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１．日時：平成２９年２月１５日（水）１３：５５～１７：２３ 

２．場所：ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口プレミアムホール 

３．出席委員 

【会 長】 

学識経験者  橋本 明彦  

【都道府県互選委員】 

北海道    濱野 勝男 

青森県    角田 順一 

石川県    志幸 松栄 

京都府    岡田 政義 

兵庫県    眞野  豊 

鳥取県    板倉 高司 

島根県    中東 達夫 

山口県    上野 知昭 

福岡県    本田 清一郎 

佐賀県    杠   学 

長崎県    大久保 照享 

熊本県    福田  靖 

鹿児島    甲山 博明 

沖縄県    金城 明律 

【農林水産大臣選任委員】 

漁業者代表  森脇  寛 

漁業者代表  金子 岩久 

漁業者代表  伊藤 保夫 

漁業者代表   藤田 博英 

漁業者代表   川越 一男 

漁業者代表  濱村 尚登 

学識経験者  清野 聡子  

学識経験者  安成 梛子 
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４．議 題 

（１）日本海西部・九州西海域マアジ・マサバ・マイワシの資源管理について 

（２）マダラの資源管理の検討状況について 

（３）九州・山口北西海域トラフグに関する委員会指示について 

（４）有明海ガザミに関する委員会指示について 

（５）太平洋クロマグロの資源管理について 

（６）国が行う漁場整備事業（フロンティア漁場整備事業）について 

（７）平成29 年度資源管理関係予算について 

（８）その他 
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５．議事概要 

１３時５５分 開会 

○事務局（竹越） 定刻より５分ほど早いですが、委員の皆様おそろいですので、よろし

ければ始めさせていただきたいと思います。 

 それでは、ただいまから第29回日本海・九州西広域漁業調整委員会を開催いたします。 

 本日は、海区互選委員のうち秋田県の大竹委員、山形県の加藤委員、新潟県の本間委員、

富山県の大西委員、福井県の齊藤委員の５名が、そして大臣選任委員のうち濵田委員の１

名が事情やむを得ずご欠席されておりますが、委員定数29名のうち定足数である過半数の

23名の委員のご出席を賜っておりますので、漁業法第114条で準用いたします同法第101条

の規定に基づき、本委員会は成立していることをご報告いたします。 

 それでは橋本会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○橋本会長 皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては広域漁

調委に出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

 このところ地域によっては、この日本海・九州西の関係県では大雪に見舞われていると

いうところもニュースで聞いております。ただ、本日とか明日からは少し暖かくなるよう

でございます。福岡までこの春の広調委に足を運んでいただきましてまことにありがとう

ございます。また、設営につきましては九州漁業調整事務所にご苦労いただきましてあり

がとうございます。 

 それでは、本日、水産庁からご臨席いただいた皆様をご紹介いたします。私の隣から長

谷次長さんでございます。それから、その右隣で山本整備課長さんでございます。その隣

に三上上席漁港漁場専門官さんでございます。それから私の左手に藤田管理課長さんでご

ざいます。 

 それでは続きまして、本日ご臨席をいただいている水産庁の長谷次長から冒頭に委員会

の開催に当たりまして一言ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○長谷次長 改めましてこんにちは。よろしくお願いいたします。水産庁の長谷でござい

ます。委員会の開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げたいと思います。 

 委員の皆様方、ご多忙の中ご出席いただきましてありがとうございます。昨年に引き続

きましての福岡開催ということであります。関係者の皆様には設営の関係お世話になりま

した。ありがとうございました。やっぱり東京を離れてこういうところで会議をすると、

私どもとしても会議のほうに集中できますし、気分が変わっていいなと思います。 

 さて、今日の会議ですが、マアジ・マサバ・マイワシの資源管理を初め７議題用意させ

ていただいておりますが、ちょっと毎回になってしまったんですけど、マグロの話をさせ

ていただきたいと思います。くどいようですけど、本当にこのクロマグロの漁獲量管理、

さまざまな漁法で漁獲しておりますし、そもそも日本の漁業というのがいろいろな魚種を

一緒にとるという漁業も多いという中で、本当に漁獲量管理というのは本来相性の悪い魚
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種であるし漁業だろうと思っておりますけれども、この資源を回復させるためにはメキシ

コだとか韓国だとか台湾だとか外国船の漁獲を制限していかないことには資源の回復はで

きないと。それをしていくためにはやっぱり漁獲量管理という手法をとらざるを得ないと

いうところで私も覚悟を決めて、関係者の皆さんにも説明を重ねながら、覚悟していただ

きながら進めてきているつもりでございます。 

 その中で、特に定置網については季節ごとに本当にいろんな魚が入る中で、全体として

経営を成り立たせている漁法なわけでありますけれども、その中でクロマグロだけを厳格

に数量管理しなければならないという難問がございます。これに対して、日本定置漁業協

会さん中心にしたメンバーがこの難問に向き合って検討を進められて、先日、議論の末に、

ほかの漁業にしわ寄せが行った場合の支援協力金も含めた対応案というのをまとめられま

した。いろんな議論、意見あるかと思いますけれども、私としては今回まとめられた案は

非常に合理的で今後の定置網の資源管理を進める上で有効な手法だと思っております。こ

の後、担当からどういう仕組みか紹介させますけれども、概略を申しませば、定置網では、

枠を遵守しようにも、最後は限度があって、どうしてもやむを得ずクロマグロを漁獲して

しまって、その結果、他の漁業者の枠に食い込んでしまった場合に資源管理のための協力

金として、漁済連、漁業共済の連合会、漁済連を両者の仲立ちとして、クロマグロの水揚

げ金の一部を使って、迷惑がかかった漁業者に支援をするという案です。そうすることで

あわせて漁業共済や積立ぷらすの加入促進も図るという考え方でございます。このような

協力金体制も含めまして、日本が本当にありとあらゆる努力をして4,007トンというこの

枠を必死に守っているんだという姿を見せることが、今後、資源の回復基調に入った場合

にといいましょうか、もう既に入っているんではないかと思っておりますけれども、国際

交渉の場においてきっといい影響を与えるということを期待しているところでございます。 

 定置網についてはそういうことなんですけれども、一方で、既にご承知のとおり、昨年

末に長崎県などにおける無承認操業ですとか漁獲量の未報告といった事態が発生いたしま

した。前浜に来遊した魚を、来遊したら獲ろうという沿岸の漁船漁業、小型の漁船漁業、

マグロの場合、関係する船が２万隻を超えるという中で、漁獲をタイムリーに把握し、状

況に応じて制限をすると、これもまた本当に至難のわざのような話なわけでございますけ

れども、そういう中で今回の事態が発生いたしました。水産庁から各都道府県にお願いし

た全国調査の状況のご報告とあわせて、委員会として違反者への処分方針を定めるなど厳

正な対応ができるようにしたいと考え、お諮りしたいと思っておりますので、ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 ここで、マスコミの方もおられますけれども、あえて誤解を恐れずに言えば、漁獲量管

理の本格実施の前にこういう問題があぶり出されたということでありまして、制度的な対

応を進めつつ、漁業者側の心の準備を進めるためのいいきっかけになったのではないかと

思いますし、まさにそのための試行期間でもあったと考えております。準備するのは心だ
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けでなく、今回のことでも明らかになりましたけれども、漁獲共済と積立ぷらすというも

のを用意しておりますけれども、この加入が地域漁協によって相当ばらつきがあったとい

うことであります。限られた漁獲量の中で収入を安定させて資源の回復を待つためにも、

今回のことを１つ教訓として、一層の加入促進を本気で各浜で取り組んでいただきたいと

お願いしたいと思っております。今回の事態を複雑に難しくした要因として、スルメイカ

の来遊が非常に悪いということがあったと思います。これについてはまたいろいろ気象条

件の影響が大きいと科学者から聞いておりますけれども、マグロまで来遊しなくなっては

本当に打つ手もないということであります。マグロがもっと来遊するためにというための

今の我慢ということでありますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 そういったこともある中で、さらに言えば、漁業の世界で本当に何グラム、何キロ、１

キロ、２キロの単位まで誤差なく完璧に数量把握を本当にできるのかといえば、甚だ疑問

に感じる部分ありますし、そこまでの精度というのは漁師にどこまで求められるのかとい

うことは常に考えるわけでありますけれども、どんなことにも限度があります。完璧な制

度などないと思います。諸外国の例を見ても漁獲量管理、特に小規模漁業ですとか遊漁な

どについては、その管理なり報告の情報の把握については本当に悪戦苦闘しているという

のが実状です。しかし、日本の漁業管理の特徴は、資源管理意識の高い漁業者の自主管理

を、公的な管理の押しつけではない、浜からの自主管理をうまく組み合わせたところが日

本の漁業管理の特徴だと思っております。前浜で有効に機能してきた日本の漁業界の底力

をマグロの管理にも何とか生かしてやっていきたいと。これからも関係者の合意を積み上

げながら漁業者同士での相互牽制・・・相互牽制という言葉も否定的に響く場合があるか

もしれませんけれども、とも詮議ですとか相互牽制というようなものも働かせながら、や

っぱり信頼関係の中でうそはつかない、約束は守っていくと。北の漁業者も西の漁業者も

一定の信頼感の中で進めていかないと取り組み崩れてしまいますので、そのための広域漁

業調整委員会であると思っております。 

 私の思いはそういうことです。現在皆さんにご協力いただいている漁獲量管理の施行に

つきましても、そういったことを踏まえまして早晩、今回のことも踏まえましてさらに進

めて正式なＴＡＣの対象種にして、資源管理法による管理体制をつくり上げていきたいと

考えております。 

 どうしてもマグロの話ばかりになってしまいますけれども、本日はそれ以外にも重要な

議題がたくさん盛り込まれております。漁業種類によっては漁獲量管理が本当に難しいと

いう今回のマグロの骨身に沁みるような共通体験を踏まえると、その他の資源管理、資源

回復を検討していく場合にも非常に参考になるんじゃないかと思っているところでござい

ます。委員の皆様方におかれましてはぜひ今日も活発なご意見をいただきまして、我々と

しましてもいただいたご意見を踏まえまして精いっぱい考えて、工夫するところは工夫し

て、資源の回復管理に努めてまいりたいと考えておりますので、本日どうぞよろしくお願
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いいたします。 

○橋本会長 長谷次長、どうもありがとうございました。 

 報道関係の皆様には冒頭のカメラ撮りというのはここまででございますので、以降の撮

影についてはお控えくださいますようお願いいたします。 

 それでは続きまして、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○事務局（竹越） では、お手元の資料、１枚目が議事次第、続いて出席者名簿と委員名

簿がございます。それから本日の議題に関わる資料で、右肩上の資料１でマアジ・マサ

バ・マイワシの資料。それから資料２でマダラの資料。それから、資料３が少し厚いです

が、トラフグの関係の資料となっております。その後に資料４で委員会指示第51号と書い

ているガザミの資料。その後にマグロの資料が資料５－１、５－２、５－３と続いており

ます。それから、カラーのポンチ絵でフロンティア関係、６－１から始まりまして６－３

までございます。最後に資料７で予算関係の資料が１つ。資料が１から７まで、過不足ご

ざいましたら途中でも結構です、お申しつけいただければ新しいものと取りかえいたしま

すので、お申し出ください。 

 以上でございます。 

○橋本会長 それでは、議事に移ります前に、後日まとめられます本委員会の議事録の署

名人を選出しておく必要がございます。事務規程第12条により、僣越ではございますが、

会長の私から指名をさせていただきたいと思います。本日の広調委の議事録署名人として、

都道府県互選委員からは沖縄県の金城委員、それから農林水産大臣選任委員からは藤田博

英委員、以上のお二方に本日の委員会に係る議事録署名人をお願いしたいと思います。ど

うかよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、議事次第に従いまして進めていきたいと思います。 

 それでは、議題（１）の日本海西部・九州西海域マアジ・マサバ・マイワシの資源管理

について、に入ります。 

 事務局より説明をいたします。 

○事務局（佐藤） 九州漁業調整事務所沖合課の佐藤でございます。よろしくお願いいた

します。 

 日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）広域資源管理方針に基づく平成28

年度の取り組み状況と、平成29年度日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）

広域資源管理方針についてご説明させていただきます。 

 それでは、座って説明させていただきます。 

 資料１をごらんください。本方針は、平成21年度から３カ年実施した資源回復計画を受

け継ぎまして、資源回復に向けた取り組み内容を後退させることなく、継続して取り組ん

でいるところでございます。 

 取り組み団体におきましては、表中にございます５団体、山陰旋網漁業協同組合、日本



－7－ 

遠洋旋網漁業協同組合、鹿児島県旋網漁業協同組合、島根県まき網漁業協議会、長崎県旋

網漁業協同組合が参画してございます。 

 この広域資源管理方針に基づく取り組み状況でございますが、１の漁獲努力量削減措置

に記載しておりますけれども、小型魚漁獲回避のための漁場移動、それに関する情報の共

有、月に一定期間を休漁する管理措置等を実施しております。今回、長崎県旋網漁業協同

組合におかれましては、漁場移動を32回実施してございます。 

 次に、２の保護措置につきまして、五島西方沖地区のマウンド礁の中心から半径１マイ

ルにおいて、マアジ・マサバ・マイワシの採捕を目的とした操業を行わない取り組みも実

施してございます。 

 また、今度は平成29年２月１日に福岡市にて日本海西部・九州西海域マアジ・マサバ・

マイワシ広域資源管理検討会議を開催いたしました。本会議では、各団体の取り組み状況

等について情報共有を行いまして、また、平成29年度に実施するマアジ・マサバ・マイワ

シ広域資源管理方針の見直しを行っております。２月１日の会議で広域資源管理方針の見

直しをした点でございますけれども、こちらにつきましては前回の本委員会にて若干方向

性についてご報告いたしましたが、マアジ・マサバ・マイワシの資源評価に係る動向等の

記述を変更いたしました。それから、来年度完成予定の隠岐海峡地区のマウンド礁におけ

る保護措置、マウンド礁の中心から半径１マイルにおいてマアジ・マサバ・マイワシの採

捕を目的とした操業を行わない取り組みを追加してございます。こちらにつきましては管

理方針の概要といたしまして資料１の裏面に記載してございます。新たな取り組みにつき

ましては、平成29年４月１日から実施するということとしてございます。 

 取り組み等の説明につきましては以上でございます。 

○橋本会長 ありがとうございました。ただいまの説明について何かご質問、ご意見等が

あれば承りたいと思います。何かございますか。よろしいですか。それでは、議題の

（２）に進めてもよろしいでしょうか。 

 では、議題（２）のマダラの資源管理の検討状況について入りたいと思います。 

 事務局より説明をいたします。資料は２番でございます。 

○事務局（鈴木） 続きまして、マダラの資源管理についてご説明させていただきます。

水産庁管理課の鈴木です。座って失礼させていただきます。 

 お手元の資料右上に資料番号の２と記載されているものをごらんいただければと思いま

す。 

 マダラの資源管理の検討につきましては、これまでも皆様からご意見等いただきながら

進めてきておるところでございますが、前回のこの広域漁業調整委員会におきまして、今

後の進め方ということとして、マダラについては現在資源水準が高位であるものの、過去

に大きく変動してきたという性質があることを踏まえまして、そのような変動する状況に

応じて資源管理を行っていくと、このような資源管理の必要性について関係者の皆様のご
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理解をいただいていくと、そのためにはまずＴＡＣ管理だけでなく必要に応じてインプッ

