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１．日時：平成３１年３月１３日（水）１３：３０～１６：５４ 

 

２．場所：コープビル６階第３会議室 

 

３．出席委員 

【会長】 

学識経験    田中 栄次 

【都道府県互選委員】 

北海道     濱野 勝男 

青森県     角田 順一 

秋田県     大竹 敦 

山形県     加藤 栄 

富山県     網谷 繁彦 

石川県     志幸 松栄 

福井県     小林 利幸 

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     中島 均 

福岡県     本田 清一郎 

佐賀県     杠 学 

長崎県     髙平 真二 

熊本県     福田 靖 

鹿児島県    甲山 博明 

沖縄県     藤田 喜久 

【農林水産大臣選任委員】 

漁業者代表   岩田 祐二 

漁業者代表   金子 岩久 
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漁業者代表   濵田 憲志 

漁業者代表   土門 哲也 

漁業者代表   宮本 洋平 

漁業者代表   山内 得信 

学識経験    波積 真理 

学識経験    合瀬 宏毅 

 

４．議 題 

  （１）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 

  （２）有明海ガザミに関する委員会指示について 

  （３）南西諸島海域マチ類広域資源管理方針について 

  （４）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 

  （５）北部太平洋海区大中型まき網漁業による試験的なサバ類個別漁獲割当（ＩＱ） 

     について 

  （６）日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第５５号の一部改正について 

  （７）太平洋クロマグロの資源管理について 

  （８）平成３１年度資源管理関係予算について 

  （９）水産政策の改革について 

  （１０）その他 
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午後１時３０分 開会 

○事務局（竹川） それでは、定刻となりましたので、ただいまから第33回日本海・九州

西広域漁業調整委員会を開催いたします。 

 私は、本日の事務局を務めます水産庁管理課の竹川と申します。今日はよろしくお願い

いたします。 

 本日ですが、新潟県の本間委員、大臣選任委員の小林委員が事情やむを得ずご欠席をさ

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27名の委員のご出席を賜っ

ておりますので、漁業法第114条で準用する同法第101条第１項の規定に基づき、本委員会

は成立していることをご報告いたします。 

 なお、本日水産庁の幹部は追って順次出席ということになりますので、お詫びいたしま

す。 

 それでは、田中会長、議事進行をよろしくお願いします。 

○田中会長 田中でございます。本日は、お忙しい中、委員の皆様におかれましてはご参

集いただきまして、誠にありがとうございます。 

 それでは、座って説明させていただきます。 

 本日は、国会等の関係で、水産庁の方からあんまりお越しいただいてないんですが、長

谷長官、それから廣野漁業調整課長には特別にお越しいただいております。また、水産研

究・教育機構からは、中央水産研究所経営経済研究センターの金子研究員を初め、多数の

方にご出席をいただいております。 

 それでは、ご臨席いただいております水産庁の長谷長官から、委員会の開催に当たり一

言ご挨拶を賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

○長谷長官 水産庁の長谷でございます。皆さん、こんにちは。 

 会長からお話ありました。万難を排してといいましょうか、幸いにと言ったらまた怒ら

れるのかもしれませんけど、本日、農林水産委員会がなかったため、出席がかないました。

いつもありがとうございます。また、年度末のお忙しい中にご参集いただきまして、誠に

ありがとうございます。 

 日本海・九州西の関係者が集うこの委員会でございますので、この場をお借りしまして、

若干お話をさせていただきます。まず、皆さんの多くの方が関係する話として、北朝鮮漁

船の話からまずさせていただきたいと思います。 

 近年、春から暮れ、年末ぐらいにかけて多数の北朝鮮漁船が日本海に出漁していて、大
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きな問題になっている漂着船などもあってということであります。ミサイルは飛ばなくな

りましたけど、まだそういう状態が続いていて、水産庁としても海上保安庁と連携して、

過去の経験を踏まえまして、昨年については向こう側の漁期前から体制を敷いて、防衛ラ

インを構築するというようなことで、昨年は一昨年に比べると大分ましな対応ができたか

なと考えております。 

 衛星写真で見ておりますと、ロシア水域の方に、封じ込めという言葉がまた適切かどう

かはわかりませんが、侵入を許さない形で対応できたと思っております。昨年の例だと、

５月中旬ぐらいから漁船出てきておりましたので、今年もまたさらに去年の経験も踏まえ

まして、海上保安庁と連携して取り組んでいきたいと思っております。 

 ロシアの話も出ました。ロシアの話といえば、先日、島根のカニかご船がロシアに捕ま

るという出来事がございました。日露間の境界は画定はしておりませんけれども、お互い

中間線主義ということでありますし、ロシア側の主張のラインというものの情報について

は、関係業界の方にはお伝えしているというようなことであります。くれぐれも事故の再

発のないようにしていきたいものだと、漁業関係者でその意識を持ってやっていきたいと

いうことで、これはお願いでございます。 

 それから、必ずしもこの委員会とは直接関係しないかもしれませんが、日本海というと、

今、洋上風力の話が活発に動いております。原発事故の影響を直に受けたのが水産界とい

うことでありますが、大きな話として再生エネルギーを振興していかなければならないと

いうことで、政府全体として取り組んでおります。そういう中で、風が日本海側ではいい

場所が多いということで、様々な計画、構想が語られているところであります。再生エネ

ルギーは大変結構なわけですけれども、そこで生業を持っている漁業との協調といいまし

ょうか、調整をしっかりしていくというのが課題であります。そのための法律もできまし

て、今動きが活発になっている。漁業協調型ということであります。 

 漁業種類によって、また、そのような構築物ができたときの相性の問題があります。運

用漁具のものは、当然邪魔になるという話でありますけれども、固定式のものですとか釣

り系のものですと、一方では漁礁効果があったりとかいうようなことがあるので、むしろ

協調の中で、漁村振興にも繋げていけるということではないかと、政府全体として取り組

んでいるところであります。 

 そういう中で、やはり場所としては沿岸になるわけです。洋上風力といったって、本当

の沖合には行かないわけで、共同漁業権の中の話になってまいります。この後またお話し
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しますけど、水産改革の中で、共同漁業権については、従来どおり漁協あるいは漁連と、

