獲量を把握し、その情報を我が方が入手できれ

ば、この跨ぎ操業だから効果がないということにはならないと思うんですね。

質問なんですけれども、まず現在、日本漁船でロシア水域で操業した後、ロシア側に操

業の漁獲報告を出すことになっていますけれども、その情報は日本側には来ないというこ

とになっているんですか。前回の検討会のときに、ロシア側と情報交換についての何かシ

ステマティックなものが必要だというふうな意見があったと思うんですけれども、そこは

ロシアとそういう話をしたのかどうかも含めて、ちょっと教えていただきたいと思います。

○宮原座長 沿岸沖合課長、回答お願いします。

○長谷沿岸沖合課長 ロシアへの報告情報について、こちらが入手というような仕組みに

は、今なっておりません。

○宮原座長 中村構成員、お願いします。

○中村構成員 ４番目の市場仕切書の保管及び提出という問題ですけれども、これはここ

にも書かれておりますように、非常に有効だということはご認識されていると思うんです

けれども、先ほどの説明でどの市場も３年以上保管されているんですけれども、ただ、こ

の提出、こちらが提出を受けることの担保を、どのように考えておられるのでしょうか。

その担保をできる方法があれば、これが一番有効かなという感じを私は持っているんです

けれども。

○宮原座長 管理課長、回答お願いします。

○丹羽管理課長 この会合で有効だということであれば、どういう方法があるかというこ

とを検討させていただきたいということです。制限条件にしていくとか、どのようなこと

が考えられるのかどうか検討したいと思います。

○宮原座長 補足説明ありますか。

沿岸沖合課長、お願いします。

○長谷沿岸沖合課長 仕切書が基本的に非常に有効だということはそうなんですけれども、

この資料４の課題のところにも書きましたように、飯野構成員からも出たように、跨ぎ操

業があった場合にこの仕切書がうまく使えないと。現状はそういうことなものですから、

この後の話につながってきますけれども、その跨ぎの操業をどういうふうに把握するか、

それと組み合わせながらどうチェック体制を築いていくかということにつながっていくと

いうふうに思っております。
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○中村構成員 前回の会合で漁獲というのは、北転船については漁業者のほうも認めたと

いうようなお話もあったと思うんですけれども、それは跨ぎであっても、その辺の仕上げ

という枠を調査する段階である程度特定できるのかなという感じを持っているんですが。

○花房遠洋課長 北転船の場合は、跨ぎ操業をやっておりません。ロシア水域のみで操業

しているので、仕切書を見れば、はっきりしてきますけれども、沖合底びき船の場合は両

方のケースがあるので、そこは難しいと思います。

○宮原座長 それでは、先に進めさせていただきます。また後でご意見等ありましたら、

その時にいただけたらと思います。

（３）の沖合底びき網漁業などの今漁期の取り組みについてです。

７月下旬から開始される沖合底びき、さんま、それからいか釣り、これは順次漁業が始

まってきますけれども、これについての取り組みについて説明を、沿岸沖合課長、お願い

いたします。

○長谷沿岸沖合課長 改めまして、今議論しました資料４と並べながら見ていただくとい

いかなと思います、資料５なんですけれども。

まずは、とりあえず、道知事許可のさんま船の操業が近日中にロシア船を含めて始まり

ますし、あと沖底については、八戸船が８月に操業を予定しております。特にこの資料５

に掲げました４種類の漁業種類を載せておりますが、３種類が跨ぎ操業がある漁業という

ことで、これについて先ほどの議論を踏まえてどのように管理していくかということであ

ります。

一番上の沖底船、先ほど紹介がありましたように、各船にロシアの公務員が乗っておる

わけですから、飯野構成員おっしゃるように、一義的にはロシア側がしっかり確認すれば

いいということではあるわけですけれども、日本側としても協定に基づいた操業というよ

うなことでしっかり確認していくという前提の中でですね。

また、跨ぎがなければ仕切書ということが、北転船のような場合にはそれでよかったわ

けですけれども、跨ぐ操業の場合どうするかということで、沖底船を見ていただきますと、

４項目挙げております。最初は操業日誌の記載と保持の義務づけということで、前回も、

ちょっと時間がたってしまったのであれですけれども、さんまの場合は跨ぎ操業をしたと

きに操業日誌に向こう側の数量と日本側の数量を書くような義務づけをしておるわけです

けれども、これが沖底船、今ありませんので、これを義務づけたいというのが１つです。

それから、操業日誌の保管義務ということで、これは各４漁業種類共通なんですけれど
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も、後からのチェックのために一定期間の保管義務を課すということで考えたらどうだろ