ト・コントロールであるとかテクニカル・コントロールも含めた資源管理の基本的な考え

方を取りまとめるということを前回の広域漁業調整委員会においてご報告させていただい

ておったところでございます。今回はその基本的な考え方を取りまとめましたので、また

この場でご説明させていただきたいと思います。 

 それでは、資料の中身をご説明させていただきます。 

 まず１番といたしまして資源管理の必要性でございます。先ほど私申し上げたこととや

や重複いたしますが、我が国においてマダラは漁獲量が多く、また広範にわたって多様な

漁法が利用する重要資源の１つであります。現在、資源は高い水準にあるものの、中期的

には資源が大きく変動していることから、安定的な利用を図るため、資源管理の高度化を

図っていく必要があると考えております。 

 続きまして、資源管理の考え方についてでございます。まず、現在マダラの資源管理に

ついては主に浜でありますとか都道府県といったような地域ごと、また漁業種類ごとに公

的に、または自主的にインプット・コントロールやテクニカル・コントロールが行われて

いる状況にあります。 

 続きまして、（２）ですけれども、これらの管理措置については、先ほど申し上げたよ

うに地域や漁業種類によってさまざまであることから、中長期的に資源の安定的な利用を

図っていくため、資源管理の高度化といたしまして、まず、資源評価につきましては、評

価精度の向上や資源状況に対する関係者の理解の醸成に向けた取り組みを進めるとともに、

資源管理措置については資源の状況、また漁業や資源管理の実態を踏まえ、親魚の安定確

保やＴＡＣ管理の活用を含む統一的な措置の検討を進めていく、こういうものが必要では

ないかと考え方をまとめさせていただいておったところでございます。 

 続いて裏面をごらんください。こちらは資源評価に基づきまして我が国周辺のマダラに

つきまして一覧表にまとめたものでございます。隣接国の水域とまたがって分布している

系群を除き、例えば中ほどでございますが漁獲量の大きい北海道の周辺の太平洋の資源量

の推定というものについては、横のほうに棒が引っ張ってありますが、まだできていない

という状況であります。仮にＴＡＣ管理を実施するとすれば、このような海域において資

源評価がさらなる高度化が必要であろうと考えております。また、多くの沿岸漁業でも漁

獲されておりまして、必ずしも、それを狙って獲っている、専獲ではないというものも相

当あることが明らかになっておりますので、このような点を踏まえると、海域ごとの状況

を踏まえた資源管理手法の組み合わせを行うことが適当と考えております。 

 最後に表に戻っていただきまして冒頭の部分になりますが、このような基本的な考え方

をもとに、関係者の意見を十分に聞きながら引き続き検討を進めていきたいと考えており

ます。検討状況につきましてはまた適宜、本委員会にご報告させていただき、皆様からの

ご意見をいただきながら進めていければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたし
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ます。 

 以上です。 

○橋本会長 ありがとうございました。マダラの資源管理に関する基本的考え方の説明で

ございました。ただいまの説明につきましてご質問あるいはご意見等ございますでしょう

か。マダラに関して何かございますか。特段ございませんでしょうか。また引き続き検討

状況については今後も広調委の場で事務局から説明があると思います。 

 それでは、特段ご意見なければ、急ぐようで恐縮でございますが、議題の３番目、４番

目、これを一括して行いたいと思います。 

 九州・山口北西海域のトラフグ、それから有明海のガザミ、いずれの議題につきまして

も皆様ご存じのとおりこれまで継続的に発動してきた委員会指示に関する議題でございま

す。この２つの議題につきまして一括して事務局より説明をいたします。よろしくお願い

します。 

○事務局（今泉） 九州漁業調整事務所の今泉と申します。よろしくお願いいたします。

座って説明させていただきます。 

 資料のほうは資料３と４ということで、少し枚数が多くなって申しわけないですが、こ

の資料のほうで説明をさせていただきます。 

 トラフグとガザミの広調委指示につきましては、先ほどお話がありましたとおり例年ご

審議いただいているものでございます。11月に開催いたしました九州西部会においても概

要をご報告させていただいたところですが、トラフグにつきましては前年から一部変更し

た内容で、またガザミのほうは従来と同様のものですが、本委員会で広調委指示の発出に

ついてご審議をいただきたいと考えております。 

 ではまず九州・山口北西海域のトラフグに係ります委員会指示、49号の案と50号の案の

ご説明をいたします。資料のほうは３でございます。 

 委員会指示のご説明の前に、まずトラフグの広域資源管理方針につきまして、これも11

月に開催いたしました九州西部会のほうでご報告をさせていただいたところですが、現行

の方針の実施期間が平成28年度で終了いたしますことから、29年度以降の取り組みにつき

まして関係者間で検討協議しました結果、依然としてトラフグ資源が低水準であるため、

平成29年度以降も引き続き関係者が連携協力する広域資源管理の取り組みが重要であると

いうことで、方針を見直ししまして、継続して取り組んでいくこととなっております。 

 資料の52ページをごらんいただきたいと思います。こちらに方針の見直しの概要の新旧

対照表でございます。主な改正点としましては、３番目の目標のところです。10年前後で

資源量を960トン、中期的に５年前後で875トンへの回復を目指す。これは平成27年10月に

下関のほうで開催されました全国会議において関係者間で合意された当面の目標となって

おります。その下の②の小型魚の再放流のところで、これまで25センチ以下の小型魚を再

放流するということにしておりましたが、５センチアップして30センチ以下の小型魚の再
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放流をするということで強化をしております。さらにその他のところで卓越的な発生があ

った場合に緊急的な対応としてさらなる漁獲努力量の抑制・削減に努めることとしており

ます。そして、実施期間のほうは平成33年の４月末までとしております。 

 その次のページが方針の概要のペーパーでございまして、１の資源の現状、広域資源管

理の必要性、資源管理の目標、広域資源管理検討会議の設置とありまして、次のページの

４．のところに広域資源管理のために講じる措置ということで具体的に①の休漁期間の設

定、②全長制限、③の承認制、届出制、その他ということになっています。そのほかに資

源の積極的な培養措置といたしまして、放流と右側の漁場保全措置ということに取り組ん

でいくこととしております。 

 その次のページが実際の先日２月９日に開催されました広域資源管理検討会議において

関係者間で合意されましたトラフグの広域資源管理方針を添付しております。これはお時

間のあるときに後ほどごらんになっていただければと思います。 

 それで、１ページに戻っていただきましてトラフグに係ります委員会指示49号と50号の

案につきまして、この概要の資料で説明をさせていただきます。 

 トラフグの広調委指示につきましては２本からなっております。１つ目の指示、第49号

は承認制、届出制に関するものでございます。まず（１）の承認制・届出制の実施といた

しまして、①、対象船舶は総トン数５トン以上のトラフグはえ縄漁船で、②の漁獲量の増

加を制限するために各県ごとに承認隻数の上限を定めておりまして、山口県、福岡県、佐

賀県、長崎県、熊本県、広島県の６県で、合計271隻となっております。③の届出制の対

象船舶につきましては５トン未満のトラフグはえ縄漁船としております。 

 次の（２）の承認番号の表示につきましては、５トン以上の承認を受けたトラフグはえ

縄漁船につきましては、船舶の船橋の両側の見やすい場所に承認番号を表示するというこ

とにしております。 

 次の（３）の漁獲成績報告書の提出につきましては、平成29年の９月から平成30年４月

までの操業記録を提出していただくことになっております。その操業記録の取りまとめの

ための期間としまして１カ月をとりまして、提出期限を平成30年４月30日までとしており

ます。 

 次に、（４）の指示の有効期間につきましては、平成29年度漁期ということで、平成29

年５月１日から平成30年５月31日までとしております。 

 続きまして、２つ目の指示第50号につきましては、操業期間等の制限に係るものでござ

います。 

 まず（１）の操業期間の制限につきましては、海域を５つに分けまして、海域ごと及び

漁法ごとに休漁期間を設定することとしております。後ろの別紙に海域ごとの休漁期間の

一覧を添付しておりまして、この赤の矢印のところが休漁期間ということになっておりま

す。その次のページがそれを地図に落としたものですね。Ａ海域からＥ海域の休漁期間を
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落とした地図になっております。その次のページには、逆に操業期間を地図に落としたも

のとなっております。このような形で進めることとしております。 

 また１ページ目に戻っていただきまして（２）の小型魚の再放流につきましてですが、

全海域で全長30センチ以下の小型魚の再放流に取り組んでいただくこととしております。

昨年からの変更点はこの部分になります。 

 （３）の指示の有効期間につきましては、平成29年度漁期ということで、平成29年５月

１日から平成30年４月30日までとしております。 

 ５ページ以降につきましては今ご説明しました広調委指示の実際の本文になっておりま

す。５ページが49号で、10ページが50号ということになっております。 

 12ページなんですけれども、委員会指示のトラフグはえ縄漁業の承認、届出に関します

細かい申請書類などを規定している事務取扱要領がございます。これにつきましても漁業

者などの負担軽減、事務の簡素化等の観点から見直しをすることとしておりまして、２．

の主な変更点にありますような申請・届出に必要な添付書類の省略などの見直しをするこ

ととしております。 

 13ページ以降はその見直しの新旧対照表になっておりまして、33ページからはその実際

の見直した後の事務取扱要領を添付しております。これで進めさせていただきたいと考え

ております。 

 以上がトラフグに係ります広域漁業調整委員会指示についてのご説明でございます。 

 続きまして、ガザミの関係でございます。資料のほうは資料４の縦書きのものです。委

員会指示の51号の案ということでご説明をさせていただきます。これも例年のものであり

ますけれども、３ページに参考としまして有明海ガザミの広域資源管理方針の概要がござ

いますので、これを使って簡単に取り組みの内容を説明させていただきたいと思います。 

 平成28年度に引き続きまして継続して取り組んでいくこととしておりまして、内容は変

更ございませんが、次の４ページに４．広域資源管理のために講じる措置ということで、

５つ講じております。１つ目が放卵ガザミ、いわゆる黒デコと呼ばれているものの保護を

いたしまして産卵機会を確保するというもので、２つ目が小型ガザミの再放流ということ

で、全甲幅長12センチ以下のガザミにつきましては再放流するというもの。それから３つ

目の採捕禁止期間の設定ということで、こちらが委員会指示でお願いしたい部分でござい

ます。放卵ガザミを保護するために主な産卵機会の６月から８月のうち15日間はたも網そ

の他のすくい網によるガザミの採捕を禁止するというものでございます。４つ目、５つ目

といたしまして下の種苗放流と漁場環境保全措置ということで、こういったものを講じる

こととしております。 

 １ページ目に戻っていただきまして広調委指示の本文でございますが、引き続き実効性

を担保するために昨年度と同様の指示を行うこととしております。まず１つ目の指示の内

容につきましては、先ほどお話ししました有明海において平成29年６月１月から15日まで
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の15日間、たも網その他のすくい網によるガザミの採捕を禁止することとしております。

２つ目の指示の有効期間につきましては平成29年度ということで、平成29年４月１日から

30年３月31日までとしております。 

 なお、こういった広調委指示によるガザミの採捕禁止措置などに関しまして、５ページ

以降に添付しておるのですが、３種類のパンフレットを作成しております。これをマリー

ナや釣り具店などに配布いたしまして、漁業者、遊漁者や、広く一般の方々に資源管理の

広域的な取り組みにつきまして周知、ＰＲを実施することとしております。 

 以上がガザミに関します広調委指示の説明でございます。基本的に前年とほぼ同様のも

のなんですが、トラフグ２件とガザミ１件、合計３件、ご審議をお願いいたしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○橋本会長 ありがとうございました。事務局から、例年の案件ではございますがトラフ

グの委員会指示の承認制・届出制の実施の49号、それから50号ということで操業期間、小

型魚の再放流が25センチから30センチ以下ということで変更になってございますが、この

２点の委員会指示の概要の説明、それから承認制に係る事務的な手続の簡便にした点とか、

そういった点の変更についての資料の説明がございました。ガザミにつきましては例年ど

おり６月の15日間のたも網その他のすくい網による採捕の禁止の指示の案という３つの委

員会指示についての説明でございました。 

 何かただいまの説明につきまして、ご質問あるいはご意見等はございますでしょうか。 

○上野委員 ちょっとこの内容とは違うかもしれませんが、以前、東京湾でトラフグが大

変たくさんとれるということで、テレビの映像を見ておると遊漁者が釣っておるんですね。

大変よく釣れると。その関連で、静岡県が種苗放流を従来からやっているから、それが環

境のいいところにいついたんじゃないか、というようなテレビ報道がされておりましたが、

西日本では、特にフグというのはだんだん少なくなってきているということで、資源を増

やすために苦慮しております。日本でフグが増えるようなところというのは、あるんでし

ょうか。それともう１点、これだけ西日本が苦慮している中、東京なんかが資源保護のた

めの対応策をとっているのかどうか、という２点わかれば教えてほしいと思います。 

○橋本会長 ありがとうございました。何か情報をお持ちの方、いらっしゃいますでしょ

うか。私もたしかテレビで、東京湾で相当トラフグが釣れていて、確かに静岡県のほうか

ら流れてきて環境のいい東京湾でたまっているんじゃないか、という話をニュースで耳に

しました。 

○事務局（竹越） 事務局ですけれども、結論から申すと、思い浮かぶいいものはないん

ですけれども、毎年フグは、去年11月萩で全国会議をやらせていただいておりまして、そ

の前は下関でやらせていただいておりますが、局所的には、たしかそのときの会議で、北

海道のほうでもフグはとれたんだという発言があったようです。秋田県沖でもあったり、
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局所的にはやはりとれたりという。ただ、全体としてはやはり伊勢三河も含め余りよろし

い状況ではないと。あと、東京に関しては確かにテレビ報道あったと承知しておりますし、

静岡県とか神奈川県とかで種苗放流を行っているということでございますので、もし有効

な情報があればまたお伝えいたしますし、またそういった全国会議の場でもお知らせして

いきたいと考えております。 

○橋本会長 よろしいですか。 

○長谷次長 こういう場で提供するほどの情報ではないかもしれませんが、山形県の加藤

委員ご欠席の中ですけど、昨年の海づくり大会が山形だったんですよね。行ったときに、

トラフグ増えているんですよという話がありましたね。やっぱり北に大分寄ってきている

のかなというのを感じたことがあります。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

 他にこのトラフグの委員会指示、あるいはガザミの委員会指示について何かご発言はあ

りますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、日本海・九州西広域漁業調整委員会として、この日本海・九州西広域漁業調

整委員会指示の第49号、第50号、これがトラフグについての指示、それから第51号のガザ

ミについての指示、この３本を発動するということに決定してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○橋本会長 ありがとうございました。また、あわせまして今後の事務手続の都合上、部

分的な修正あるいは文言の訂正、そういったものにつきましては私にご一任いただきたい

と思いますが、それでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○橋本会長 ありがとうございます。それでは、この３本の委員会指示について事務局は

事務手続を進めていただくようにお願いいたします。 

 それではここで、ちょっと長くなりましたので、15時まで休憩ということにいたしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。時間までにご参集をお願いしたいと思いま