こういう時代になってきています。遊漁との関係はもう随分長年いろいろやっております

けども、ほとんど海を使うのが漁業者だけという時代は終わっていて、そういう他産業と

の調整というものが出てきているわけです。漁協が今までどおりの漁業権者ということで

あり、これは改革の中にも入っておりますが、透明性を高めていくということが非常に大

事だと思っております。 

 どういうふうにこの漁場を使っているのかというようなことがわかるようにしておかな

いと、また部外者から見て、非常に漁業というものが誤解されやすく、攻撃材料になりか

ねないところがあるので、改革を機にして、この漁場はこういうふうに使って大事なとこ

ろなんだということが、世間にわかるようなものにしていく必要があるなというのを、今

感じているところでございます。 

 もう一つは、この機会に資源管理を進めていく、資源の底上げを図っていくということ

です。それこそ外国周辺諸国との関係、とても難しい課題を抱えているわけですけども、

だからこそ、そういう中で国内、しっかり取り組んでいくことによって、だから取り締ま

りも必要なんだ、外交もしっかりしていかなきゃいけないんだと、していきたいというふ

うに思っております。 

 そういう中で、今回改革を打ち出すことで、水産関係予算も霞が関の常識的に言及すれ

ば増やすことができたということです。そういう中で、まず資源評価を充実させていきた

いというのがあって、そういうことで、本来これだけのポテンシャルがあるとかいうこと

が科学者、科学サイドから出してもらった上で、そういう水準を維持できるなら、維持す

る努力をするということですし、そこにまだまだ足らないということであれば、みんなで

議論した上で目標を設定して、そこに向けて資源回復に取り組んでいくということです。 

 そのときに、今までどおり魚が来たら獲りたいのが漁師ですけれども、そこを我慢する

ということによって、資源を回復させていくわけなので、我慢ができるような経営支援策

も充実させていこうということが、今回の改革のシナリオになっているということです。

漁業法の改正を先にやりましたけども、第二弾ということで、共済と積立ぷらすでやって

いる収入安定対策を全体を制度化して、安定・充実させたいということで考えております。

資源管理についてはそういうことであります。 

 長くなるのでもう一点だけ言うと、あとは、水面の総合利用ということで、これは今の

漁業法もそうなわけでありますけれども、人口減少時代になって、浜の状況が本当に変わ
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ってきています。洋上風力もそういう中での話ですけども、もう一度しっかりと漁場の使

い方を見直して、上手に使っていこうということです。もう十分使っておられるんであれ

ば、それはそれでいいわけですけれども、やはり就業者が減ってきている、後継者不足で

あるというようなことであれば、協業化を進めるだとか、地区内外の人たちと力を合わせ

て法人化を考えてみるとか、そういうことをこの機会にやっていきましょうということな

んです。 

 昨日の日本経済新聞では、青森の深浦のサーモン養殖で、企業と地元が連携して、うま

く調和して、雇用も生み出している優良事例として紹介されておりました。国会審議の中

でも、私から例示としてその案件を説明させていただきました。先日の太平洋の委員会で

もお願いしたんですけど、そういった取り組みによって如何に浜の活力を維持していくか

が重要ですので、これから全国各地でそういった取り組みをぜひこの機会に、これをむし

ろチャンスと思って活用していただきたいです。そういうものを使って前向きな取り組み

があっちもこっちも様々芽が出てきたなということになると、この予算の増額も一過性の

ものではなくて、将来に繋がっていくと考えております。今、水産は変わろうとしている

から応援していこうという、政府全体としてはそういう流れになっています。せっかくだ

からその風に乗りましょう、成果を出していきましょうというふうに、ぜひ関係者の皆さ

んに思っていただきたいなと思います。 

 本日の議題は、ガザミですとかトラフグ、マチ、アジ、サバ、イワシ、マグロともう長

年にわってこの委員会でご努力いただいている資源についてです。またそれを踏まえまし

て、この改革の中でさらに高度化というか、進めるためにはどういうことを考えていけば

いいのかということを、勉強させていただくいい機会だなと思って出席させていただきま

したので、本日、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○田中会長 長谷長官、ありがとうございました。 

 以前、この委員会でも日本海のイカについて、北朝鮮船がいるので何とかしてくれとい

う要望があったところ、ちゃんと我が国国民と我が国市民を守るべき、然るべき対応をし

ていただくという頼もしいご対応、ご発言をいただいたと思います。 

 予算については、今年年頭の安倍首相も珍しく、水産の予算について3,000億円という

金額まで言及されていたのは、とても印象的でした。水産庁もご努力いただいたんだと思

います。予算が増えることはいいことですので、ありがとうございました。 
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 なお、長谷長官におかれましては、中座させていただきたいとのことでしたので、その

点ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、続きまして資料配付の確認を事務局からお願いいたします。 

○事務局（竹川） それでは、配付資料のご確認をさせていただきます。 

 お配りしている資料ですが、まず第33回日本海・九州西広域漁業調整委員会の議事次第

と書いてある資料。続いて、資料１と書いてあります日本海・九州西広域漁業調整委員会

指示の概要。そして、資料２が委員会指示の具体的内容ですね。それから、資料３、これ

はマチ類に関する資料。魚の写真が載っているものです。そして、次が資料４、これは１

枚だけ両面の資料ですけどもマアジ・マサバ・マイワシの広域資源管理方針に基づく取り

組み状況という資料。そして、資料５が、北部太平洋のサバＩＱ管理に関する資料。そし

て、資料６が委員会指示第55号の一部改正についてという資料になっております。そして、

資料７は太平洋クロマグロの資源管理について。そして、資料８が予算の資料になってお

ります。最後の資料９が改革に関連する資料です。資料番号はついておりませんが、資料

９－１がパンフレットになります。そして、資料９－２が別冊資料、さらに資料９－３が

新たな資源評価手法の検討状況という資料になっております。 

 以上が資料の全体ですが、不足等ございますでしょうか。不足等ありましたら、事務局

のほうまでお申しつけいただければと思います。また、説明の途中で資料に落丁等ござい

ましたら、その都度、お手数ですけれども、事務局までお申しつけいただければと思いま

す。 

 私からは以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 続きまして、後日まとめられます本委員会の議事録署名人の選出についてですが、事務

規程第12条により、会長の私のほうから指名させていただきます。 

 お一人目は、都道府県互選委員から島根県の中東委員、お二方目は、大臣選任委員から

岩田委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 報道関係の皆様にお伝えいたします。冒頭のカメラ撮り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、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題のほうに移りたいと思います。 

 議題の（１）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でございます。 

 事務局よりご説明をお願いいたします。 
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○事務局（松本） 九州漁業調整事務所の松本と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、着座して説明させていただきます。 