うかというふうに思っております。１つの目安として、３年ぐらいはどうかなと。割合長

期にわたってということになりますと、それはそれで漁業者の負担感ということも出てま

いりますので、３年程度を義務づけたらどうかなと思っております。

それから、３番目に書いてある操業位置の確認ということが問題になってくるんですが、

先ほど管理課長からもちょっと説明がありました。これはロシア水域の話ということでは

なくて、日本水域での大臣許可漁業、特に大中型巻き網と沖合底びき網漁業資源への圧力

ということからすると、大き目の大臣許可漁業について、ＶＭＳの設置の義務化というも

のを検討しております。これは大臣の許可が５年物の許可になるんですけれども、これの

一斉更新と言っております、これが来年の８月１日で切りかえの時期を迎えるということ

なもので、今年度、このＶＭＳのシステムの開発事業をやっております。

従来のＶＭＳというのは船の位置がわかるというだけのものだったんですけれども、そ

れが、ただそこにいるのか、操業しているかというのがなかなか判別できないというもの

だったんですけれども、今開発しようとしているものは、一定の問題となる水域に入って

きたときには送信データの量を多くして、操業しているのかしていないのか、ただ航海を

しているのか、あるいは避泊しているのか、そうじゃなくて網を引いているのか、巻いて

いるのかというふうなものが判別できるようなシステムを開発中です。これを来年の一斉

更新に向けて義務化しようということを検討しておるところなものですから、ロシア水域

と言いつつも、すぐ日本水域と接続した部分の操業ですので、これを活用したらいいので

はないかというふうに思っております。

ただし、今年度システムを開発中、確認中、実証中ということなものですから、その導

入が行われるまでの間はＧＰＳの航跡記録の保持というものを義務づけたらどうかという

ふうに思っております。これは、要するに次に出てくる水揚検査というのが有効だという

ことが先ほどの議論であったと思いますけれども、これについて、水揚検査を実施してい

くということです。適宜実施ということでありますけれども、入域状況を見ながら、先ほ

ど水揚げの回数のようなデータもありましたので、抜き打ち的に有効な形で水揚検査をし

ておこうと思っておりますが、その水揚検査をしたときに、この水揚物がどこで漁獲され

たものかというものが判別できるように、ＧＰＳの記録を残すということにしたらどうか

と思っております。ただやみくもにデータを残すということではなくて、水揚検査に使う

ということですから、その水揚げに関する航海の記録を次に出港するときまでは残せよと



－9－

いうことにすれば、漁業者に対する大きな負担にはならないというふうに思っております

ので、そういうことで。

義務づけということになりますと、それなりの手順が必要ですので、８月すぐの操業に

間に合わないことになりますが、そこは負担にならない話ですので、まずはそういうこと

でやってくださいという指導をし、順次義務づけをしていったらいいのではないかという

ふうに考えております。それが沖底です。

この沖底の４項目というのがフルセットということになりますが、それに対しまして２

番目のさんまは、10トン未満は道知事許可船ということなものですから、道庁さんと連携

しながら足並みそろえる形で進めていく必要がありますけれども、さんまについては、操

業日誌の記載保持というのはもう既に行われておりますので、それは除かれておりまして

操業日誌の保管義務を課すと、これは沖底と一緒です。

一方、操業位置の確認ということについては、沖底の場合はＶＭＳの設置の方向で、今、

進んでおりますけれども、さんままでは手が回らないといいましょうか、先ほど言いまし

たように、国内の取り締まりの必要上、あるいは資源管理の必要上、巻き網と沖底を想定

して、今、進めておりますので、さんまについては先ほど言ったような形でＧＰＳの記録