す。 

午後２時４５分 休憩 

午後２時５９分 再開 

○橋本会長 それでは、定刻になりましたので、会議を再開いたしたいと思います。 

 次は議題（５）の太平洋クロマグロの資源管理についてでございます。本議題の進め方

についてまずご説明をいたします。皆様も新聞等でご存じのこととは思いますが、次長の

冒頭のご挨拶にもありましたとおり、昨年の７月から９月にかけまして長崎県の対馬で、

当委員会のクロマグロの指示による承認を持たずに操業した疑いのある事案がございまし

た。また、その後、水産庁による全国調査も行われましたので、まずこの概要等の説明を

事務局から行い、質疑応答も適宜交えつつ、続いて、この事態を受けての当委員会の対応
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ということで、委員会としての処分方針案について審議をしたいと思います。そして最後

に太平洋クロマグロの資源状況と資源管理の対応方向について事務局よりご説明すると、

こういった段取りで進めたいと思います。 

 それではまず長崎県での疑義等の内容と、同様の事案の有無について、各都道府県に対

して全国調査を行った中間整理ということでございますが、これについて事務局からまず

ご説明をいたします。よろしくお願いいたします。 

○事務局（竹越） 資料５－１でございます。太平洋クロマグロの資源管理の遵守・徹底

に関する調査について（中間整理）でございます。 

 １番の経緯でございますけれども、会長からもございましたけれども、ただいま皆さん

に大変厳しい管理ということで、クロマグロの30キロ未満の小型魚あるいは大型魚につい

て管理をいただいているところでございます。大方の皆さんにはまじめに管理いただいて

いる中ではございますけれども、昨年の11月ぐらいでございました、長崎県と三重県さん

から疑義の情報が我々にあったというわけでございます。 

 資料おめくりいただいて３ページのところに長崎県対馬に関する現地調査という概要が

ございます。11月に情報がございましたので、１番の経緯のところにございますけれども、

長崎県さんでまずは調査をいただきました。そうしましたところ多数の承認のない漁業や、

承認があっても漁獲報告のない事例があるという経過報告がございましたので、管理課長

の藤田、それから私、竹越とほか数名、あと九州漁業調整事務所からも対馬に12月６日か

ら９日まで入りまして、現地調査を実施いたしたという経緯となってございます。この４

日間の調査では計40名以上の漁協の方、漁業者の方皆様にお会いいたしまして、それぞれ

聞き取り調査を行ったわけでございます。３ページの下のほう３番の結果概要でございま

すけれども、（１）無承認操業の疑義ということで、この広域漁業調整委員会で決めてい

る委員会指示のルール、約束を破ったという違反の疑義があった方々、これが１番のとこ

ろにございますとおり16名、約12トンございました。事例で申し上げますと、クロマグロ

を狙って出漁したり、イカ釣りの際にクロマグロを繰り返し漁獲したということでござい

ました。対応といたしましては、その場で誓約書といいますか漁業者さんからこの委員会

指示について遵守・徹底する旨の一筆をいただきまして、また、委員会の会長名で委員会

指示の遵守を指導したという状況となっております。それからあわせまして（２）でござ

いますけれども、漁協を通じまして漁獲モニタリングということで、漁獲の報告を上げて

いただいております。これが水産庁ホームページのクロマグロの部屋に載っているものに

通じるんですが、４ページ、裏のほうでございます。３つ事例がございます。まず厳原漁

協でございましたけれども、養殖用種苗などが厳原漁協ではない島内のほかの漁協に水揚

げされていたと。それがわからなかったということで、報告が過少報告になっていた。そ

れから２番ですけれども、上対馬漁協で無承認の漁獲量の未報告があった。これはクロマ

グロではなく他の魚種名で漁協内で整理して、県に報告をしていなかったという事例でご
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ざいました。それから、豊玉町漁協さんの場合は無承認の漁獲があったんですけれども、

これは承認のある別の方に上乗せしてシステム上報告をしていたと。こういった事例を確

認いたしました。各組合長に委員会のほうから、事務局のほうからも指導いたしまして、

県のほうで原因究明と。先ほどの無承認についても同じですけれども、我々と一緒になっ

て原因究明と、それから他の地区の漁協さんについても調べていただいていると。これが

長崎県の事例でございます。 

 続きまして、５ページが三重県の事例でございます。三重県のほうは広域漁業調整委員

会の承認は得ている漁業者さんでございました。６名なんですけれども、伊豆のほう、そ

れから東京都の大島のほうに近くなってまいりますけど伊豆大島のほうですね、こういっ

たちょっと遠くの海域で操業されている際に、カツオをやっていたんですけれども、その

後にクロマグロの群れが来たということで、クロマグロの操業をしたと。そのときに50ト

ン余り。実際そのときは三重県では県の操業自粛要請が出ていたわけなんですけれども、

我々も再三の指導をいたしましたが、なかなか聞き入れていただけず、そのまま結果とし

て50トンまでの漁獲になってしまったと。ただ、ご本人さん達は、陸のほうに戻ってきて、

こういった報道ぶりを見て大変よくないことをしたというふうに反省をいただいていると

は聞いておりますけれども、結論としましてはこういった県のお願い、枠を守るためのお

願いには応じていただけなかったと、こういった事例がございました。 

 また、１ページお戻りいただきますと、こういった長崎県や三重県での残念な事例がご

ざいましたので、我々行政といたしましてはほかの都道府県、沿海地区の都道府県にも同

じような事例があるんではないかということで、昨年の12月22日に水産庁の資源管理部長

名で各都道府県の水産主務部長さん宛てにこういった事例を具体的にご紹介しながら調査

をしていただきました。その結果が２番の調査結果の概要のところでございます。まとめ

て書いておりますので、１ページおめくりいただいて２ページに各県の概要をまとめてお

ります。まずは長崎県のように無承認の操業があったもの、これが静岡県でございました。

４名の漁業者さんで約1.5トンでございます。それから漁獲量の未報告もしくは報告内容

の誤りがあったところが７県ございます。それぞれ漁協のミスであったり、それから他県、

県内問わず自漁協ではないほかのところで水揚げをした分がわからなかったりとか、いろ

んな事例がございました。また、欄外に米印に書いておりますのは、昨年の12月22日の調

査以前から県のほうで把握していて指導も実施していたものというもので３つございまし

た。茨城県さんで水揚げ量の報告が遅延されていたもの。神奈川県さんで操業自粛要請の

連絡不十分であったもの。それから当委員会に関連しますが熊本県さんで、１隻の漁船が

長崎県の対馬の海域でクロマグロを漁獲していたということで4.2トンの報告がなかった

事例、こういったものが確認されております。全体としてはこのような状況でございまし

て、我々としましてはこういった疑義のあった県、それから先ほどの長崎県さんや三重県

さんも含めまして原因究明、それから再発防止の検討、それから漁獲量の修正報告を求め
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ておりまして、あわせましてこういったものに関しまして、他にまじめに取り組んでらっ

しゃる方に資源管理の枠組みが崩れてしまいますので、こういったことがないように県の

ほうにも指導しながら、こういった場でもご検討いただきながらどうしていくべきかとい

うのを考えていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○橋本会長 ありがとうございました。ただいま水産庁が行いました調査についての中間

整理の説明でございました。 

 それでは、この案件について、長崎県の海区互選委員の大久保委員のほうから一連につ

いて何か補足説明があるということですので、発言をよろしくお願いいたします。 

○大久保委員 このたびは長崎県において当委員会の承認を得ず小型マグロの操業がなさ

れた事態が発生し、また漁獲量の未報告も発生して申しわけありません。本日は対馬から

上対馬漁協の長谷川組合長さん、そして厳原漁協の二宮組合長さんが傍聴人として出席し

ておられますので、説明の発言をお願いいたします。 

○橋本会長 今回の事態を受けまして、委員会の対応あるいは処分方針についてこの後審

議を予定しておりますので、その検討の参考として、今大久保委員から発言のございまし

た上対馬漁協と厳原漁協の組合長さん、それから長崎県の関係者、この方々の発言の機会

を設けたいと思いますが、そのように委員会としてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○橋本会長 ありがとうございます。 

 それでは、事務局が席を準備いたしますので、そちらの席に３名の方お越しいただき、

それぞれご発言をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 まず、上対馬漁協の長谷川組合長さん。 

○長谷川組合長 上対馬漁協の長谷川でございます。 

 このたび上対馬町漁協管内で発覚いたしました本委員会の指示違反による未承認船の操

業、また未報告につきまして、全国の沿岸漁業者の皆様、そして関係者の皆様に大変ご迷

惑をおかけいたし、ここに深くおわびを申し上げます。 

 今回の違反等の顚末でございますけれども、４項目について述べさせていただきます。 

 まず１番目に、未承認船の操業原因についてでございますけれども、届出制から承認制

への移行する間におきまして、水産庁並びに長崎県から漁業者に周知を図るよう説明会等

により指導があったにもかかわらず、組合員への完全な周知ができていなかったことが大

きな原因と考えております。通常、漁協から組合員への周知案件につきましては、各浜に

回覧板によりまして周知をいたしておりますけれども、今回の承認制への移行の際の承認

につきましては、浜に回覧を行わずに、届出制時に届出をいたしておりました実績に、過

去にマグロ漁の実績のある20隻だけを追加しまして、合計30隻への承認申請を行ったため

に、全組合員への承認申請の周知ができていなかったところでありまして、漁協の周知の
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あり方について未承認者から反発もいただき、深く反省をいたしているところでございま

す。 

 次に、２番目に、私、組合長としてどのように考えているかということでございますけ

れども、今回このように多くの違反並びに未報告が続出し、誠に申しわけなく責任を感じ

ているところでございます。当漁協管内のマグロ漁の状況は、ここ数年、ひき縄による養

殖用稚魚が１トンから４トン程度の少量の漁獲量であり、マグロ漁に対しての考え方、取

り組み方が甘かったと反省いたしているところでございます。今後は委員会指示の重要性

を再認識し、今回のようなことがないように、所属組合員並びに役職員へ周知徹底をいた

します。 

 ３番目に、違反発覚後の対策でございますけれども、当漁協理事会において未承認船に

よる操業違反の説明を行うと同時に、未承認船20隻に対し厳重注意を行うよう決議し、後

日、違反者に説明、今後一切操業を行わないよう注意を行ったところでございます。また、

当漁協マグロ承認者の協議により、ペナルティーとして未承認船が漁獲した数量13.6トン

を来期において自粛すること、さらに違反船に対し３年間操業停止することを決定いたし

ております。 

 次に、４番目でございますけれども、今後、そして来期以降の対応でございますが、組

合員への回覧板による周知の強化及び説明会の開催により、職員はもとより全組合員にク

ロマグロに対する委員会指示の遵守を徹底いたします。 

 以上でございます。 

○二宮組合長 厳原漁協の二宮でございます。よろしくお願いいたします。 

 漁獲量の報告漏れの件につきましては、職員の事務的なミスにより生じた案件であると

認識いたしております。決して故意的な状態ではなかったことと認識いたしておりますの

で、ご理解をしていただきたいと思っております。 

 今後につきましては、このような事態にならないように十分注意をして対応するように

指示をいたしております。その１つといたしまして、チェック機能の強化のため、職員３

名体制に対応して、正確な漁獲量の報告に努めております。 

 次に、承認制についてでありますが、再度地区役員にも協力をしていただきまして、漁

民集会等で周知徹底を図っているところであります。 

 以上でございます。 

○熊谷部長 長崎県水産部長の熊谷でございます。このように発言の機会をいただきまし

てありがとうございます。 

 まず、本県漁業者による多くの無承認操業及び漁獲量の未報告が生じたこと、厳粛に受

けとめております。本県として、結果的に指導が関係者に十分行き届いていなかったとい

うことを反省いたします。 

 本県はご承知のようにクロマグロ未成魚の最大の漁獲県であり、極めて多数の漁業者が
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操業しております。このため、この太平洋クロマグロの資源管理に関する関心は極めて高

く、委員会指示の導入に際しても水産庁担当課に幾度となく来県いただき、県内各地で漁

業関係者への説明会、意見交換会を開催するなど、制度の周知に努めているところでござ

います。残念ながら今回このような事態が生じたわけでございますが、こうした状況を重

く受けとめ、私どもは職員を各漁協に派遣して、水揚げ記録を直接確認するとともに、漁

協役職員としての対応、こういったものについても詳細に調査をさせていただきました。

その結果、数キロ単位の報告ミス、こういったものを含めて把握し、それらを包み隠さず

詳細を全て水産庁に報告するなど、その実態解明に向けた水産庁の調査には全面的に協力

してまいりました。また、こうしたことを踏まえまして、漁協の報告体制の改善というこ

とについても指導しているところでございます。 

 太平洋クロマグロの資源管理は極めて多くの沿岸漁業者にかかわる問題であり、その適

切な資源管理の遂行には、まずもって関係漁業者の規制措置への理解、納得というものに

基づきまして、行政、漁協等が信頼関係を構築し、一体となって取り組んでいくことが何

よりも重要であると考えております。今後は同様の事案が生じないよう再発防止、そして

適切な資源管理の遂行に取り組んでいくこととしております。 

 私どもからの説明は以上とさせていただきます。 

○橋本会長 ３名の方、ありがとうございます。 

 それではここで、当広域漁調委の関係として、熊本県においても漁獲量の未報告の事例

があったということでございましたので、福田委員のほうからもよければご発言をお願い

したいと思います。 

○福田委員 熊本県の承認漁業者が昨年の８月から９月に県内の漁獲上限の目安の1.7ト

ンを超えて漁獲を行いました。それから、平成28年12月14日に入って本人に県庁に来ても

らい聞き取り調査をいたしました。そのことを受けて指導及び漁獲数量の確認と正確な数

量報告を要請いたしました。その結果、平成28年12月26日に正確な数量報告がありました。

このことから、クロマグロの操業自粛を再度県内の関係者へ周知徹底を図りました。 

 以上です。 

○橋本会長 福田委員、どうもありがとうございました。 

 ただいまの長崎県のお三方、一連の説明に関し、福田委員のご説明を含めて、ご質問あ

るいはご意見等があれば承りたいと思います。本事案は大変重要なことでございますので、

先ほど説明をいただいた上対馬漁協、あるいは厳原漁協、長崎県庁、それから熊本県への

質問、これらについて意見を述べていただいても構わないと思います。何かご意見ござい

ますでしょうか。 

○本田委員 今、各県からいろいろお話を聞きましたけど、漁業者に対して非常に厳しい

マグロの資源の管理をお願いしている中、これも先日テレビの釣り番組でしたけど、シラ

スを釣るのに、次の日にマグロ釣りに行ってるんですね。対馬沖です。実際そこで釣った
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んですよね。釣って喜んで映像に流して、マグロ釣りのおもしろさを物凄く番組の中でア