 資料は資料１をもって説明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、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、概要を報告させていただいたところです。

内容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。 

 この委員会指示のご説明の前に、最後のページになりますが、トラフグの広域資源管理

方針についてご説明をさせていただきたいと思います。これにつきましても、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ございます。 

 １から資源の現状及び広域資源管理の必要性、そして２の資源管理の目標、そして３、

広域資源管理検討会議の設置とありまして、４になりますが、広域資源管理のために講じ

る措置としております。具体的には、この広域資源管理のために講じる措置というのを赤

字で書いておりますが、①の休漁期間の設定、そして②が全長制限、③が操業の承認及び

届け出となっておりまして、④がその他の自主的な措置となっております。その資源管理

措置の実効性を担保するのが、今からご説明させていただく委員会指示となります。 

 最初の１ページに戻っていただきまして、トラフグに係りますこの委員会指示、第56号

と、下の２にありますが、57号の案につきまして、この概要の資料で説明させていただき

ます。 

 トラフグの委員会指示につきましては、56号、57号の２本から成っております。 

 １つ目の指示、第56号は、承認制・届け出制の実施に関するものでございます。 

 （１）の承認制・届け出制の実施といたしまして、①に、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は、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す。③の届け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31年９月から平成32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。指示の有効期間につきましては、
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平成31年度の漁期ということで、平成31年５月１日から平成32年５月31日としております。 

 続きまして、指示第57号につきましては、操業期間の制限等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。この後ろに海域ごとの休漁期間の一覧を添

付しておりまして、この赤の矢印の部分が休漁期間ということになっております。その次

のページに、それをこの地図に示したものが３ページ目となっておりまして、その次のペ

ージが、逆に操業期間を示したものが４ページのこの操業期間の地図となっております。

このような形で進めることとしております。 

 また最初の１ページに戻っていただきまして、この（２）小型魚の再放流につきまして

ですが、この海域で全長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。この（３）指示の有効期間につきましては、平成31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ページ目からが今ご説明させていただきました広調委指示の実際の本文となっており

ます。この５ページが第56号で、10ページが第57号になっております。 

 そして、ページをめくっていただきまして、12ページからですけれども、これが委員会

指示のトラフグはえ縄漁業の承認・届け出制に関します申請書類などを規定しております

事務取扱要領となっております。 

 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。基

本的に前年とほぼ同様なものとなっておりますが、この２件、審議をお願いしたいと思い

ます。 

 トラフグの説明に関しましては、以上となります。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば承ります。九州の西と山口の北

西が関係する県だと思いますが、これも昨年とほぼ同様という内容でございましたが。 

 はい、どうぞ。中島委員。 

○中島委員 すみません。ほぼ同様というのは、どこが変わっているんでしょうか。 

○事務局（松本） 申し訳ございません。このほぼ同様というのは、指示の番号が変わっ

ているということでございます。 

○田中会長 よろしいでしょうか。番号が変わっただけで、中身は変わっていないという

ことだそうです。中身が変わったら大変なことになってしまいます。よろしいでしょうか。 
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 他にございませんか。 

 なければ、それでは、本委員会として日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第56号及

び第57号を本日付で発出することといたしますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○田中会長 ありがとうございます。 

 ただいま中課長にも駆けつけていただきました。よろしくお願いします。 

 ありがとうございます。今回の委員会指示でございますが、今後、事務手続上におきま

して、部分的な修正・文言の若干の修正等があった場合は、会長一任とさせていただきた

いと思います。あわせてご承認いただけますでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、事務局のほうで委員会指示について事務手続を進めさせていただきたいと思

います。ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、議題の２、有明海ガザミに関する委員会指示についてでござい

ます。 

 事務局より説明いたします。 

○事務局（松本） 続きまして、ガザミに係ります委員会指示第58号の案をご説明させて

いただきます。資料は資料２となっております。 

 このガザミの広調委指示につきましても、例年ご審議いただいているものでございます。

これも先ほど同じですが、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ございます。 

 内容は、この指示番号と年月日が変わった以外は同様のものですけれども、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。 

 委員会指示のご説明の前に、このガザミ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させていただいたところでございます。こ

れは平成30年度から新たに更新した方針に取り組んでおりまして、31年度も引き続き継続

して取り組んでいくこととなっているところでございます。 

 次のページが方針の概要でございまして、３ページの４の広域資源管理のために講じる

措置ということで、放卵ガザミの保護を含め、６つ講じております。１つ目が、放卵ガザ

ミ、いわゆる黒デコの保護で、２つ目が小型ガザミの保護、全甲幅長12センチ以下のガザ
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ミにつきまして再放流するというものです。３つ目が、資源保護のみならず漁獲物の価値

向上を図るために、軟甲ガザミの再放流に努めております。４つ目が、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、主な産卵期間の６月から８月のうち、15日間はたも網、その他すくい網によ

るガザミの採捕を禁止するというものでございます。５つ目、６つ目といたしましては、

下のこの資源の積極的培養措置、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と同様、指示を行うこととしております。指示の内容につきまして

は、有明海において、平成31年６月１日から15日までの15日間、たも網その他すくい網に

よるガザミの採捕を禁止することとしております。指示の有効期間につきましては、平成

31年４月１日から平成32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、４ページ

以降に添付しておりますが、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しておりまして、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。 

 今年度は、新たな周知の取り組みといたしまして、日本釣振興会から関係各所にこのリ

ーフレットを配布してもらうことや、西日本新聞に採捕禁止期間を掲載していただくなど

協力いただき、できるだけの周知に努めているところでございます。 

 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

のとなりますが、ご審議をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 前回要望のありました、漁業者だけでなく、一般の人への周知徹底ということへもご対

応いただいているというお話だったと思います。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問等、意見あれば承りますがいかがで

しょうか。 

○角田委員 異議ありません。 

○田中会長 異議ないですか。ありがとうございます。 

 他に関係県の方で。よろしいでしょうか。 
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 はい、どうぞ。 