を残すということで対応できるんじゃないかというふうに思っております。それから水揚

検査は適宜やるということであります。

３番目のいか釣りについては、水揚検査の項目、書いておりません。金輪際やらないと

いう意味ではないんですけれども、先ほども議論ありましたように、いか釣り漁業のロシ

ア水域での割り当ての消化率が直近３年で26％というような数字、もちろん年による変動

は大きいということなんですけれども、限られたマンパワーの中でどこに水揚検査の重点

を置くかということを考えたときに、まず、いか釣りは後回しでいいんじゃないかという

意味合いで項目を落としておりますけれども、操業日誌の記載保持の義務づけとそれから

保管義務と、これは並びで行いたいなというふうに思っております。

最後の底はえ縄漁業については、道知事許可漁業ということでありますけれども、記載

保持の部分はもう既にあるということですので、操業日誌の保管義務ということ、それか

ら、これは先ほども出ましたけれども、跨ぎ操業はありませんので、ＧＰＳ云々という項

目はなしで、水揚検査について道庁さん中心ということでお願いすることになると思いま

すけれども、行っていくということで、この４漁業の対応にしたらどうかという案でござ

います。
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○宮原座長 ありがとうございました。

では、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等がございましたらよろしくお願

いいたします。

○長谷沿岸沖合課長 小野寺さんから補足があったらお願いします。

○小野寺北海道水産局長 いや、特にございません。

○宮原座長 廣吉構成員、お願いいたします。

○廣吉構成員 質問というか、意見だと思いますけれども、今の説明の中に、国も管理、

監視、監督するための水揚検査のようなものは、なかなかイメージができにくいんですけ

れども、マグロのようなものは、検品に立ち会ったことがあり、このような大きな魚は、

なるほど検品をしないといかんと思いましたけれども、今回のようなさんまなど、もう既

に話が従前の検討会でも出たんですけれども、多獲魚や底びきで一網打尽にするようなも

のの水揚検査というのは、そんなにコストがかからないものなのでしょうか。漁業者の負

担も含めて、行政側のコストも能力の割き具合も含めて、このようなことはそれほど問題

にならないかのようにおっしゃったのですけれども、そういうことなのでしょうか。そう

いうことはシミュレーションというか、例えば各漁船の魚種の経営体の側の負担について

もある程度シミュレートされているということでしょうか。

○宮原座長 飯野構成員。

○飯野構成員 まさに今のご意見と関連するんですけれども、この水揚検査の再発防止策

の検討の中で、水揚検査の充実というのがあるんですけれども、これは非常にマンパワー

も要るということが指摘されており、他方で仕切書というのは非常に効果があると指摘さ

れています。そのように記載しながら、今回のここで出てくる資料５では、水揚検査をや

るということになっていますよね。この仕切書で管理するというのが排除されているとい

うことなんでしょうか。

○宮原座長 長谷課長、回答お願いします。

○長谷沿岸沖合課長 その部分がまさに資料４の１ページ目、４のところに仕切書の話が

あって、一般的には有効ということなんですけれども、課題の４番目のポツに書いてある

ように、仕切書にはどの水域でとれた魚かというのが出てこないわけですね。そういう意

味で、跨ぎ操業、跨ぎ操業と言っていますけれども、そういったものについてはこれが使

えないと。そういう中で、じゃどうするかというときに、水揚検査をしましょう、そのと

きに跨ぎ操業、どちらで漁獲したものかわかるような情報をとれるような形にして水揚検
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査をしようということです。