ピールしてるんですね。この船が漁協に所属しとるのか、それとも漁協に所属してない遊

漁船なのかよくわかりませんけど、そういうものに対する指導はどういうふうになっとる

のかということをぜひこの場できちっと決めていただきたいと思っております。 

 それともう一つは、釣りのおもしろさだけを流す釣り番組の中で、ぜひマグロのこうい

うふうに重要に漁業者も含めて取り組みもやっているんだということを、ぜひ啓蒙のよう

なことをやっていただきたいと思っておりますので、ぜひその辺をお願いしたいと思って

おります。 

○橋本会長 ありがとうございます。水産庁のほうから何かございますでしょうか。 

○藤田課長 今おっしゃったとおりでございまして、従来から我々のほうは漁業者さんの

取り組みをまず理解していただいた上で遊漁者さんにも協力をいただきたいということで、

ホームページで周知を図るだけではなくて、水産庁のほうでは釣りの全国団体とかとお付

きあいがございますので、そういったところで意見交換をしてぜひ周知を図ってください

ということでお願いをしてきました。本件につきましても釣人専門官というのが沿岸遊漁

室におるんですけれども、そこを通じまして再度、テレビにも出ておりますので、そうい

ったところでもぜひご協力をいただくように引き続き頑張って周知徹底に努めてまいりた

いと考えております。 

○橋本会長 ありがとうございました。水産庁のほうでは遊漁船業に対しても本件に対す

ることの重要性から周知徹底を随時図っているということでございます。 

 他に何かご意見ありますでしょうか。 

○上野委員 今、長崎県のほうからマグロをたくさん釣ったとか、あるいは承認してなか

ったというような話があって、大変だったろうな、トップに立つ人は大変だったろうなと

思いながら聞いたわけですけどね。１つは漁業者というのは、最初長谷さんの挨拶の中に

もあったんですけど、自主規制的なものですね。その中でやめれということというのは、

漁業者は漁場におるものは獲りたいんですよね。農業者であれば、稲ができたのを１日行

かなくてもその収量というのは余り変わらないと思いますけどね。漁業者は出なかったら

生活ができないわけですね。漁業者に、本当に資源保護に納得してもらって止めろと言っ

ても、なかなかこれは難しいだろうと思います。だからこれは要望ですけど、漁業者をそ

ういうふうな形でとめるのならば、行政としてその対応策、例えば釣りをする人に、お前

これをやめて明日から網をやれと言っても、なかなか釣りをやる人は網ができないんです

ね。網代もわからないし漁場もわからない。例えばそういう人がいたら、その網の補助を

するとか、何か行政としてやっぱり対応策を考えてね。止めるだけ止めたらいいというん

じゃなくて、小池さんじゃないが漁業者ファーストで水産庁もやってほしいというふうに

思います。一応要望だけしておきます。 

○橋本会長 ありがとうございました。私ももう七、八年前ですがこの委員会の会長に就
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任したときに、やっぱり資源管理というのは痛みを伴う。痛みを伴うんだけれども、やっ

ぱり漁業者がそこで生活していかなければならないので、痛みを伴う資源管理に対しても、

やはり漁業者の生活のためになるような方策もともに加えて、それでみんなで理解と納得

を得て資源管理を進めていけたら、それが一番いいことだと思います、というたしか挨拶

をしたと思います。今の上野委員の言われることはもっともでございますので、次長の最

初の冒頭の挨拶にもあったような共済の仕組みでありますとか、あるいはそれに加えるよ

うな必要性、もし漁法転換とかそういう話もあるのであれば、それぞれの地区の行政を通

じてこの仕組みが全体として守られていくように、誰一人として漁業で大きな悪影響だけ

を受けるということがないような形でこの資源管理を進めていけたらいいと思います。 

○上野委員 特に水産庁に頑張ってほしいのは、昔、農業は減反政策で、田んぼをつくら

なかったらお金がもらえたわけですね。こういうような方式、やめたら金がもらえるとい

うような。水産庁がもうちょっと力を出して、漁業者が一致団結しなきゃ無理なんだろう

けれども、そういう何か強力なことをやらないと、なかなかこの資源保護というのは前に

進まないような気がします。 

 以上です。 

○志幸委員 今、言われたことはもっともだと思いますけど、もう少し考えるべき問題が

あるんじゃないかなと私は思うんですよ、失礼なんですけれども。拍手もありましたけど、

格好のいい言葉ですよ。私も組合長をしておりましたが、その組合の組合員をどうやって

食べさせていくかということを考えるのが組合長なんですよ。そのために、マグロのこの

問題、資源管理やろうと全世界的にやっとる中で、それを守られないでどうするんですか、

ということを言いたいと思っておるんですよ。そのための資源管理型漁業だと思うんです

よね。こういう補助金制度をやっても、漁業者は育ちませんよ。それと積立ぷらすですか、

結局、私も加入しました。あの制度１つで結構いけると思うんですよね、正直言って、特

に我々のような沿岸漁民は。身を削るような取組をやってもいないのに、こういう補助金

をつけろって、そういう主張だけではちょっとおかしいんじゃないかなと。上野さんに反

抗する意味じゃないんですけれども、もう少し漁業者には、資源管理型漁業を習得させる

ようにしていく必要性があるんじゃないかなと思っておるんですよ。 

 以上です。 

○橋本会長 ありがとうございました。ほかに何か。 

○川越委員 今、志幸委員も言われたことですが、組合長というのは漁業者をあずかる立

場として、まして大きな漁業をされているところは言われるような数量管理はやりやすい。

しかし、どうしても高齢者的な漁業者、一人乗りの漁業者というものに対しては、なかな

か今言われた収入安定対策事業、これにどうしても入りづらいというような漁業者がどう

しても特に高齢の漁業者には多くいます。なかなかそういう人たちに資源管理計画にのっ

て収入安定対策事業に入れと言ったら、皆さん拒否するんですよね。そしたら何が組合長
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にとって困るかというと、もし彼らが脱退したら組合が成り立たなくなるという事情があ

ると、非常に組合運営がしづらいという点があります。しかし、今言ったような資源管理

計画、そのとおりなんだけど、資源管理の考え方で、我々本当に一人一人が団体でやって

いくんですよね、もっと獲らせやと。しかし、我々は組合の指導として絶対それはあかん

ということで、上限いっぱいになると操業自粛を徹底している。しかしこういうことが全

国的に報道されたら、これはあくまで自主規制やろうというような解釈をもって何で獲ら

せんのや、という組合員からの突き上げが来るのが組合の事情なんです。ということから

すると、今は県ごとの割り当てになっているじゃないですか。もっと少し広域的な考え方

の管理というか、融通の部分についても県別の管理ではなしに、もう少し広域的な管理と

いうやり方をやらないと、この問題は幾らしてもなかなか解決できないんじゃないですか、

国としても。今県別でやられているでしょう、管理を。これをやったってなかなかこうい

う問題が出てくるとそれは管理がしづらいと違うかなというふうに思いますので、そこら

はもう一度一工夫をしていただきたいということで、漁業者だけの立場ではなくて、特に

高齢漁業者、そこに魚が来ているのに獲れないという人たちをどんどん制限していくと、

いずれは組合が成り立たないという状況もありますので、もう一度資源管理の工夫をやっ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○志幸委員 私は40歳で大型漁船から小型漁船に移ったんです。そのときになぜ私が小型

漁船に移ったかというと、うちの組合が貸し倒れ債権が相当あったんですよ。そのときに、

どうしてこの組合が他のの隣の組合より手数料を多く払わなきゃならんかということを疑

問に思って立候補しまして、私は代表権を持った組合長を６年間無報酬でやらせていただ

いた。それで組合員に何をしたかというと、組合員が1,000名おりましたけど、その1,000

名に対して強制的に共済、それから購買、その他全部、組合管理にさせたんですよ。そう

いうことで、今おかげさまで、経済状況は県内でも相当上位クラスの支所になっておりま

す。そういう中で一番に言いたいことは、本当に漁業者というものはパチンコ行く金はい

たわしくない。だけど組合が唱える制度、積立ぷらすや漁獲共済、そういう制度を全然拒

むんですよ。それが沿岸漁民の一番の良くないところだと思う。その指導さえ、きちっと

代表組合長が組合員にやっとれば、必ず中級の生活、安定した生活、漁がなくてもできる

と思います。 

 以上です。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

 他にご意見を。 

○清野委員 非常に深刻な状況だと思うんですが、先ほど参考人の長崎県の水産部長様の

ほうから理解と納得というお話がございました。この問題で、未成魚の情報とか現場の小

型船の漁獲につきまして、本当に漁協に多くの方がお越しになって水揚げ台帳を繰って見

ているというのは、本当にみんな悲しい状況だったと思います。多くの人が納得しないと、
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やっぱり漁業を続けるとか、あるいは資源管理に合意するとか、そういう状況になってい

かないんじゃないかなと思うわけです。それで、水産庁の方のほうにお願いしたいのは、

このマグロ問題で多くの人が多分納得いかないと思っていることの１つは、現場の情報が

出ているものと出ていないものがあるということですね。この機会に、やはり違反された

漁協さんのほうでそれだけの厳しい情報収集というか提供を受けたと思いますので、こう

いう状況を多くの他のマグロに関してきちんと情報を把握しようというふうな方向にした

らいかがかなと思います。ですからいろんな研究があって、いろんなことが生物学的にわ

かってきて、それで小規模な漁業者の方が、今年、本当にいろんな魚がとれない中で大変

な思いをされて、このままだとどんどんしょんぼりした感じになりますし、将来担ってく

れる人も不安だと思います。先ほどの熊谷部長の納得という言葉はすごく重要だと思いま

すので、ここに大型船の会社の社長さん方もおられるんですけれども、ぜひそういった日

本の周りのマグロの生物的なことの情報、それから漁獲のときにどういうことがあってい

るのか、そして大型船の方もいろいろ協力をされているということも含めてもうちょっと

情報を出していただくということがいいんじゃないかなと思います。それをしないと、私

がこの問題が新聞に出たときにいろんな方から言われたのは、大きい問題があるときに、

言い方変なんですけれども、小さい泥棒がつかまって、大きい泥棒を罰しないという政策

だとだめだと思うという、厳しいご指摘がありました。別に、海から魚をとるのを泥棒と

言われること自体が不本意なので、そうじゃなくて大小それぞれでやっているということ

だったと思うんですけれども、やはり情報の出方が不均一で、何か漁業をやっていること

自体が海に対してプレッシャーかけているだけみたいに言われるのも、ここにいるみんな

が不本意だと思います。ですから、いろいろな漁業形態があると思うんですけど、ぜひそ

ういった生活にかかわるさまざまな漁業形態の情報を出していただけるようにお願いした

いなと思っております。 

 以上です。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

○藤田課長 いろいろ意見をいただきましてありがとうございます。 

 まず、積立ぷらすの話を申し上げますと、我々この制度を導入するまでに随分、数は少

ないと言われるかもしれませんけれども、我々の職員が全国に浜回りをさせていただいて、

いろんな意見を聞かせていただき、なおかつ積立ぷらすの話もさせていただきながら、こ

こまでこぎつけたという背景がまず１つございます。それはやはり、私も実際に浜回り行

かせていただきましたけれども、やっぱり資源が回復基調にあるときほど恐らく厳しいこ

とになりますよ、ということはあらかじめ申し上げておったわけでございまして、本当に

回復したのかどうかわかりませんけれども、局所的には要するに漁獲が物凄く進む状況が

できてしまったと。そういうときのために収入安定対策につきましては、マグロについて

プラスで上乗せ措置をさせていただいて皆様に活用いただくようにお願いしてきたという
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ことについてはまずご理解をいただきたいなと思います。 

 それと、あと資源管理につきまして申し上げますと、やはり誰かだけが獲ってしまうと

うまくいかないものですから、これは申し訳ないんですけど痛み分けということについて

はご理解をいただきたいと思います。一方で、管理のあり方をどうするかということにつ

きましては、初めからこのクロマグロの管理につきまして簡単にいくとは我々も思ってい

なかったわけでございます。ですから自主的な管理ということでまず始めまして、それで

例えば沿岸の管理の期間というのは例えば７月からにするとか、あとブロック管理という

形で目標値を定めさせていただいて、その中で例えば定置網が多い県とかそうでない県と

いうことで管理の仕方というのでしょうか、そういうものが違うということで単県を選ば

れる方はどうぞ単県でと。そうじゃないところはグループでという形で管理の仕方もいろ

いろ工夫をさせていただいてきたと。さらに昨年の７月からは定置網についてはなかなか

非常に難しい部分があって、局所的にといいますか、どこかの地方だけでとれたらなかな

か吸収ができないということで共同管理の枠組みというものを導入させていただいて、完

璧じゃないとは思いますけれども、そういった意味では皆様方の意見を踏まえながら改善

を進めてきたところでありまして、引き続きそういった意味では努力をさせていただいて、

限られた漁獲枠しかありませんけれども、適切に管理ができるように改善については引き

続き努力をいたしたいと思っております。 

○長谷次長 補足させてもらいたいと思いますけど、挨拶のところでも言いましたけど、

やっぱり共済と積立ぷらすを用意しているので、川越委員おっしゃるように実際の加入促

進のところでいろんな問題あるのは承知しておりますけれども、だけど今回のこういうこ

とも教訓にしてもう一回入ろうというのは本当にやっていただきたいなと。それぞれ浜の

リーダーの委員さんたちでありますので、お願いしたいなと思います。 

 それから、今回の長崎県だとかのケースではそんなに有効じゃないような感じもします

けど、漁法転換とか、上野委員が言われたようなそういうことも、これはスケトウダラの

日本海系群でやっぱり努力量を下げなきゃいけないということでイカ釣りに転換したいと

いう話が地元から出てきて、それについて道庁ともご相談し、水産庁のほうのもうかる漁

業という事業を使ってイカ釣りへの転換をお手伝いしたというような例もあります。各県、

各地域で状況さまざまだと思いますけど、そういうものが有効であれば、ぜひ県庁一緒に

なって考えていただきたいですけどね。そういうのが有効であるならばいろんな事業を使

って支援できるんじゃないかなと思います。 

 あと、休漁補償みたいな話は、いろんな事業の変遷の中で今なくなっているんですけど、

それで資源管理に取り組む人に対しての積立ぷらすの支援強化というので、そこにかなり

予算が集中しているんですけれども、それ以外でも漁業活動以外の活動に支援するみたい

な事業、ただ休んでいるんじゃなくて漁業活動以外の活動に支援するみたいな事業もある

ので、そういうものもうまく活用できる場合もあるんじゃないかと。それはだから本当に
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組合と県庁さん、それから我々相談しながらこういう事業が使えるんじゃないかというこ