○長谷長官 この遊漁者との関係で、例えばマグロでも議論がある中で、長年、遊漁者・

一般の人も含めてこういう規制をかけて遵守状況だとか、周知が随分進んできて、守られ

るようになってきたのかどうかとか、もし地元の委員の方で教えていただけるなら、お願

いしたいと思います。 

○田中会長 どなたか実情についてご存じの方あれば、ご発言いただきたいと思います。

なかなか数量的な調査となると難しいかもしれませんが。 

○長谷長官 よく漁業者だけ規制しているのに遊漁者が獲っているじゃないかと言われ、

揉めるわけです。そういう中で、一般の遊漁者・一般国民も対象にしてやってきたわけで

すけど、そういう漁業者サイドからの不満というのはあまり聞かなくなってきているとか、

いや、今もあるんだとかってそういったことはどうでしょうか。 

○田中会長 いかがでしょうか。では、九州漁業調整事務所の方からよろしくお願いしま

す。 

○事務局（松本） 特に九州漁業調整事務所から取締船を出して、漁業者もしくは一般の

遊漁者の監視をしているところでございます。また、熊本県さんに関しましても、取締船

を出していただいて監視しておりまして、ここ数年、私がこの仕事をするようになってか

ら、特に違反の報告等なく漁業者、また一般の遊漁者の方々に守っていただいているとい

う状況でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 他にございますでしょうか。 

 特になければ、それでは、本委員会として、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第

58号を本日付で発出することといたしますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、今回の委員会指示でございますが、今後、先ほどの案件と同様に、事務手続

上におきまして、部分的な修正、文言の修正があった場合、会長の私一任とさせていただ

きたいと思います。あわせてご承認いただけますでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、事務局のほうで委員会指示について事務手続を進めさせていただきたいと思
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います。ありがとうございました。 

 それでは、議題の３、南西諸島海域マチ類広域資源管理方針についてでございます。 

 事務局より説明、お願いいたします。 

○事務局（平岡） 九州漁業調整事務所の平岡と申します。座って説明させていただきま

す。 

 まず、資料３の両面で16ページの資料をご覧ください。 

 まず、マチ類という魚は、南の暖かい地域にいる魚種でして、あまり馴染みのない方が

多いかと思います。ここで言うマチ類というのは、写真に載せておりますアオダイ、ハマ

ダイ、ヒメダイ、オオヒメの４種を指しております。この魚種については、水深が100メ

ートルで深場の曽根に生息する、沿岸漁業者にとっては重要な魚種となっております。 

 資料については、１ページ目と２ページ目に概要を載せておりまして、３ページ目以降

は方針の本体を載せておりますが、１ページ目、２ページ目で説明させていただきます。 

 まず、資源状況及び広域資源管理の必要性ですが、この４種につきましては、今、資源

水準はどれも低位となっております。動向については、増加もしくは横ばいの状況になっ

ておりまして、依然、低位という状況は変わっておりませんので、関係者で話したところ、

引き続き資源管理方針によって資源管理が必要だということで、31年度以降も資源管理方

針を作成して、進めていくということにさせていただいております。 

 続きまして、２番、広域資源管理の目標でございますが、マチ類に関しては非常に寿命

が長い魚でございまして、寿命が短いもので25年、長いもので50年以上となっております。

したがってすぐさま効果が現れにくい魚種となっておりますので、現状、増加・横ばいの

傾向になっており、今後も現状の取り組みを続けて、資源回復や維持を図りたいというこ

とを進めていきたいと思います。 

 続きまして、２ページ目、裏面をご覧ください。 

 ３番の対象魚種ですが、これ、先ほども説明いたしましたが、曽根周辺の深場にいる魚

種なので、対象魚種は底魚の一本釣り及び底立てはえ縄の、この２種に限られるような魚

種となっております。 

 続きまして、４の資源回復のために講じる措置でございますが、まず（１）番、保護区

の設定でございます。これは曽根を周年もしくは期間保護を行っておりまして、それによ

って漁獲を制限して、保護していこうというものでございます。 

 続きまして、２番、小型魚の保護ですが、小型魚が釣れた場合、漁場の移動や漁具の水
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深を変更したり、棚を変えるというんですかね、そういう形で小型魚を保護していこうと

いうことを行っていきます。 

 その他でございますが、鹿児島県海域において、期間保護区で保護が外れた期間につい

ても、ハマダイについては専獲をできるだけ控えるということを行っております。 

 続きまして、５番、マチ類広域資源管理検討会議の設置でございます。これについては、

関係県、熊本県さん、鹿児島県さん、沖縄県さん、それから研究部門としまして西海区水

産研究所さん、国としては沖縄総合事務局、九州漁業調整事務所で会議を行っておりまし

て、これで方針の中身や見直し等を行っております。また、この中身については、九州漁

業調整事務所のほうから広域漁業調整委員会に報告をさせていただくこととなっておりま

す。 

 続きまして、６番、広域資源管理方針の取り扱いと実施期間ですが、先日、この広域管

理方針は関係者間で合意が得られまして、３月６日付で完成しております。また、期間に

つきましては、平成31年度から５カ年を設定して、必要に応じては見直しを行うこととし

ております。 

 ７番でございますが、漁業調整委員会指示、これにつきましては、広域漁業調整委員会

ではなくて県の海区漁業調整委員会指示のことでございまして、必要に応じて海区の調整

委員会指示を行うということで、現時点では沖縄県さんが海区指示を行って資源管理を行

っていただいておるようなところでございます。 

 そして、前回と31年度以降、現状と31年度以降の変更点でございますが、マチ類、深場

の魚ということもありまして、知見が５年経つと新たなものも出てきますので、データを

最新のものとしております。 

 続きまして、沖縄県の海区指示も変わっておりますので、それも直近の指示に変更して

おります。 

 最後ですが、３カ所の期間保護区、鹿児島県さん２カ所、沖縄県さん１カ所で保護期間

を変えております。これにつきましては、マチ類が夏場が一番多く産卵するような魚種で

ございますので、それをカバーするような変更で資源管理がさらに進むようにという意図

があります。 

 以上、足早でしたが、南西諸島海域マチ類資源管理方針の方針についてのご説明を終わ

らせていただきます。 

○田中会長 ありがとうございました。 
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 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば承ります。 

 これは主には沖縄、鹿児島県の方いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○山内委員 沖縄県の漁業者代表の山内といいます。 