廣吉先生言われるように、これは正直言ってかなり役所としてはマンパワーがとられる

話で、そういう意味で資料４の最後の紙、４ページ目に、それぞれの漁業種類の特徴とい

うことで載せてあります。特にこの水揚回数のところを見ていただくと、結構漁業種類で

差があります。先ほども出ましたけれども、北転船については水揚検査をしておりますし、

それが有効だということだと思います。ただ、北転船の場合は隻数も少ないということで、

水揚げ回数もこの程度で済むということですけれども、沖底ですとかさんまということに

なりますと、水揚げ回数も非常に大きいということなので、正直言って水揚げ全量調査み

たいなことはとてもできないというふうに思っております。そういう意味で、適宜と書き

ましたけれども、違う言葉で言えば、抜き打ち的にといいましょうか、そういうものをマ

ンパワーの対応可能な範囲内で効果的にやって、そのことによってチェックしていくとい

うことでどうだろうかというのがこの資料５の案ということです。

○廣吉構成員 漁業者自身の負担も大きくなりませんか。なりますよね。

○長谷沿岸沖合課長 それはないということには当然ならないと思います。ただ、さっき

も水揚げの形態、リヤカーのものがあり、トラックスケールのものがありみたいな話です

から、その流れを滞らないように、そこの立ち会うということで、漁業者の精神的な負担

感はあるかもしれませんけれども、できるだけ物理的な負担にならないようにという配慮

は当然しながらやるんだと思っております。

○廣吉構成員 精神的負担、やっぱり荷さばき、水揚げ時にかかわると思うので、ちょっ

とそれはどうでしょうか。

○長谷沿岸沖合課長 我々公務員が検量するわけではなくて、通常の流れの横に立ち会っ

て物を見ると。それでそれを確認すると。こういう行為ですから、最小限のことで、大き

な負担にはならないと思っております。

○佐藤北海道漁業調整事務所長 ちょっとよろしいですか。水揚げに現に立ち会っている

立場で申し上げます。今、現実的にさけ・ますのほうの水揚検量に立ち会っておりますが、

はっきり申し上げて大変です。主に我々のほうでは、漁業監督指導官が検量立ち会いに出

ておりますけれども、通常の乗船しての監督業務のほかにそれが別途来るものですし、例

えば北調の場合、札幌市に事務所がありますけれども、水揚げがあるのが釧路だったり花

咲だったり、ほかにもありますけれども、そのたびに場合によっては出張しなきゃいけな

いといったことから、なかなかうちの職員の業務は過重になりつつあると。さらに、回数
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もさることながら、今回のさけ・ますの場合は、水揚げは真夜中から早朝にかけてという

ことで、その中で、実際自分で凍った魚に手をつけてではないですけれども、かなり寒い

中で、今の時期でもまだ釧路は相当寒いですから、その中で立ち会いをしなきゃいけない

というのはかなり大変だということで、やはり完璧なまでの調査というか検量を、本来で

きたら一番いいんでしょうけれども、ある程度都合を踏まえたようなやり方というのを考

えなきゃいけないなというふうに思います。

それと、これは実際うちのほうでやる話になるかどうかは別なんですけれども、ＶＭＳ

のチェック、これは一時期、漁業調整事務所でという話もあったんですけれども、どう考

えてもかなりの業務量になると思うので、これはまたやり方をしっかり考えておかなきゃ

いけないなというふうに思っておりますし、ある意味、漁業調整事務所としてのお願いで

もあります。

○宮原座長

仕切書のチェックについては、いかがでしょうか。仕切書は有効であるという話が出て

いましたけれども。

○長谷沿岸沖合課長 ですから、跨ぎ操業しないものについては、仕切書の活用というの

を適宜考えればいいと思いますけれども。分かれていないものを見ても、その先が進みま

せんので、そういう跨ぎのものについては、この操業日誌と操業位置情報と現物というこ

とで、チェックしていくということで考えております。

○宮原座長 よろしいでしょうか。

それでは、これまでの報告とご議論をもとに報告書の取りまとめをさせていただきたい

と思います。

次回の会合について、事務局から説明をお願いします。

○丹羽管理課長 この後の会合ということでございますが、先ほど沿岸沖合課長からもご

ざいましたように、沖合底びき網漁業等の管理措置の取り組みの結果というものを踏まえ

ながら取りまとめを行うということが適当だというふうに考えております。したがいまし

て、また例年11月下旬から、日ロの地先沖合漁業交渉が始まるということがございますの

で、それを踏まえると、10月ごろに次回会合を開催して、報告書の取りまとめを行ってい

きたいというふうに考えております。そういった形でお願いしたいと思っております。

○宮原座長 現時点では詳細について調整中のため、大まかながら10月ごろの開催とさせ

ていただいております。。
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どうぞ。

○廣吉構成員 そうすると、今資料５でご提案のあった管理措置の幾つかの試みについて

の報告もあわせてあるんでしょうか。

○宮原座長 はい、そういうことです。

よろしいですか。ではそのようにして取り運びさせていただきたいと思います。

これで予定した議事は終了となりますが、何かこの機会にご発言がございましたらお願

いします。よろしいですか。

どうぞ、飯野構成員。

○飯野構成員 繰り返しになるんですけれども、要するにロシア側にきちんとその管理を

してもらって、それで適正な漁業を実現するということは、そもそも無理だという話なん

ですか。というか、協力が得られないということですか。正確な情報がもしロシア側がき

ちんと漁獲量を把握して日本に通報してくれれば、別に跨ぎ操業であっても管理はできる

んじゃないかという気がしますけれどもね。そこはだから何となく最初から外れている、

それはもう考えないというような印象を受けるんですけれども。

○宮原座長 私のほうからご説明させていただきますと、それはもちろん、今度のロシア

との間の交渉といいますか、協議の中の一つの項目になるんですが、ただ、相手があるこ

とですので、どこまでそういうものができるのかということについてはまだ見通しがきか

ないので、仮にそれがなくても相当な信頼が置けるものをやはりこの次のときには確立し

なければいけないということで、こういうことをやっているということで、今日の飯野構

成員に今後ご指摘いただいた点については、もちろんこれから協議の中で協力を得るよう

に努力してまいるということで、ご理解いただければというふうに思います。

よろしいでしょうか。

本日は、公務により途中まで審議官が代行いたしまして申し訳ございませんでした。そ

れでは長時間ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。 どうもありが

とうございました。

午後 ３時２４分 閉会