とをうまく活用しながら、本当に大変な、漁師の本能に反するようなことをしなきゃいけ

ないわけですから本当に大変だと思っておりますけれども、冒頭の挨拶で言いましたけれ

ども、全体の大きな国際的なことで取り組んでいくんだと覚悟決めてやっているつもりで

すので、協力しながら乗り切っていきたいなと思っているところです。よろしくお願いし

ます。 

○橋本会長 ありがとうございます。 

 他にございませんでしょうか。 

○角田委員 角田でございます。 

 資源管理ということは大変いいことですけれども、イカは昨年度は全く不漁で、何十年

来の不漁となっていて、漁師の方でも刺身、イカを食べられないような状況でありまして、

それに伴い青森の日本海はマグロもとれなかったと。そして、１つはよく皆さんご承知の

とおり大間のマグロは正月に7,420万円という、新聞とかテレビなどでいろいろと報道さ

れておりまして、大変あれはよいことですけれども、マグロを釣ったのがわずか数人であ

って、あとはマグロを釣ったからといって生活できないのが大間の現状なんです。一口に

申し上げれば大変ご迷惑な話ですけれども、青森県で一番水揚げが少ないのは大間なんで

す。ただ、マグロが１本か２本か釣れたということで大騒ぎする。あれは余りよくないこ

となんです。これが現状でございます。したがって、資源管理ですけれども、確かにマグ

ロは釣れなかった。これはどうしようもならないんですけれども、資源管理のほうで今は

遊漁船というのは非常に多いんです。遊漁船で漁業者が漁師の10倍ぐらい今現在いるんで

すね。これは水産庁で調べてわかっていると思う。そうすると、漁業者よりも遊漁船の素

人さんがいい船をつくって莫大な魚を釣っております。これは土曜日、日曜日、それ以外

にもすごい漁をしています。ただ組合は、どんな魚をとっても受けとりません。そうする

と、釣った魚は自分たちの車で積んで、どこかに恐らく持っていって商売していると思い

ますよ。そうすると、遊漁船が多くなる。素人でも魚を釣るのが上手な人はいます。金さ

え出せばどんな道具もつくれます。したがって、そうすると遊漁船の数は増え、遊漁船だ

ってマグロ釣っているんです。組合はもちろん受けとらないし、そういうマグロは一体ど

こに行くんですか。そうすると、漁業者には資源管理、一般の遊漁船の人たちには、わか

らないんだと思いますよ、中身は。漁業者ばかりに資源管理のことを負わせないで、日本

国中にいる遊漁者に対してある程度規制をつくって資源管理をやると大変よい状態になる

んじゃないかと、私は長谷次長さんにお願いしたい。ひとつよろしくお願いいたします。 

 終わります。 

○橋本会長 貴重なご意見をありがとうございました。 

○藤田課長 遊漁の件、先ほどもご意見いただきました。青森県のほうには確か担当が参

りまして遊漁船業を営んでいる方も交えて現地で意見交換をさせていただいたと記憶して
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おります。引き続きそういったこととか、あと先ほども申し上げましたけれども全国段階

の団体とか、あと釣りのテレビ番組ですけれども、そちらのほうも使いまして、日本全国

で協力してクロマグロの管理に取り組んでいるんだと。そういったものについて遊漁者の

方にもご理解いただくようにということで努力をしたいと思います。 

○橋本会長 ありがとうございます。 

 時間のほうも大分進んでおりますが、他にございませんでしょうか。 

○安成委員 長崎県あるいは小型船の方々が、そこにクロマグロがいっぱいいたからとに

かく獲りに行っちゃったということは、次長のお話にもちょっとあったんですけれども、

加入量が結構上がってきて資源の回復基調にあるのではないかとも受けとられるし、また

その実感みたいなものが漁業者の中にあるから、今まで何もやっていなかったけれども、

そこにいたから獲りに行ったというような、逆にいえばそういう資源回復の基調にあるん

だという情報の調査や精査は、どのようになっているのでしょうか。あるいは加入量がす

ごく多くなったというのは大変いいことなんだけれども、そこで資源管理にすごく協力し

たら、次、本当にどんと加入量が増えたときに成功報酬みたいなものを協力した人に見返

りとしてあるような、先のような話ですけれども、そういうような仕組みみたいなものも

あってもいいのかなということも考えたりもするので・・・研究機関のほうの予算もつい

て精査するようになったと伺ったんですが、どのようになっているでしょうか。 

○藤田課長 加入量の話でございますけれども、直近の発表は12月16日に2016年生まれの

加入量水準を速報として出させていただいております。その時点では2016年の日本海生ま

れ及び南西諸島海域生まれの加入量水準はいずれも2015年を上回る可能性が高いというこ

とになっております。ただ一方で、ちょっとご認識をいただきたいのは、資源評価といい

ますか、こういったものはどうしても過去のデータを研究者のほうで評価に組み入れた後、

その後、本会議というんでしょうか、国際機関の本会議で漁獲枠をどうするかという話に

なりますので、どうしてもタイムラグが出るということが１つございます。もう一つは、

あくまでも太平洋クロマグロはこれまでの資源評価ですとかなり歴史的には低い水準にあ

るということでございますので、当面の目標として歴史的中間値というものを目指してい

るわけでございますけれども、その後の話がまだありまして、そういった中でどういう獲

り方をするかということも議論をしていかないといけません。そういう国際交渉だったり

資源管理の方針だったりみたいなところでようやく漁獲枠の話が反映されてくるわけです

ので、もちろん出せるものは出して皆様の意見を聞きながら進めたいと思いますけれども、

残念ながら漁業者の方が今実感しているものを、即、国際的な資源評価に基づくものは管

理の中に反映しづらい部分があるということは、申し訳ないですがご理解いただきたいと

思います。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

 他にご意見はございますでしょうか。 
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○清野委員 今のお話にも関係するんですけれども、その時期に局所的に増えたという話

と、全体的な資源の動向がどうなのかという話が、なかなかやっぱり現場にいるとわかり

にくくて、目の前にいるのに何でという、さっきの納得いかない感と強く関係していると

思います。ですからそこはもうちょっとマグロのさまざまなそういった調査と現場の実感

とのすり合わせの対話の場を、できましたらやっぱりこの九州西部の、あるいは三重県の

今回のことがあった海域でやっていただけたらなと思っています。だからそこがやっぱり

行政と調査研究されている側と、現場の小規模あるいは大型の漁業者のいろんなモヤモヤ

した気持ちがあるので、大変な時期と思いますけれども、ぜひそれはお願いしたいと思っ

ております。多分それぐらいしないと、国際的にはご存じのように産卵期のマグロの捕獲

の問題についての回答というのが、やっぱり何らかの形で日本として示す必要が出ていま

す。その中で、まず社会との対話とか現場との対話の中で一つ一つ納得しながら科学的管

理に移行していくということだとか、あるいは漁業者の方が実感として経験的にも見てき

た情報をきちんと、シミュレーションとかだけではない、もうちょっと現場の知見を入れ

たような、血の通った資源管理の科学のあり方に変えていくとか、その方法論も見直した

らどうかなと思っています。ですから本当にいろんな方が努力されている中で、科学のほ

うもいろんなグラフだけ出して、現場に何を言うかということも叱られたりするんですけ

れども、何がやっぱりみんな納得いかないか、何が知りたいのかを、担当の方は随分と強

風を受けていると思うんですけれども、まだ社会全体に浸透していないので、お願いでき

たらと思っております。この問題に関しましては水産学だとか、あるいは長崎県に関して

はこのままだと地域自体が衰退したり急激に人口減に行くぐらいの、地域崩壊までの懸念

も相当ありますので、水産だけじゃなくて土木とか地域を保全する側の立場からも情報共

有して、どうやったら、何の仕事で海辺に生きていけるのかというのは、学術のさまざま

な反省も含めて一緒にさせていただきたいと思いますので、ぜひ漁村の関係の担当の方も

おられますので、みんなで考えたいと思います。 

 以上です。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

 他にございませんか。 

○川越委員 藤田課長にお願いしたいのは、来年４月にクロマグロもＴＡＣの魚種の１つ

に追加するということで、ＴＡＣ魚種が８魚種になりますよね。そういう中で、先ほども

長崎県の皆様方からペナルティー的な話も出されました。この先、水政審等々もあるわけ

ですが、ＴＡＣ違反で不公平とか出てくる、これが一番問題なんですよね。こっちはそう

だけど、それはもう目をつぶろうかとか、厳重注意にしとこうやとか、しかしやはり現場

はそれでは納得せん部分が大いにあるんですよね。せめてＴＡＣ魚種については、そうい

う自主規制のものについても何らかのペナルティー的なことの見解をまとめていただきた

い。例えば先ほど言ったような収入安定対策事業を、自主規制もちゃんと資源管理計画に
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入れなさいよというようなことを公的に決めるとか、担保してほしいなと。現場をあずか

る立場として、やはり管理されている者で不公平があるということは非常に困る。ここは

何とか、ＴＡＣ魚種についての自主規制管理措置についても何らかの統一見解というか、

処分的なペナルティー的なことの措置においてもまとめていただきたい。水政審もこの先

ありますので、よろしくお願いします。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

○森脇委員 まき網漁業の森脇です。 

 先ほど清野委員から、主に盛漁期の６月、７月に大型のマグロ漁を行っているんですが、

今まで散々、産卵期ということで各業種の方から叩かれました。個人的には産卵期ではな

く盛漁期と言ってほしいなと思うんですが。例えばマグロは７月に卵を産卵します。じゃ

あ６月にとった魚は全然関係ないのか。６月にとってしまえば７月には一匹も産卵しませ

ん。なので、全体でトン数を何トンとるということを決めれば、決めてそれを守ることに

よって資源は守れるんだと考えております。それから、科学的なデータも親と子の関係は

ないというのを今まで水産庁はずっと言って、私どもはそういうふうに理解してまいりま

した。だけど産卵期はだめというのを、新聞あるいは雑誌いろんなところから産卵期の操

業はやめようという話を散々聞かされまして、ここまで来たわけですが、実は2011年に、

当時の沿岸沖合課長でありました長谷課長に、マグロは今後、資源管理が大変になってく

るので、ここでまき網を自分たちから自発的に資源管理やったらどうだということで、そ

の当時も枠はあったんですが、日本海では2,000トンに抑えましょうということで、2011

年から業界に先駆けて資源管理を行ってまいりました。その結果が、今、枠を超えてしま

うのではないか、というような状況になっているわけですが、これは不幸中の幸いじゃな

いですけど、結局それだけ増えてきたわけです。今までの会議とかそういう中でまき網が

獲ったから資源が減ったということを散々言われました。今は反対に魚がふえてどうする

んだという話になっております。これは個人的には、その資源管理が今実ったんじゃない

かなと考えておりまして、今後、このスキームの中でやっていければ必ず資源は増えてい

くんだと思っています。そういうことが先ほど藤田課長からもありました、タイムラグは

ありますが、資源が増えてくれば、そのときにはまた枠が広がっていく、そういうことに

なろうかと思いますので、さきほど言ったような考えで資源は増えているんじゃないかな

と個人的には思っております。 

 以上です。 

○橋本会長 ありがとうございました。クロマグロについて多数のご意見をいただきまし

た。このクロマグロに関して次の案件の説明等もございますので、次に進めさせていただ

いてよろしいでしょうか。 

 それでは、長崎の３名の皆様は席にお戻りいただいて、引き続き委員会としての処分方

針（案）について審議したいと思います。処分方針（案）について事務局からまずご説明
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をいたします。 

○事務局（竹越） 資料５－２でございます。日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第

48号９に基づく違反者への対応及び処分方針（案）についてでございます。 

 まず、委員会指示の説明させていただきます。委員会指示で承認制を担保している本文

でございますが、実は現行の中に７番で承認の取り消しという部分がございます。読み上

げますと、委員会は、承認を受けた者が、漁業法第68条第４項で準用する法第67条第11項

の規定に基づく農林水産大臣の命令に違反した場合は、承認を取り消す。すなわち今回の

ように承認を受けた方はもちろん、受けてない方も委員会指示を守ることという意味にな

りますけれども、漁業法に基づく大臣命令というものがかけられます。この大臣の命令に

も従わなかった場合は、承認制の場合は承認を取り消し、それから大臣命令違反の場合は

漁業法に基づく罰則、１年以下の懲役、50万円以下の罰金となってございますので、こう

いった措置状況になっておりますが、ここの大臣命令の関係で諸手続がしっかりとまだ定

まっておりませんでした。ですので、今回は残りの後段の９のその他にこの指示の実施に

関し必要な事項について、委員会が別に定めるところによるとございますので、別に定め

る形で処理規定を定めさせていただきたいと考えております。 

 お戻りいただきまして１ページでございます。そういった背景で、今ある委員会指示に

基づいてその処理規定をつくるというイメージでお聞きください。 

 １番、委員会指示の適切な実施を図るための対応ということで、今回の長崎県の事案

等々でも同様の形をとっておりますが、まず（１）といたしまして、委員会指示の適切な

実施を図るために水産庁は疑義情報を接受した場合は速やかに事務局として会長に一報し、

関係する都道府県を通じて調査をまずさせていただくと。これは今もやったものでござい

ます。それから（２）で、会長は、水産庁が実施した調査等の報告を受けまして、必要と

認めた場合は会長名による指導文書を発出し、後日、委員会に報告するという形をしっか

り決めさせていただきたいと。これは今回運用でやらせていただいたものでございます。

その上で、会長名の指導文を発出してもなお違反が認められる、もしくは指導にもかかわ

らず指導に従わないと見込まれる場合に関しては、先ほどのように法に基づいた手続を踏

ませていただきたいというのが２番の（１）の①でございます。例えば承認を受けずに無

承認で営んだ場合は、委員会としましては先ほどのとおり法に基づきまして委員会から農

林水産大臣に対して指示に従うべきことを命じる旨を申請する。裏づけ命令ですから委員

会指示に従いなさいという命令を農水大臣に申請し、農林水産大臣からその者に対して委

員会指示に従えという命令を出します。この命令をもって罰則取り締まりができますので、

こうした手続を明確にやらせていただきたいということでございます。表の下のほうに米

印がございますが、裏づけ命令に係る申請、これ主語は委員会になっておりますので、厳

密には委員会を開催することになるんですが、今回もそうでしたけれども、機動的に皆さ

んにお集まりいただいてご審議いただく、これが一番いいことなんですけれども、なかな
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か難しい部分ございますので、手続きは会長もしくは会長代理に一任いただきまして、裏

づけ命令の申請をした場合は後日委員会に報告すると、こういった形をとらせていただき

たいと考えております。また、②、③のように漁獲実績に係る虚偽報告あるいは報告の遅

延といったものがあったが報告がなかった場合、こういったものに関しても同上のとおり

裏づけ命令の申請ということをさせていただきたいと思います。そして、そういった取り

締まりによって、法に基づくものもございますけれども、委員会としても４番で承認を取

り消すという対応をさせていただきたいと思います。 

 それから、あわせまして（２）に書いてあることですけれども、これは承認を取り消さ

れた者が、今、新規の申請は認めていないんですが、承継という形で別のやめられた方か

らの承認をもって新しく承認を受けたいという申請を受け付けておりますので、これに関

して取り消された方が、例えば翌日に承継ですとか、新たにまた申請されるというのはよ

ろしくないことでございますので、承認を取り消された日から１年間は承認をしないとい

うことを定めさせていただきたいと思います。 

 裏面ございます。（３）でございますけれども、こうしたいろんな事態は想定しており

ますが、やはり違反が悪質と認められる場合でなかなか想定を超えることも出てこようか

と思いますので、こうした場合は書面により委員会の委員の半数以上の同意が得られた場

合は裏づけ命令の申請をさせていただきたい。また、この場合は後日、委員会に報告をさ

せていただきます。 

 それから３番、処分に関する手続でございます。処分を受ける処分予定者の方が異議申

立ての機会はやはり必要だろうと考えておりますので、こうした機会を設ける旨、それか

らなおかつ聴聞が必要な場合は委員の中に会長から随時その都度指名する委員３名以上、

（３）で書いておりますけれども、それから事務局が入りまして聴聞を行わせていただい

て処分という形の手続をやらせていただきたいと思います。 

 以上、今の委員会指示に基づいた形で委員会としての処分を具体的に取り決めさせてい

ただきたいと思います。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○橋本会長 ありがとうございました。現在の沿岸のクロマグロ漁業に関する広域漁調委

の指示48号というものでございますが、それに基づく違反者への対応、処分方針、それの

案の説明でございました。ただいまの説明について何かご質問とかご意見とかございます

でしょうか。よろしいですか。広域漁調委の会長として、本来であればここまで厳しい対

応を余り個人的にはしたくないというのが本音なのではございますが、広域漁調委の沿岸

クロマグロの承認制の指示事項の精神からして、こういう対応あるいは処分方針というも

のをしたためたいということでございます。今後の事務手続の都合上、この方針について

の一部の修正でありますとか、あるいは簡易な文言の修正、訂正等につきましては私にご

一任いただくことでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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○橋本会長 ありがとうございます。それでは、事務局はこの処分方針についての事務手