 確かに、このマチ類は随分と泊魚市場のほうでも水揚げが減っております。私たち、那

覇地区漁協は、そもそもマグロ船主体の漁協じゃなくて、この深海一本釣りのマチ類を対

象にした漁業が以前はとても盛んでした。ところが、この資源量が随分と減ってきたせい

で、皆さん廃業していったんですね。今、ほとんど残っていません。 

 理由はいろいろあります。高齢化の問題もありますけれども、一つは、ベニサンゴにつ

いて中国船が、沖縄船が深海一本釣りで獲っていた漁場で、網でサンゴを崩してしまって

いるんですね。水深が200メーター、300メーターですから、このマチが生息している環境

の破壊が起きているんじゃないかと、そのように先輩漁業者たちは言っているんですね。

中国船が大挙してシナ海に入ってきたころから随分と減ったと、皆さん口々に言っており

ます。その証拠、関連性はまだはっきりは解明されてないんですけれども、そういうサン

ゴ網船が漁場を荒らしたせいで、資源が少なくなったんじゃないかという見方をしている

先輩たちがいます。 

 それから、近年沖縄県では、観光客、インバウンドの方々がたくさんいらっしゃって、

彼らはただ観光するだけじゃなくて、釣りが好きなんですね。プレジャーボートでちょっ

と近くの沿岸で釣りを楽しんで帰るんです。プレジャーの皆さんって、禁漁区域というの

が今はっきりわかってないんじゃないかなと思うほど、あっちこっちでやっているわけで

すね。ですので、沖縄の沿岸漁業者も、近場でのマチ類が減っていると、これでは生計が

立てられないということで、ほとんどの方がもうやめられております。 

 そういうことなので、もう少しプレジャーの方々には徹底した情報提供、それから水産

庁取締船のほうでは、サンゴ船を取締りができるものかどうか。生息環境の破壊と資源の

減る因果関係がちょっとわからないところではあるんですが、我々の先輩たちの経験則で、

あそこはマチ類の卵を産む場所だと。そういうところに卵を産んでいるんだよというよう

な経験を語っている方々もおりますので、これはどなたに調べてもらえればわかるんだろ

うかと考えている次第です。よろしくお願いします。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ２点。１点は、サンゴ網等による環境破壊と、それからもう一点は、レジャーによる漁

獲圧の増加ということだったと思いますが、１点目は水産研究・教育機構の縄張りでしょ



－16－ 

うか。ちょうど専門の方が今日はいらっしゃっていないですが、そもそもマチについては

知見が少なくて、もう少し調査をしないとわからないだろうなとは思います。サンゴ網の

影響と取締りについては、水産庁のどなたかにご回答いただくということになろうかと思

います。 

 では、漁業調整課長。 

○廣野漁業調整課長 調整課長の廣野でございます。当時、ちょうど取締りの担当をやっ

ておりました。 

 ご存じと思いますが、平成25～26年から２～３年間、かなりマチ類の保護区も含めて、

深海のところに中国のサンゴ船が大挙して来るという事象がありました。ただ、それにつ

いては、その後小笠原に回って大騒ぎになりましたが、それとともに今、ほとんど見られ

なくなっておりまして、以前のようにご心配されているような環境破壊が今も続いている

という状況は、今は生じなくなっておりますことは、お伝えしておきたいと思います。 

 ただ、今年に入っても、沖縄周辺で海上保安庁が怪しい中国船を何隻も捕まえたという

ようなこともありますので、引き続き水産庁、海上保安庁とも連携して、以前のようなこ

とがないように、取締りをしっかりやっていきたいと思っています。 

 あと、個人的な感想なんですけども、プレジャーの話については、この資料の３ページ

を見ると、マチがいるのが200メーター、100メーター以上ということになると、その辺の

観光客が簡単に手を出して釣りができるような水深ではあまりないのかなという気はいた

しております。いかがでしょうか。 

○田中会長 今はおそらく電動リールがあるので、遊漁者もそういった深度で釣りをする

ことが可能ではないでしょうか。 

○山内委員 そうですね。会長が仰るとおりですね。レジャーで使われている釣り道具は

高性能です。金に糸目をつけませんので、彼らは30万でも40万でもするような電動リール

を平気で買ってやりますからすごいです。 

○廣野漁業調整課長 全般的に漁業者と遊漁の関係というのは聞くので、さっきのガザミ

の話でもそうでしたけど、こういう漁業者が努力しているんだというのをちゃんと周知し

ていくところから始めて、遊漁船業、観光で来る方はきっと遊漁の案内で行く人でしょう

し、地元でプレジャーを持って自分で操船する方というのもいろいろいらっしゃると思い

ます。釣り具店とかマリーナとかの周知とかも大事になってくると思いますので、そこは

検討していきたいと思います。よろしくお願いします。 
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○田中会長 ありがとうございました。 

 この問題は、沖縄県の遊漁に限らず、全国の漁業者が抱える問題ではないかと思います

が、他の県でこういった遊漁についての問題と何か対策があれば─はいどうぞ。甲山委

員。 

○甲山委員 鹿児島県の甲山と申します。 

 ただいまの沖縄のご意見ですけど、鹿児島県の場合は、我々も資源の管理をいたしてお

りまして、今、かなり魚が増えているというふうな状況でございます。徹底した管理をや

っております。休漁したり、ここに記載してありますように、小さいやつがおったら移動

してやると。それを徹底してやっております。 

 サンゴの話が出ましたが、日本の中で今、サンゴを採取しておりますよね、鹿児島県も

許可制のもとで採取しています。その中で一番多いのは、沖縄県です。沖縄県が一番サン

ゴを獲っておられるところです。実際、自分のところでは例えば十島村とか、熊毛の海域

とかで許可を得てサンゴを獲っております。だから、沖縄県も、先ほどのご意見は、自分

のところの海域でもサンゴをやっておられるわけですから、それが果たして、海を壊して

いるというふうな、こう受け取り方を皆さんされていると思うんですよ。私のところもそ

ういうようなことでございますが、僕はそういうようなことはあんまりないじゃないかと、

こう思います。徹底した管理をしておりますので。それで、まず廣野課長言われたように、

優先というのがあるでしょう。幾ら四、五十万、100万するリール持ってきてもですよ、

そんなに遠くに行くことはないです。まず。我々鹿児島県の場合、遊漁船がマチ類を獲れ

ないんです。また、もちろん遊漁船においても組合員が観光客を乗せて釣りに行ってると

いうこともあるわけですから、そういうようなことも徹底的にやっぱり取り締まらなきゃ

いかんと思うんですよね。 

○田中会長 山内委員。 

○山内委員 ちょっと誤解があるのかなと思いました。沖縄県の漁業者が深海サンゴを獲

っているということはありません。ただ１件だけあるんですね。沖縄県漁連が許可を持っ

ているんです。この許可を深田サルベージというところに貸借して獲っていただいてるん

ですが、深田サルベージは網じゃありません。ロボットで獲ってるんですね、深海カメラ

を使ってね。そういうことなので、漁場破壊はしていないと、そういうことでございます

ので、よろしくお願いします。 

○田中会長 よろしいでしょうか。はい。 
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 鹿児島県さんの取組の小型魚を獲らないというのは多分一番直接的に効果があります。