続を進めていただきたいと思います。 

 続きまして、太平洋クロマグロの資源状況と資源管理の対応方向について事務局から資

料５－３を用いまして説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（竹越） それでは資源状況と管理の方向性でございます。 

 １枚おめくりいただきますと、まず国際情勢を３枚のスライドで説明しております。１

番が、昨年12月のＷＣＰＦＣの年次会合の概要でございます。それぞれ北委員会でこうし

た事項がございますけれども、まず１点目が、昨年韓国のほうで、韓国は大型魚、枠はゼ

ロなんです。小型が718トンあるんですけれども、大型魚をとってしまったということも

ありまして、韓国のほうでこれを返済していくに当たって小型魚から大型魚への枠の振り

かえができるようにしてほしいということで、こういったことが決まっております。それ

から養殖活動についてのデータ収集を強化するとか、あとは長期管理方策につきまして、

次回、今年の北小委員会で作成すると。それから、今年の春を目処に関係者会合、ステー

クホルダー会合と言われておりますけれども、ＩＳＣという科学委員会のほうでそれぞれ

科学者も集まり、日本の関係の漁業者にも参加いただいて、日本でこういった会議をする

ということでございます。近々このご案内をプレスリリースさせていただくことになろう

かと思いますが、こういったことが決まってございます。それから、ＷＣＰＦＣから、２

番ですけれども、北小委員会への要請ということで、まずは2034年までに初期資源の20％

まで資源を回復させる保存管理措置を策定せよとか、緊急ルールを策定すべきだと、こう

いったいろいろな要請がなされているという状況でございます。 

 ２番に移りまして国際的な決定事項でございますけれども、これまでの30キロ未満の半

減ですとか、30キロ以上は増加させない、今回日本の場合は4,882トンでありますけれど

も、こういった現行措置が継続される。もしくはメキシコ側の東部太平洋においても同様

の措置が継続することが確認されております。 

 ３番の本年の国際会議の予定でございますけれども、ここに書いてありますとおり４月

に科学者の科学委員会がやる関係者会合というのが東京で開催されると。それからＩＡＴ

ＴＣがございまして、また８月下旬にＷＣＰＦＣの北小委員会が韓国であるということで

ございます。それから12月にＷＣＰＦＣの年次会合、こういった流れで国際会議のほうが

進んでまいるというような状況でございます。こういった状況もあるんですが、まず国内

のほうは、今の資源管理の体制をしっかりやっていくということが必要になっております。 

 １枚おめくりいただき、１－１であります。現行の資源管理の中身でございます。まず

はこれからこの後の資料の中に第１管理期間、第２管理期間、第３管理期間という言葉が

出てまいりますが、ご案内のとおりまき網は１月から12月で管理をしております。ですか

らこの図でいきますと肌色のところで平成29年の１月から12月までということで、第３管

理期間がまき網は始まっています。片や沿岸のほうは７月始まりの６月でございますので、
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青い部分ですけれども、まだ第２管理期間という形で、若干ずれた形で斜めに見た形で管

理期間で管理をしているということでございます。下のほうが全体の管理のものでござい

ます。小型魚を4,007トン、大型魚を4,882トンとし、小型魚のほうを細かく分けておりま

す。右にありますとおり小型魚のほうは沿岸の場合は６ブロックに分けて管理をするとと

もに、定置網の共同管理というものもつくりまして管理を進めているところでございます。 

 １－３で定置網の共同管理の中身でございますけれども、今、17道府県で共同管理、

482.1トンということでやっております。大体これでカバー率で７割ぐらいになっており

ますけれども、引き続き第３管理期間に向けましてこういった共同管理の枠組みに皆さん

に入っていただけるようにやっていきたいと考えております。ただ、入っていないところ

は自前でちゃんと管理しているということでございますので、その旨、申し添えたいと思

います。現在の漁獲状況でございます。全体的にはいろんなところで操業自粛要請や警報、

注意報が出ております。日本海北部は出ておりませんけれども、その他のところでは定置

網の共同管理も含めて注意報、警報、あるいは操業自粛と、こういった状況で、今大体小

型魚で86％ぐらいまで来ております。まだまだ沿岸のほう６月まで管理期間ございますの

で、気を引き締めて皆様のご協力をいただきながら管理を進めていきたいと思っておりま

す。大型魚のほうは１月から12月で管理しておりますので、このような形になっておりま

す。 

 １枚おめくりいただきますと各ブロックの中の各県で自主的に警報を出していただいて

おりますので、こういった中身を落としたものでございます。こういった状況の中、長崎

を初めとする今回の事案ございましたので、６ページの下のほう、３番、漁獲量の報告体

制の改善ということで、２月２日にも都道府県の担当会議開催いたしましたけれども、県

のほうにも具体的な今回の事例、未報告や誤りの事例を説明いたしまして、各県において

も指導をお願いしたところでございます。主な点を申し上げますと、まずは他港水揚げ、

これはほかの県さんでも他のところに揚げたというのはなかなか把握が困難だというとこ

ろがございましたので、まずは考えられる改善ということで、まずは漁業者、組合員の方

から漁協へは必ず報告をお願いしたい。それから漁港のほうから各他港の水揚げ港ですと

か市場のほうに仕切り伝票を回してもらえるよう情報提供の依頼をしていただくとか、こ

ういった対策を地道なことではありますけれどもしっかり講じていきたいと考えておりま

す。それから、混獲分とかこういった未報告、あるいは漁獲がこれまでなかったところで、

たまたま今年、ある漁協にぽんと漁獲があった場合、なかなか報告のルールが手なれてい

ないところもございます。そういったところへの漁協さんへの周知ですとか指導もしっか

りやっていくべきだろうと考えております。また、漁獲量を集計するシステムである漁獲

のモニタリングシステムの改善も進めていきたいと思います。 

 あわせまして、これから第３管理期間に向けて考えていることでございます。７ページ

の上のほうが４番の第３管理期間に向けてでございます。今、ブロック管理でやっており
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ますが、第１、第２管理期間と、各都道府県で２回経験していただきました。こういった

中で、広域の全体でやる管理がいいんだとおっしゃるところと、やはり都道府県単独で管

理したほうがいいんだと思うところ、それぞれいろんな考え方が出てまいりました。です

ので、今回まずは第３管理期間に向けては広域のグループに入るべきなのか、単県なのか

を考えていただこうということで都道府県に打診しております。あわせてオプションとい

たしまして定置の共同管理に入るかどうかと、こういったことも聞いておりますので、各

都道府県通じまして、また皆様方のところにご相談あろうかと思いますけれども、第３管

理期間に向けてどのような管理が各浜、県に合うのかというのをお考えいただきたいと思

います。 

 あと下のほうにメリット、デメリットを簡単ではございますけどまとめております。都

道府県の単独管理でありますとやはり自分の都道府県だけで管理できますので、他の都道

府県の影響は受けにくくて、管理の内容の自由度もあるんですが、他方で枠が小さくなる

傾向がございますので、漁場形成の変動の影響を受けやすいとかこういったデメリットも

あります。他方で共同管理に入っていただきますとスケールメリットといったものが期待

できるんですけれども、他の県の漁獲の影響を受けやすい。今年であれば太平洋南部であ

りましたけれども、自分の県の枠はまだ達していないのにブロックとしては達してしまっ

て操業自粛要請がかかってしまったという一例がございました。ですので、それぞれ共同

管理、単独管理にはメリット、デメリットがございますので、こうしたものも踏まえなが

ら検討いただきたい、それから定置網の共同管理についてもぜひご検討いただきたいと考

えております。 

 おめくりいただいて８ページの上のほうでございます。日定置のほうで、次長からの冒

頭挨拶もございましたけれども、取り組みのイメージというのが３回ぐらい検討してまと

まってきたというものでございます。枠組みでございますけれども、まずはやむを得ず何

とか管理をしていても日本全体で4,007トンを超えてしまう場合、資源回復の徴候が出て

きた場合、こういったことが起きるであろうと。そうした際に、定置網のやむを得ない超

過分、管理していてもどうしても何ともならない部分、こうした部分について、他の漁業

の操業を控えてもらうことで何とか捻出できないかと。そして、協力金について、操業の

転換のかかり増し経費等々に充当できないかというような発想でこういった仕組みを考え

ております。ですので、管理をしないとかそういうことではなく、あくまで管理をすると

いうのが前提ということであります。概念図のところにございますＸ漁業、Ｙ漁業として

おります。いろんなどういう漁業かというのは、見方はあろうかと思いますけれども、下

の四角から上の四角に協力金ということで、取り組みを遵守したけれども、なかなかでき

ない部分を融通願うということであります。決してこの融通した分が取り放題だとか管理

しなくていいとか、そういうことではないんですけれども、こういった部分もしっかり管

理しながら、でもなかなかできない部分についてどのように管理するのかというのを検討
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しているというものでございます。 

 そうした中で、こうした枠組みとあわせました相まった形で漁業者の協定というのが７

番でございますけれども、今県を通じて皆さんにも少しずつご相談していってはどうかと

考えております。定置網でもそうですけれども、漁業の方もそうなんですが、各地域でど

んな管理をするかというのは、今都道府県計画までの段階しかございませんので、各浜で

どんな計画、協定ができるのか、取り組みの内容、具体的なものを漁業者協定のような形

で作成いただいて、そうしたものを踏まえながら定置の共同管理、もしくはこういった日

定置の枠組みというものに反映していくのがいいのか。ただ我々もちょっと手さぐりで考

えておりますので、こうしたのが必ず正解かどうかという部分はあるんですけれども、少

しこういったものを練っていきたいなと考えております。 

 ９ページのほうですけれども、クロマグロ型ＴＡＣの検討の見通しでございます。報道

も種々ございますけれども、長崎県の事態はございましたが、それとは別に、我々昨年７

月からこういったＴＡＣ法に基づくＴＡＣ制度の試験実施という形で、各都道府県の管理

計画をつくってやってきたと。ただ、そういった事態の中でこういったことが起きたとい

うことで、やはりできるだけ早急にこういったクロマグロのＴＡＣ制度に関しても法的規

制の導入ができるように作業を進める必要があろうと考えております。マスコミの皆さん

等々から、いつからですかという質問が多いんですけれども、手続的なことはかぎ括弧の

ちょっと小さめの字で整理しております。ＴＡＣの指定をするには政令の改正というもの

があります。政令改正をしてクロマグロというのを指定する必要がございます。それから

先、さらに基本計画というのを国がつくって、都道府県では都道府県計画を策定する、国

の基本計画は水産政策審議会、各都道府県計画は海区の漁業調整委員会のご意見を聞いて

つくるという、そういった諸手続がございますので、改正をしたからといってすぐに始ま

るというよりは、こういった計画を練り上げていく、今ある試行段階である計画をよりよ

いものに、浜の実感にも合う形で改善をして、さらにそれが法的に担保をどうやってして

いくのかというのを、段階を踏みながらやっていくということでございます。こうした手

続を踏みましてＴＡＣという形になろうかと思っております。 

 あと下のほう、９番の沿岸漁業の管理でございますけれども、承認制ということで皆様

方にご協力いただきまして、平成29年１月というのが今回の更新されたものの隻数でござ

います。全国ベースでいきますと、今までは２万4,000隻と言われておりましたけれども、

下のほう、17ページと書いているところに２万2,557隻、つまり約２万3,000隻ということ

で、1,000隻程度削減されている状況にございます。 

 最後に今後のスケジュールでございます。国内的なスケジュールを主に申しますと、こ

の後、本日の広域漁業調整委員会を皮切りに、他の海区の広域漁業調整委員会がございま

す。それから水産政策審議会を行いまして、都道府県の計画づくりを進めて参ります。そ

れから国際的なステークホルダー関係者会合というのがありまして、７月を目処に沿岸の
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都道府県計画をまとめていきたいと考えてございます。それから８月の全国会議を予定し

てございます。 

 あと遊漁の話がございましたので、おめくりいただきますと19ページ、遊漁への取り組

みというのを20ページにかけて３枚のスライドでございます。先ほど藤田が申したとおり

でございますけれども、ホームページに載せたり、20ページでは釣りビジョンという番組

がございまして、釣人専門官が出演して本業となるクロマグロの漁業者の皆さんの取り組

みをご紹介しながらやっているというような状況でございますので、小さいところからこ

つこつとというような形でございますけれども、しっかり対応してまいりたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○橋本会長 ありがとうございました。駆け足ではございましたが太平洋クロマグロの資

源管理の現状の対応方向の説明でございました。ただいまの説明について何かご質問、ご

意見ございますか。 

○大久保委員 日本における未成魚の漁獲制限、制度上問題に対しまして勝本漁協の漁業

者の声５項目を述べさせていただきます。 

 １番目に、大筋合意の名のもとに半分強制的な導入された制度。この制度を導入するに

当たり、水産庁は既に決定した内容を伝え、説明会を全国で設置しましたが、壱岐におい

ても2014年８月11日に説明会が設置され、その中で、マグロ資源の回復のために未成魚の

漁獲制限を実施することに賛成であるけれども、この制度に多くの問題点があり、その問

題点を改善しないまま導入されては適切な資源管理が実現できないおそれがある。 

 ２番目に、沿岸漁業者に強い負担と犠牲をしている制度。沿岸漁業者には釣り漁法、は

え縄漁法、ひき縄漁法、さお釣り漁法と定置網漁法があります。そのうちに全国でマグロ

を漁獲してよい承認を受けている漁船数は２万4,000隻。これは水産庁の発表です。また、

定置網数は大型定置が1,086、小型定置網が3,575、合計すると全国に２万8,661隻の沿岸

漁業経営体があることになります。 

 ３番目に、沿岸漁業の小規模漁業が捕獲対象とならない制度。資源管理は大切だと考え、

マグロ資源の回復のために積極的な活動を努力している沿岸漁業者でも、最低限の生活の

できる収入を得ることができなくなれば、漁業者を営むこともできません。水産庁の皆さ

んではマグロ資源の回復のために頑張りましょうというスローガンの裏側では、将来的に

マグロ資源を回復したが、全国から沿岸漁業者がなくなるおそれがあると思います。 

 ４番目に、資源管理の逆行する産卵期の産卵親魚、産卵群れを対象としたマグロ漁。

2015年から導入された未成魚の漁獲制限の目的は、産卵魚を増やすことにあります。国際

会議においてもいかに親魚を、資源量を回復させるため、いかに加入を増やすことができ

るか話し合われております。今回の制度導入によって未成魚の漁獲が抑えられ、産卵親魚

が増えることになりますが、毎年日本海の産卵漁場において、産卵期、６月から７月に行
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われる産卵親魚、産卵群れを対象としたマグロ漁は資源管理に逆行するものであると考え

ます。なぜなら、漁獲されるマグロの８割が３歳から５歳と若い個体であるからです。一

般的にマグロは３歳から産卵が可能になると言われております。漁獲対象となるマグロは

初めての産卵を迎えたマグロであり、産卵回数の少ないマグロになります。その上、マグ

ロをおなかに卵を抱えている状態のまま大量に漁獲されていますので、マグロ資源に対す

る影響ははかり知れません。 

 ５番目に、不正を防止するための仕組みのない制度。厳しい資源管理に取り組んでいる

以上、報告される数値が正確でなければなりません。また、今回の未成魚の漁獲制限に限

らずあらゆる不正を防止するために公正な第三者機関の設置や法的な拘束力を設置するこ

とは非常に重要なことであります。５項目は重点を置いたのだけを言いましたけど、これ

は水産庁に前もって渡しております。 

 これが漁業者の声でありますが、次からは私の声であります。勝本漁協では１月12日に

未成魚の漁獲の制限がなされ、その中で１月12日までの未成魚で１月全体の水揚げが80％

です。そういう中で漁業者も、イカも獲れないし大変苦労しております。その中で私が訴

えたいのは、漁獲共済は、私のところはマグロ釣りしている194隻は100％共済に入ってお

ります。その中で、各地でこの共済のことを言いますと、皆さん、掛け金が高くなかなか

入れないという声が数多く聞こえてきます。これに対しまして何とか掛け率をもう少し低

額にしてもらいたいことと、もう少し補助率を上げていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○橋本会長 ありがとうございました。 

○藤田課長 意見ありがとうございました。 

 現地における説明につきましては、当時の神谷参事官が、交渉担当者として自ら行きた

いということで、現地でもご説明をしておりますけれども、若干壱岐に行くのが遅れたと

いうことについてはその場でおわびを申し上げつつ説明をさせていただいたという経緯が

ございます。なおかつ我々のほうは、先ほども申し上げましたけれども、皆様方の意見を

聞きながら改善可能なところは何とか改善しながらよりよく資源管理ができるようにとい

うことで努力はさせていただいておりますので、押しつけて全く変えないと、そういうこ

とでやらせていただいているわけではないということはご理解をいただきたいと思います。 

 それと、沿岸漁業者の方への配慮という意味では、何度も申し上げていますけれども、

機械的に配分比率を実績でやると、今の数値よりも実はまき網さんのほうが多くなってし

まうというところがありまして、さはさりとてということで、大分我慢をしていただいて

ご理解いただき、今の数字にさせていただいたという背景がございます。 

 それと、産卵魚の話は従来からお伺いしておりますけれども、やはり今の資源状況から

しますと、まず小型魚を抑制することが資源管理に効果がある。あと産卵親魚ということ

ではないんですけれども、30キロ以上の親魚も好き放題とっていいということでやってい
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るわけではなくて、過去の実績から増やさないようにという話になっているということで、

今管理を進めさせていただいていると。なおかつ、まき網漁業のほうは、これは自主的な

措置でありますけれども、８月はもうとらないと。先ほど森脇委員は2,000トンとおっし

ゃっていましたけれども、今は1,800トンということでやられておるので、そういう形で

一生懸命我々も皆様方の意見を酌み入れながら、まき網漁業者の方の自主的な取り組みも

お願いをしながら管理をさせていただいているということでございます。 

 最後の積立ぷらすに関するご意見は、確かに国に財源が山ほどあれば漁業者の方に大手

を振って我々も説明できるんですけど、今のような財政状況でございますので、これは財

務省との折衝の話になりますので、ご要望として承りたいと思います。 

○大久保委員 日本全国の漁民が100％入れば、金も入るし制度もやりやすいんじゃない

ですか。掛け金が高いので、所得の低い人たちには、なかなか入れないのではないですか。 

○藤田課長 おっしゃるように、保険制度みたいなものにつきましては裾野といいますか、

加入者が多ければ多いほど安定するといいますか、掛け金も低くなる可能性というのはあ

りますので、ちょっとそのあたりは多分いろいろ相当予算の話と制度設計で計算をしない

といけないので、ちょっと私ではなかなか申し上げられないんですけれども、それはご要

望としてそういう声が強いという話は承って帰りたいと思います。 

○長谷次長 補足します。保険の課長をやりましたし、積立ぷらすをつくった時の担当で

ありますので、言いたいことがいっぱいあるんですけどね。まずは大久保委員から、浜の

声というか組合員の声を聞かせていただきました。組合長として本当にご苦労されている

のがしのばれるご発言だったと思いますが、冒頭からずっとお話ししているように、大変

難しいことをみんなで取り組んでいるという認識でおります。そういう中でいろいろな声

を聞いて、藤田課長も言いましたように、工夫を重ねているつもりです。私も水産庁生活

36年ですけど、こんなに職員が浜に行っていろいろ話を聞いているというのはないほどで

す。まだまだ発信が弱いと清野委員からありますけど、今日のこの資料だって、水産庁で

持っている情報を全部出している、ホームページに載せていたってなかなか見てくれませ

んが、そういう思いでやっております。上野委員からもいろいろご意見いただきました。

さっき言ったとおり、いろんな支援策は考えていきたいと思います。産卵期の話、結構長

く言われましたけど、先ほど森脇委員からもございましたが、2011年の時点で沿岸沖合課

長だったんです。それで産卵期を、というご意見があるので私も研究機関に聞いたんです、

そういうことが意味があるのかと、効果があるのかと。そういうことであれば規制を考え

ようと思ったんです。だけど、さっき森脇委員が仰ったとおり、親子関係もないしという

ことで効果が認められないということだったんです。これは再三、聞いたことです。小型

魚の保護に比べて効果が極めて薄いというのが正確なんだと思うんですけど、そんな科学

的根拠もないことで規制できないと思いましたけれども、これから漁業者みんなで沿岸か

ら沖合まで力を合わせてやっていこうと言うんだから、森脇さん、気持ちですよ、こうい
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うものはというぐらいの話で、科学的根拠はないけど姿勢として一緒に取り組む、姿勢と

して考えてくださいよと言って、結構無理を言って始めてもらったことなんです。だから、

そういうことが未だにいろんなところで言われて、みんなで力を合わせて取り組まなきゃ

いけないときに足並みを乱すような議論が続いているということについては、すごく残念

に思っているということであります。 

あと、報告を法的な拘束力のあるものにというお話も最後ありましたけど、それはさ

っき言ったようにＴＡＣの本格実施ということになればそういうことになっていくという

ことで、ご意見に沿った形で対応できるんじゃないかと思います。 

 それから、最後に組合長の思いとして仰った掛け金の話は、積立ぷらすをつくった時も

共済は掛け金の負担感が大きいから加入が進まないんだということで、手厚くしようと思

うと共済制度では難しいということで、積立方式にしたんです。これであれば掛け捨てに

ならないからということですね。不漁になったときに確実に戻ってくる。それも当時は予

算がなくて１対１だったんですよ。それを資源管理と結びつけることによって１対３です

よ。国が３、漁業者が１ですよ。これを藤田課長は持ち帰るとかお聞きすると言ったけど、

これは、これ以上手厚くというのは、やっぱり私はとても難しいと思うし、国民から見て

も、１対３、国がそこまで見ているんだということで、漁業者にも、勝本漁協100％とい

うことだから良かったなと、そういうことでしのいでいただきたいし、それだけじゃなく

て上野委員が言われるような他の事業とかも組み合わせて取り組んでいっていただきたい

なと思いました。 

○橋本会長 ありがとうございました。太平洋クロマグロについてはいろいろとご質問、

ご意見を大変貴重な意見も含めていただきましたが、いろいろとお話があったとおり一番

大きな目的に向かって行政も・・・。 

○金子委員 すみません、まき網から一言お話をさせていただきたいと思います。 

 資料５－３の８ページの６番に書かれています内容につきましては、２月10日金曜日の

日刊水産経済新聞にクロマグロ小型魚管理ということで詳細が書かれておりまして、この

件につきまして大中型まき網より話をさせていただきたいと思います。 

 昨年来、九州周辺から日本海にかけてはマグロ小型魚の来遊が例年になく多いため、定

置網に限らず全ての漁業種類で混獲も含め漁獲枠の管理に苦労していると思っております。

大中型まき網も例外ではなく、昨年後半にはアジ、サバ操業にも混獲が多く、組合の指導

によって漁場移動や、混獲がある海域での操業を一時的に自粛することもし、マグロ以外

の操業にも大きな影響を受け、大変苦労いたしました。そのような状況の中で、今回の枠

融通の話は、まき網業界としてはこれまでのところ具体的な説明を受けていないし、定置

網とまき網だけの話になっていることについて、大変疑問を感じているところでございま

す。国際的枠組みに基づき国が管理している以上、業界同士で融通するような枠組みは適

切ではないと考えております。国がしっかりと前面に立って方針を示していただき、まき
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網業界としましてはこれまでも、また今後も国の管理措置に基づき、私たちに課せられた

責任を果たしていく考えでございます。 

 以上でございます。 

○橋本会長 ありがとうございました。貴重なご意見も含めて多数のご意見をいただきま

したが、大分時間も迫っております。クロマグロにつきましてのご意見等はこのぐらいで

よろしいでしょうか。 

○森脇委員 すみません、時間も大分押し迫っていますが一言だけ。６番の日本定置漁業

協会の取り組みイメージというところで、私どもも全体で資源管理をしていくという中で、

極めて厳しい管理を行っております。この混獲があるのは定置網だけじゃなくて、私ども

も混獲はあるわけです。そういう中でまき網漁は大変な苦労をしているという状況にござ

います。今回の枠組みは、定置網は枠を守らない、守るんだけど出たときのという話なん

ですが、これは今、大分枠がいっぱいになって、多分オーバーしそうだなということでこ

ういう提案がなされたんだと思いますけど、今後、資源が増えていったとき毎回こんな話

が出てきたら、私どもの枠がどんどん減ってしまうわけですよね。枠が減ると、今でさえ

十分な枠じゃないという状況の中で、私どもは大型魚につきましては個別割り当ての方向

に走っていまして、個別に、個々で管理しようということに話をしているところです。そ

ういう中で枠を減らされるということは、それこそ水揚げがその分減ってしまうわけです

ね。なので、この枠に関しては、やっぱり最初言いましたように、各々の漁業できちっと

守っていくという姿勢が一番大切じゃないかと思います。これを超えるから、受動的とか

能動的とかいう言葉が使ってありますけど、確かに私どもはマグロを探して獲る漁業です。

だけどそれもきちんと枠の中で操業しとるわけです。それが去年も枠がいっぱいになって

途中でやめました。７月いっぱい漁期はあったんですけど、途中でみんなでもういっぱい

になるからやめようということで、途中で操業を切り上げました。まだ魚はいたんです。

そういう状況で資源管理をきちんとやっているということを、ほかの漁業の方にもきちん

と理解していただいて、自分のところに割り当てられた中でどうやっていくかを考えてい

ただきたいと、このように思います。 

 以上です。 

○橋本会長 ありがとうございました。そろそろマグロに関しては意見が出尽くしたと思

ってよろしいでしょうか。議案としてはまだ２つほど残っておりますので、ここで沿岸ク

ロマグロについては本委員会でのご意見をいただくのはこのぐらいにしまして、次に議題

の６に進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 それでは、議題の６番目でございます。議題（６）として国が行う漁場整備事業、通称

フロンティア整備事業と言っております。これについて事務局よりご説明をいたします。

よろしくお願いします。 

○三上専門官 水産庁整備課の三上です。よろしくお願いします。座ってご説明します。 



－39－ 

 実は本議題に関しましては資料が３地区分ございます。資料の６－１から６－３という

ことで分かれております。 

 まず最初に、今回、お諮りさせていただく理由としては、漁港漁場整備法の19条第１項

に基づき、特定漁港漁場整備計画を策定し、公表するに当たって、本委員会の意見を求め

るためでございます。なお、ちょっとご注意いただきたいのは、当地区の事業決定に関し

ましては国会の予算の成立をもって事業決定になりますので、それ以降が事業決定になり

ますが、今回は事務手続を進めるために皆さんに事前にご意見をお諮りするものでござい

ますので、ご了承いただきますようよろしくお願いします。 

 それでは、資料６－１でございます。本事業の概要と整備内容をまとめたものでござい

ます。これは表題にありますように対馬海峡地区というところでの整備でございまして、

真ん中の絵のところに位置やそれぞれの整備のポンチ絵を示しておりますが、日本海西

部・九州西海域におけるマアジ・マサバ・マイワシの資源の増大を図るために、この真ん

中の図に山のようなものございますが、こういった湧昇流漁場、通称マウンド礁と言って

おりますけれども、それを１基整備するもので、平成29年度から事業開始を目指しており

ます。 

 それでは次に計画のポイントですが、目的についてですけれども、これは資源が近年減

少しております対馬暖流系のマアジ・マサバ・マイワシの資源回復を図るために、それら

の魚種の好漁場であり、さらに産卵場でもある対馬海峡において、低層の栄養塩を上層に

供給してプランクトンの増殖等を図る、いわゆる湧昇流漁場を整備するものでございます。

施行に係る区域及び工事に関する事項ですが、区域に関しましては先ほどから説明してい

ますように、対馬海峡地区ということでございます。工事に関しては対象魚種がマアジ・

マサバ・マイワシ。計画工事種目が湧昇流漁場１基。工事期間ですけれども、先ほど平成

29年度からと申しましたけれども、５年間で平成33年度までを予定しております。事業費

に関しましては計画事業費が42億円で、都道府県、関係するところが長崎県１県でござい

まして、負担も長崎県のみという形になっております。効果に関しましては、一応事業の

必須であります費用対効果分析を実施しておりまして、括弧書きでありますようにＢ／Ｃ

2.86という形にしております。環境の調和に関する事項、他の水産業施設に関する事項は

記載のとおりでございます。 

 続きまして、資料６－２をごらんください。こちらは整備内容としましては先ほどと同

じ湧昇流漁場でございますけど、位置が、ポンチ絵の左の下に地図がありますけれども、

鹿児島の大隅海峡というところで整備を行おうとしているものでございます。この地区に

関しましても新規地区でございまして、最初の事業決定は国会の予算成立以降となります

けれども、今回手続の関係もあり事前にご意見をお伺いするものでございます。 

 事業と概要については、ここではマサバ・マアジ・マイワシ資源の増大を図るために、

先ほどお示した大隅海峡において湧昇流漁場を１基整備するものでございまして、同様に
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平成29年度から事業開始を目指しております。目的についてですが、こちらもマサバ・マ