小さいのは、ある程度育ってしまうとそんなに簡単に死にませんので、それを抑えると結

構何年か経てば大きくなって生き残ってきます。親を保護して子どもをというと海の環境

のことでなかなかあてにならないこともあるんですけれども、生まれて生き残った子ども

の保護というのは確実に親の増加には繋がるのでいい取組だと思います。 

 他に。どうぞ。 

○網谷委員 富山県で底びき網をしています網谷といいます。 

 やはり、富山湾の場合も遊漁船の被害が随分あります。それと、まぐろの資源管理とか

そういう数量規制の漁業者はちゃんとした形で何トン何トンということで、漁業者の獲る

魚についてはある程度把握ができます。ところが、やはり遊漁者と遊漁漁業の人たちが獲

ってくる魚については量的なものについては全く把握ができないということで、遊漁船の

方々にもどれだけ獲ったということで提出することを義務付ければいいかなと思います。

やっぱり漁業者だけが資源管理をするのではなくて、遊漁船の方々も漁業者と一緒に取り

組むということが必要でないかなというふうに思っております。 

○田中会長 本件はクロマグロについてはたびたび話題になっている件でございます。承

っているということでよろしいでしょうか。 

○網谷委員 はい。 

○田中会長 他にございますでしょうか。 

○藤田委員 沖縄海区の藤田です。 

 このマチ類に関しては、沖縄県の海区漁業調整委員会指示等出して資源の保護保全に取

り組んでいるんですけど、委員会指示の期間が終わってまた更新するときに、漁業者さん

とかのお話を聞くと、保護区とかで全面禁漁のところとかもある、周年禁漁のところもあ

るので、いつ開けれるのかとかそういう話がよく出てくるんですね。先ほど山内組合長か

らもお話がありましたけれども、マチ類の資源管理の取組結構一生懸命されているんです

が、やはりベースになる生物的な情報がすごく少ないと思っております。特に実際の生態

もわかってないですし、ある地域の禁漁区とかを維持して守ればどこの資源にそれが反映

されるのかとか。つまり、最近は遺伝子とかを調べることできますので、ある程度由来が

わかると思うのですが、そういった研究を、せっかく沖縄県、鹿児島県さんも取り組まれ

ているので、例えば沖縄のここを守るとほかのところの魚場にもちゃんと子どもがどんど

ん加入するとか、そういったようなことをちゃんと調べていただきたいなと。逆に、他の
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海洋生物、浅いところの海とかの生物だと、サンゴとか北から南への子どもが加入してく

るというケースも結構あるので、そういった動態をしっかり調査してもらえると、より漁

業者の皆さんに対してこうやって守ることはすごく意味があるんですよというのを説得力

をもって言えると思うんですよね。今のところ我慢してくださいという感じにどうしても

なっていくので、様々な管理方針とか立てていただくのはありがたいんですけど、それの

ベースになるような調査研究もさらに進めていただきたいなというのが大きな要望です。 

 以上です。 

○田中会長 藤田委員からはもう少し生物学的な基礎情報も集めてくださいという要望が

ありました。これは要望で承ったということでよろしいですか。 

○長谷長官 最初の挨拶でも申し上げましたけれども、この機会に資源調査、評価も充実

させていきたいと考えております。資源管理を上手に進めていくための前提として、そう

いう思いでおります。今回も資源調査の予算増額できましたけど、もっともっと充実させ

たいという思いは持ちながら取り組んでいます。 

 また、新しい漁業法の中でも農林水産大臣は資源調査する義務があって、県知事さんか

らの要望を踏まえて、それにも応えていくというような条文もあえて入れております。そ

ういう考え方で必要な予算は確保していくことに繋がればいいという思いでいます。 

 くどいですけど、予算は基本的に容易に増えるものではありません。だから、そういう

意味で水産の前向きな取組が進んできていると、これはやっぱり必要だというムードをど

んどんつくっていかないといけません。調査もそうですけど、取り締まりの話もそうであ

ります。そういう思いでおりますので、皆さんもぜひまた前向きな取組を各地でお願いし

たいと思います。 

 先ほどの遊漁の話に関しましても、全国に遊漁者はものすごい数います。全部という話

にはなかなかならないですが、だからこそクロマグロのように重点的にやっているような

ものについては少なくとも遊漁者の比率というかシェアというか、そういうものも遊漁者

の協力なしに取り組めない魚種というのがあります。漁業者もここまでやってるんだから

というのをアピールしながら進めていくということだと思っております。やらなければな

らないことはたくさんありますけども、１つ１つこなしていきたいなと思っています。 

○田中会長 積極的なご発言だったと思います。新しい漁業法の中ではおそらく遊漁者も

ＴＡＣ対象に入るんですよね。 

○長谷長官 制度的には今も必要に応じ入ります。しかし、今行っているイワシ、アジ、
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サバだとかいうのは、各県の小規模な漁業であればそれは若干だという扱いで済んでいた

わけですが、例えばまぐろのようにこんなぎりぎりした取組をしてるのであれば、当然遊

漁者のほうにも相当理解してもらわないと、それはおかしいじゃないかということだと思

っております。 

○田中会長 ということで、遊漁者についても今後協力依頼をするという内容だったと思

います。 

○長谷長官 現在もしておりますが、今後もっともっと力を入れていきたいとは思います。 

○田中会長 ということです。山内委員、どうぞ。 

○山内委員 すみません、禁漁水域を増やすと、沖縄県の場合ちょっと少ないような感じ

がするんですよね。これは沖縄の海区調整の中で、例えば禁漁水域を増やすとかいう話は

そちらのほうに持っていけばいいんでしょうか。そういうことですね。わかりました。 

○田中会長 よろしいですか。はい、ありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。 

 では、なければ、本議題についてはこれで閉じさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 続きまして、議題４、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

ついてでございます。事務局より説明いたします。 

○事務局（中村） 九州漁業調整事務所の中村と申します。よろしくお願いします。それ

では、座って説明させていただきます。 

 資料４をご覧ください。こちらの日本海西部・九州西海域マアジ・マサバ・マイワシ広

域資源管理方針なんですが、平成21年度から３カ年実施しま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組を後退させることなく継続し取り組んでいるものです。 