アジ・マイワシの資源の回復を図るとするために、それぞれの魚種の好漁場であり産卵場

の、これだと南東端という位置になりますけれども、そこの大隅海峡でプランクトンの増

殖等を図る湧昇流漁場を整備するものでございます。施行区域については大隅海峡地区。

対象魚種はマサバ・マアジ・マイワシ。計画工種は湧昇流漁場１基。工事期間は平成29年

度から33年度の５年間と、先ほどの対馬と一緒でございます。事業費に関しましては、若

干水深等が変わって整備の規模が変わってくるものですから、事業費的には37億円でござ

います。また、関係する都道府県につきまして、実はここは鹿児島県のみということにな

っておりまして、鹿児島県が全額負担するという形になっております。効果に関しまして

は、先ほどのように費用対効果分析を実施しておりまして、こちらの大隅海峡では1.85と

なっています。環境との調和に関する事項、他の水産業に関する施設に関する事項という

のは同様でございますけれども、本編のところで枕崎漁港とありますけれども、実は枕崎

漁港は来年度から新しい新規の漁港施設の計画がございまして、それも実はこれから予算

成立で決まることになりますので、本体計画では28年度までとなっていますけれども、来

年度で実際のときにはその施設を追加する形で計画を策定したいと思っております。 

 すみません、ちょっと急ぎになりますけれども、最後に６－３でございます。先ほどの

２件は新規の計画の策定でございましたけれども、これは計画の変更ということでござい

ます。それはなぜかといいますと６－３の下にありますように、これまで実は隠岐海峡で

は平成29年度までで１基整備をする予定にしておりますが、来年度から同様に東側にもう

１基マウンド礁を設置したいと思っています。そういった意味で今回計画変更をすること

でご意見をお諮りするものでございます。一応ここにありますように開始年度は来年度か

らということで、事業期間は32年度までという形になっております。 

 計画の概要についてですけれども、最初に申しましたようにまき網漁業等を支える湧昇

流漁場、結構地形的に浅い海域があるもので、１つで単独でやるよりも２つ並べてやるほ

うがより湧昇効果が高いということがありましたので、今回１基追加して、さらに資源の

増加を図りたいということでございます。完成年度も３年延長して平成32年度までという

形で整備を進めていきたいと思います。変更後の目的はこれまでと変わりません。変更後

の施行区域につきましては、事業計画区域に２基目を新たに追加すると。変更後の工事に

ついても規模及び配置について２基目を新たに追加した内容となっており、完了の予定時

期をこれまでの29年度から３年間延長して平成32年度に変更したいと思っています。変更

後の事業費についてですが、これも計画事業費、２基目を追加しますので、現状で34億円

の事業費を見込んでおりますけれども、割と次の設置する水深が若干浅い水深なものです

から、事業費的にはここまでの事業費よりもちょっとコストが縮減できるということで、

プラス21億円で55億円という形で変更になります。都道府県の負担割合、鳥取県と島根県

になりますけれども、基本的に負担割合は変わっておりません。変更後の効果に関する事
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項でございますけれども、Ｂ／Ｃ、費用対効果を分析して3.67という形になっております。

変更後の環境との調和に関する事項、他の水産業に関する施設との関係するものというの

は基本的に変わっておりませんけれども、一応水産業や地域の情報に関するデータは最新

にして更新いたしております。 

 以上、非常に簡単ではございますけれども、３地区の今回お諮りする事業計画の概要の

説明でございます。よろしくお願いします。 

○橋本会長 ありがとうございました。フロンティア漁場、湧昇流漁場について２つの新

しい事業計画の策定と、既存の隠岐海峡地区の計画の変更、事業の延長という説明でござ

いました。いずれも29年度の予算が国会で承認された後、計画が走り出すということでご

ざいますが、ただいまの説明について何かご質問、あるいはご意見等があれば承りたいと

思いますが。 

○濱野委員 過去にこういった事業によって、成果が出たことあるんでしょうか。 

○三上専門官 過去には、既に完成したんですけど、平成27年に五島西方沖というところ

でマウンド沿いに魚礁、増殖礁を整備しておりまして、実は昨年、実際に水中カメラや釣

りによる効果調査を行っています。その際には、実際に獲った魚がほかの海域と比べたら

結構体重が太っているとかそういう結果が出ておりますし、そのほかには、実際には魚礁

の周辺にマアジ以外の魚種が蝟集していたり、マウンドの周辺に、先ほど植物プランクト

ンと小型魚がふえると言っていたんですけど、その死骸とかそういうのがだんだん蓄積し

ていって、底生生物が結構ふえて周辺の餌料環境もよくなっているとか、そういったプラ

スの効果が出ております。ただ、これまで定量的な数値というか効果がまだ十分ではない

と思っておりますので、今後も引き続き調査等を行って皆さんに客観的なそういう効果が

お示しできるように努力していきたいと思っております。 

○濱野委員 実は昭和48年から50年にかけて、寿都湾でブリを対象とした魚礁をつくった

んです、マウンド式の。ところが従来、寿都湾というのはブリの好漁場であったところが、

全くブリが入らなくなってしまったことがございました。このような経験から今日、こう

いうふうに聞いてみたんですけれども、その後、大分ブリの資源も回復しましたけれども、

その周辺では全く定置に乗網しないという状況があるものですから、ブリとマアジ・マサ

バとは違うとは思うんですけれども、私のすぐ隣の組合で大きい広大な漁場が消滅したと

いう苦い経験を持っている。そういうことがあるものですから今聞いてみました。成功し

てくれればこれにこしたことないですけれどもね。非常に大きなお金を投じて、Ｂ／Ｃも

多分想定だとは思うんですけれども、何とか成功する方向で頑張っていただきたいなと思

います。 

 以上です。 

○三上専門官 ご指摘を踏まえて対応していきたいと思います。 

○橋本会長 過去の例も含めた貴重なご意見をありがとうございました。 
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 他にこのフロンティア漁場整備事業について何か。 

○本田委員 造成規模の中で、低層水を表層まで持ってきて栄養塩を上げるということを

表現されていますけど、実際に栄養塩は上がって、珪藻だと思うんですけど、プランクト

ンは増えたんでしょうか。 

○三上専門官 昨年の効果調査の結果をちょっと言い忘れたんですけど、実際に栄養塩の

鉛直分布を調べておりまして、実際に他の海域よりも栄養塩が想定どおり増えているとい

う状況は確認しておりますので、その栄養塩が増えて植物プランクトンの転換につながっ

ていると我々考えております。 

○川越委員 今、委員さん方から言われたことと同じような関係なんですけど、ＴＡＣ魚

種を対象とした政令指定水域での設置なんですよね。そういう中で、マイワシ・マサバ・

マアジが対象と書かれているわけですが、一点目の質問として、例えば他魚種に対する多

面的な機能的による効果はどうなっているのか。もう１点、我々心配するのは、設置され

る予定水深が80メートルとか100メートルですよね、海底にそういう構造物ができたとき

に気象的、波高的に、そこの水域が三角波が立ちやすくなり、海難事故が発生しやすくな

るというような状況が起こると困るので、設置後の状況というんですか、海面の状況等々

あれば教えてください。 

○三上専門官 １点目につきましては、先ほどもちょっと若干申し上げたんですけれども、

本来の対象魚種であるマアジ・マサバ・マイワシはもちろん、実際にマウンド礁周辺で漁

獲調査や底生生物を調べておりますけれども、先ほど言った動植物プランクトンの沈降で

底生生物が増えるようなメカニズムがあるのではないかと実際に調べたところ、餌料環境

が整備前に比べて増えているという結果が出ております。また、マウンド礁直近のほうで

も水中カメラや漁獲すると、マアジ以外、例えばメダイやマハタとか、そういった種類の

魚類が蝟集しており、マウンド礁周辺で底生生物の増加が確認されるところでありまして、

マウンド礁周辺について多様な生息環境が創出されているのではないかと考えているとこ

ろでございます。 

 それから２点目、構造物の設置による表面の波浪などの影響についてです。今のところ

五島西方沖とか聞いている中ではそういったことが出ているということは聞いておりませ

んけれども、言われたことは今後整備する中できちんとモニタリング等をしながら影響が

ないかどうか確認していきたいと思います。 

○橋本会長 ありがとうございました。貴重なご提言を含めたご意見をありがとうござい

ます。 

 他にこのマウンド礁についてはご意見。よろしいですか。 

 それでは、本委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会として今回の対馬海峡地区と

大隅海峡地区、この特定漁港漁場整備計画、新しい計画の策定、それから既存の隠岐海峡

地区の同計画の変更、この点については委員会として異存がない旨回答したいと思います



－43－ 

が、それでよろしいですか。 

（異議なし） 

○橋本会長 ありがとうございます。 

 それでは、次の７番目の議題に移りたいと思います。平成29年度、来年度の資源管理関

係予算の概要の説明でございます。事務局から概要をかいつまんでご説明をお願いいたし

ます。 

○事務局（竹越） 資料７です。平成29年度予算の概要でございます。概算決定の政府予

算案ということで国会審議中という形になります。資源管理・資源調査の強化ということ

で、43億4,100万円ということで、資源評価の精度向上を図るための調査研究を充実する

予算内容としております。 

 １つだけ紹介させてください。裏面の２ページのところに７番、太平洋クロマグロ漁獲

抑制対策支援事業3,000万円ということで、大きい額ではないんですけれども、漁獲の管

理が難しい定置網漁業の混獲回避のための漁具改良等の支援ということで、こういった新

規予算も盛り込みながらやっているところでございます。その他、種々ございますけれど

も、国会審議後の手続等々を経まして、しっかりと対応してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○橋本会長 ありがとうございました。資源管理関係の来年度の予算概要の説明でござい

ました。何かご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。 

 それでは、最後駆け足になってしまいますが、最後の議題としてその他でございます。

このその他については事務局から特に報告事項等は用意してございませんが、せっかくの

機会でございますので、皆様方から何かご意見等ございましたらご発言願いたいと思いま

す。 

○志幸委員 時間も迫ってきましたので簡単に。前回にもこの会議の委員会の中で皆さん

にお願いしたと思いますが、各外国漁船の問題でございます。かぶせ網、それから光力の

問題。日本漁船は資源管理をやりながら、様々な問題も乗り越えながらやっておるにもか

かわらず、秩序を乱すような外国漁船が多々出てきておるということで、私が委員会で２

年前ぐらいから発言している内容です。そういう問題について、もうそろそろ水産庁も、

幾ら政治の問題だといっても、苦しんで漁民はやっているんだから、水産庁に対して答え

をいただきたいなと思ってき今日は来ました。私たちの委員会でもエスカレートしていま

して、この問題をすると時間が延々と続いて、私が代表として漁調委に行ったら水産庁の

方にお願いするので、今日はこれで終わらせてくださいというような状況です。資源管理

型漁業を石川県がやっておるにもかかわらず、外国船が無謀な操業を行っているというこ

とを１つ問題提起して、長谷次長さんからお答えをいただきたいなと思うんです。 

 以上です。 

○長谷次長 日中漁業共同委員会の政府代表もしておりまして、11月24日に日中の委員会
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があって、向こうの漁業局長とも話しております。かぶせ網だとか虎網だとか、国際トン

数で1,000トンクラスかと言われているような中国の遠洋漁船団が、2,000隻だとか3,000

隻だとか、報道では3,400隻だったと出ていたのでそのことを言ったら、いや違う、2,500

隻だとかと言っていましたけど、正規船でそれだけあるということだと思うんです。道東、

三陸沖でいえば、我々が通報を受けている正規船の他に名前を隠していたりとか、同じ名

前の船が２隻あったりとか、そういう状態です。ですから、しっかり指導しろという話は

当然申し入れているんです。だけど、中国の漁業当局も、話を聞いていると人員も本当に

いないし、取り締まり部門も取り上げられちゃったし、というような状況なんですね。志

幸さんの地元の日本海の大和堆の話についてはニュースにもなりましたし、私も２回ほど、

直接、要望を受けました。石川県の漁業者、山形県のイカ釣りの方もおられたと思います。

ここの水域はロシアと日本と北朝鮮と韓国の水域の交錯するところで、境界は確定してい

ないという難しい水域ですが、そこで北朝鮮船と中国船がいるんです。中国は沿岸国じゃ

ないんだけど、北朝鮮のほうの許可をとって操業しているという報道があります。そのこ

とについて中国の漁業局長にも言い、言ったけど、余り実態もよく把握していない様子で

した。その後、地方レベルで勝手にということらしいんですけど、指導文書も出してくれ

た、ということがありました。取り締まりは藤田課長の所管ですけど、水産庁も船を出し、

海上保安庁とも連携をし、北朝鮮は外交関係がないとかございますが、外務省を含め関係

機関とも連携しながらしっかり対応していきたいというのがお答えであります。 

○志幸委員 ２月10日のくらし解説というテレビ放映を参考にして皆さんに言わせていた

だきますけれども、海に異変、イカの記録的不漁ということですが、これに対しても、ま

き網の人たちも言われておりますが、東シナ海の産卵の問題だと思うんです。テレビでは、

高水温だとか、温暖化だとかいうけれども、私は違うと思う。これはやはり資源管理、外

国船に対しても資源管理を徹底して教えていかなきゃだめなんじゃないかなと。私はこれ

が１つ手始めじゃないかなと思うので、長谷次長、資源管理がやっぱり一番だと思うんで

す。石川県では30年前になりますか、底引きが資源管理型漁業を行う前は物すごく不漁だ

ったんですよ。それが今では石川県の中で一流漁業者、資源管理をすごくやっていますよ。

それから定置網漁業も資源管理をやるようになって、漁業は安泰のような感じでございま

す。 

 以上でございます。 

○橋本会長 ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 

○大久保委員 私は小型イカ釣りの全国の会長もしておりますけど、去年は42万トンのＴ

ＡＣでありましたけど、今年はＥＥＺ内の200海里内では韓国、日本漁船合わせて22万

5,000トンまで削減しております。そういう中で、今言われましたとおり中国の船ですね。

中国の船が大和堆、それで鬱陵島近海で、日本の200海里内で、ＴＡＣの数量も入ってな

くて乱獲なとり方をしております。これはどうしてわかったかといいますと、去年の11月
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１日から３日の日まで韓国に意見交換会に九龍浦、そして慶州、そして釜山に行きました。

そこの仲買業者によると、大和堆から鬱陵島近海で1,900隻の沖底の中国船がおりまして、

10月までの間に、これは憶測ですけど、20万トンから25万トンの水揚げをしております。

こういう乱獲をされたらイカが１匹も来ないと文句を言っておりました。水温を見たら11

月からとれるような水温になって、３日からとり始めましたけど、対馬海峡には全然来な

い。１つは未成魚のマグロも多く、なかなかイカもとれない状態でありますけど、ああい

う人たちが乱獲してたらイカも資源も減ってきます。だからこれに対しましては、一遍捕

まえてくださいよ。一遍拿捕して来ないようにしてもらいたいです。強くお願いいたしま

す。 

○橋本会長 ありがとうございました。中国を中心とした外国漁船の乱暴なとり方に大変

意見のある方が多かったと思いますが、水産庁のほうもぜひそれの対応を今後も強めてい

ただけたらと思います。 

 それでは、ほかにその他でよろしいですか。 

 それでは、大体皆さんの意見も出尽くしたようでございますので、引き続き次回の委員

会、今年の秋の委員会の開催予定について事務局より説明いたします。 

○事務局（竹越） 次回の委員会、例年どおり今年の11月頃に開催したいと考えておりま

す。日時や場所に関しましては、部会との関連もございますので、会長及び委員の皆様の

ご都合をお聞きしながら追ってご連絡したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○橋本会長 ありがとうございました。次回の委員会は例年どおり11月頃の開催予定とい

うことでございます。皆さんもその頃にご予定をぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは、本来予定していた時刻をかなり超過いたしましたが、臨席の皆様におかれま

しては議事進行への協力あるいは貴重なご意見、誠にありがとうございました。事務局に

おかれましては本日いただいた貴重なご意見を参考に踏まえて今後の委員会の運営あるい

は行政施策に活用していただきたいと思います。 

 なお、冒頭お願いいたしました議事録署名人につきましては沖縄県の金城明律委員さん、

それから漁業者代表の藤田博英委員さん、このお二方には後日事務局から本日の委員会の

議事録が送付されますので、署名方よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、大変長時間のご議論ありがとうございました。これをもちまして第29回日本

海・九州西広域漁業調整委員会を閉会とさせていただきます。どうもありがとうございま

した。 

１７時２３分 閉会 



－46－ 

 

 

以上は、審議内容と相違ないことを認め、署名押印する。 
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