 広域資源管理方針に基づく漁獲努力量削減措置の取組団体としましては、山陰旋網漁業

協同組合、日本遠洋旋網漁業協同組合、鹿児島県旋網漁業協同組合、島根県旋網漁業協議

会、長崎県旋網漁業協同組合の５団体が参画しております。 

 この広域資源管理方針に基づく取組状況の漁獲努力削減措置についてですが、大臣許可

の大中型まき網漁業、県知事許可の中型、中小型まき網漁業において、小型魚漁獲回避の

ための漁場移動と、あとそれに関する情報の共有。１カ月のうちの一定期間の休漁及び水

揚げ日数の制限といった管理措置を実施しております。今年１月までの取組実施状況をこ

の表の右側の平成30年度の実施状況という欄に記載をしております。 
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 この他、保護措置としまして、五島西方沖地区及び隠岐海峡地区の西側に整備しました

マウンド礁、この中心から半径１マイル以内では操業しないという取組も実施されていま

す。 

 また、今年１月25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しまして、これら各団体の取組状況等について情報共有をして

おります。 

 資料の裏面に広域資源方針の概要を記載しておりますが、次年度における取組の実施に

向けて毎年方針の更新を行いまして、引き続き小型魚の漁獲圧を低減する取組を推進して

いくこととしております。 

 簡単ですが説明は以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問ご意見等あれば承ります。 

 では、私のほうから質問よろしいでしょうか。 

 資料４の１枚目ですが、例えば中まきの長崎県まき網さんだと漁場移動36回とあるんで

すけど、これは小さい群れがたくさんいればたくさん移動しなきゃいけないということに

なろうかと思います。今年と去年と比べて、あるいは例年と比べて増えたのか減ったのか

ということはわかりますでしょうか。 

○事務局（中村） すみません、今すぐにはわかりません。やや増えているのかなという

感じはしますが。 

○田中会長 わかりました。小型魚が増えてるんじゃないかなとは思いますけどね。そう

いう努力をされているということですね。 

○事務局（中村） 去年は40回だそうです。失礼いたしました。 

○田中会長 去年よりはちょっと減ったということは魚の避け方がうまくなったんですか

ね。いる場所がだんだんわかってきて。 

 他にございますでしょうか。 

 これも引き続き資源管理の１つとして実施していただき、来年度も引き続きやっていた

だくということになるんでしょうか。 

○事務局（中村） はい。 

○田中会長 よろしいでしょうか、他に。 

 なければ、この議題は審議事項として閉じさせていただきます。ありがとうございまし
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た。 

 それでは、続きまして、議題５、北部太平洋海区大中型まき網漁業による試験的なサバ

類個別漁獲割当、ＩＱについてです。 

 この議題は、北部太平洋海区の大中まきにおいて、平成26年漁期よりサバ類を対象とし

た操業で自主的に実施しているＩＱ管理を対象に水産研究・教育機構による平成26年漁期

から４年に及ぶ調査が終了したことに伴い、これまでの調査の取りまとめをご報告いただ

くものとなります。 

 それでは、中心となって研究を進めていただいておりました、水産研究・教育機構中央

水産研究所の金子研究員からご説明をお願いいたします。 

○金子研究員 ただいまご紹介にあずかりました、中央水産研究所の金子と申します。北

部太平洋大中型まき網漁業における試験的なサバＩＱ管理についてご説明をさせていただ

きます。座って失礼させていただきます。 

 スライド２になります。本日の報告の内容ですけれども、最初にこの試験の経緯と目的

について簡単にご説明をさせていただきます。続きまして、調査の方法について簡単にご

説明をさせていただくと。３つ目に、結果といたしまして、北部太平洋と、それから補足

調査を実施しておりまして、北海道道東沖の大中型まき網漁業のＩＱ管理の取組について

ご説明をさせていただくと。最後に、総括といたしまして、大中型まき網漁業の事例から

見てＩＱ管理をどういうふうに活用できるかということに関しての方向性をご報告させて

いただくというふうに予定しております。 

 それでは、めくっていただきまして、スライド３番の経緯と目的に移らせていただきま

す。北部太平洋大中型まき網漁業では、2014年に水産庁が開催いたしました資源管理のあ

り方検討会というものの取りまとめの結果を受けまして、サバ類の管理について2014年漁

期から試験的にＩＱ方式による管理を実施しております。 

 もともと北部太平洋ではそれ以前より自主的な資源管理の取組といたしまして、船団ご

とに月別の漁獲上限を設ける月別ＴＡＣという管理を実施しておりました。これをベース

といたしまして、2014年漁期は５隻の標本船によるＩＱ試験を、2015年漁期からは全船を

対象としたＩＱ試験を実施しております。 

 このＩＱ試験既に終了しているところですけれども、北部太平洋旋網漁業協同組合連合

会、北まきの指導のもと、今でも自主的なＩＱの取組は継続して行われているとお伺いし

ております。 



－23－ 

 続きまして、調査の方法に移らせていただきます。調査につきましては、私が所属して

おります水産研究・教育機構中央水産研究所のほうで実施させていただきました。 

 分析につきましては、北まきのほうから提供受けました漁獲量ですとかＱＲＹといった

データ、それから北部太平洋大中型まき網漁業の船主・船頭といった方々からヒアリング

の調査を行いました。また、買受人等からもヒアリング調査ですとかアンケート調査を実

施いたしまして情報を収集させていただいております。 

 2018年には大中型まき網漁業によるＩＱ管理ということで、類似する事例を補足調査さ

せていただきまして、道東沖のサバ・イワシ操業にかかるヒアリング調査を実施しており

ます。 

 それでは、結果のほうを文字で示させていただいておりますので、概要についてご説明

をさせていただきたいと思います。ページ５をご覧ください。まず、北部太平洋大中型ま

き網漁業における試験的なサバＩＱ管理ですけれども、北部太平洋の大中型まき網漁業で

は、北まきの理事会においてＩＱ管理を実施するための操業ルールを決めております。管

理の実効性を高めるためのルールづくりが行われております。このため、ＩＱ管理に取り

組んだ期間につきましては、北部太平洋海区のサバ類の漁獲枠は遵守されておりまして、

アウトプットコントロールの手法としては有効に機能しただろうというふうに考えており

ます。 

 続きまして、２つ目ですけれども、ＩＱ管理等の自主的な資源管理の取組を経て、計画

的な操業を個々の漁業者が経験したことに伴い、量から質という意識が浸透しつつあると

いうことが確認されました。ただ、理論上期待された経済的な効果については、理論と漁

業の実態に乖離があったためか、十分に確認することができませんでした。 

 この背景といたしまして、スライド６番に書かせていただいております。原因として北

部太平洋大中型まき網漁業を取り巻く特殊な事情というのが関係してくるのかなというふ

うに分析をしております。まず１つ目、ＩＱを導入すると品質が向上するといったような

期待がされていたんですけれども、実際は2013年に北部マサバ太平洋系群で卓越年級群が

発生いたしまして、しばらくの間小型魚が群れを占有するような状況が続きました。この

ため、品質の高い大型魚を漁獲するというのがなかなか難しかったというふうに考えてお

ります。このような状況下では、幾らＩＱ方式による管理を実施しても品質の劇的な向上

を実現するのはなかなか難しいというふうに考えております。 

 また、燃油費等の削減と、いわゆるコストが削減されるというような考え方について、
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そういう効果が期待されているわけですけれども、実際は２番のように、東日本大震災の

被災によりまして、北部太平洋海区が操業する漁船が利用してきた東北ですとか常磐海域

の産地市場における１日の漁獲物の受入能力が低下するというような事態が起こりました。

このため、漁業者は受入能力に余裕がある遠方の港に漁獲物を分散して輸送して水揚げを

するというような工夫を実際に行いまして、結果としてＩＱ管理を実施していても必ずし

も燃油費等の削減にはつながっていなかったのかなというふうに分析をしております。 

 ただ、今回こういった特殊な事情がございまして、また北部の方では、一生懸命管理に

取り組んでいる中で、さまざまな規制がございまして、その中では一斉休漁ですとか、運

搬船等に関する自主的な規制などが含まれております。こういった入口規制の一部が緩和

されていくと、今回の試験ではなかなか分析すること難しかったんですけれども、固定費

の削減ですとか、現時点ではあらわれていない経済的な効果もあらわれてくる可能性は残

されているのかなというふうに考えております。 

 続きまして、資料７に移らせていただきます。北海道で実は大中型まき網漁業におきま

して自主的なＩＱ管理をしております。これについて経緯と結果、実際の状況についてご

説明をさせていただきます。 

 道東沖は、2012年ごろからサバ類ですとかマイワシの漁場形成されるようになりました。

ただ、この海域、長期間操業実績がほとんどなかったため、大中型まき網漁業に配分され

た枠管理を行う全国団体、いわゆる全まきさんのほうから特別に漁獲枠の配分を受けて操

業を本格化させるというような形で進めております。 

 この中で、限られた漁獲枠を多数の漁業者で公平に分ける、公平に利用していくという

ような目的で、自主的な個別割当制度が導入されております。この個別割当制度では、操

業予定船団に対して操業期間の漁獲枠を均等に配分するような仕組みで実施をされており

ます。 

 そういった取組の結果といたしまして、どういった漁業が実現しているのかという点が

８枚目のスライドになるんですけれども。操業期間内であれば各船で自分のタイミングで

着行・離脱ができまして、個別割当制度の利点である自由度の高い漁業が実現されている

というふうに考えております。 

 また、同一企業が保有する船団間ですとか、あるいは地元が同じ船団間といったような

船団間の中で漁獲枠をグループ管理するような仕組みが入れておりまして、これが実は３

つ目のポツになりますけれども、大中型まき網漁は一回の投網で網に入る漁獲物が非常に
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多いので、漁獲枠を限界まで使い切ることは非常に難しいと。ただ、このグループ管理の

仕組みを導入することで、道東沖の漁獲枠については極めて高い消化率を実現するような

ことができているということで。具体例といたしまして、2018年度の道東沖のマイワシの

漁獲枠は、漁獲枠に対して消化率99.88％と非常に高くなっております。 

 こういった結果から、最後の赤字のところなんですけれども、道東の事例は、個別割当

制度を導入しながらグループ管理の仕組みも入れていくということで、漁獲枠を最大限活

用できている事例として参考になるのではないかなというふうに考えております。 

 最後に総括ということで、９番目のスライドに移らせていただきます。将来の大中型ま

き網漁業の事例から見て、ＩＱ管理の活用に向けた方向性ということでまとめさせていた

だいておりますけれども。我が国の大中型まき網漁業では、自主的なＩＱ管理、あるいは

ＩＱ管理とほかの管理手法を組み合わせた管理を実施している複数の事例がございまして、

ＴＡＣを遵守するためのアウトプットコントロールとしては有効に機能していると我々は

考えております。 

 また、大中型まき網漁業のケースでは、関係漁業者が協議を重ね、操業実態に合わせた

ルールづくり、この中にはＩＱ方式を含むわけですけれども、それによりまして柔軟な対

応が図られていると。限られた漁獲枠を最大限に活用するための工夫といったものについ

ては、今後我が国でＩＱ管理を進めていく上で大変参考になるのではないかなというふう

に考えております。 

 また、経済的な効果につきましては、資源とか漁業とか流通の実態によりまして、理論

上期待された効果があらわれないというようなケースもあり得るため、ケースバイケース

なのかなというふうに考えております。もっとも、ＩＱ管理の導入が進む中で、既存の入

口規制の一部なんかが緩和されていけば、現時点ではあらわれていないような経済的な効

果も見えてくる可能性があるのかなというふうに考えております。 

 また、ＩＱ管理を進めていく上では、買受人といったようないわゆるステークホルダー

の賛同を広く得ていくことも必要なのかなと。そのためには、個々の漁業者への漁獲枠で

すとか、その消化状況、あるいはＩＱ管理にかかる情報についても公的な管理の中では積

極的に開示していくことを検討する必要があるのかなというふうに考えております。 

 以上でご報告を終わらせていただきます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見等ございますれば承ります。どうぞ、学識
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の波積委員、よろしくお願いします。 

○波積委員 ご報告ありがとうございました。 

 私は研究の方面でこれからの漁業は価値を高めて判断するというブランド化についての

研究を進めていて、関サバ、関アジなどですね、よく調査にお伺いしてます。ここでもス

ライドナンバー５のところで、量から質へという価値の意識が浸透しつつあるということ

に非常に大きく賛同しているものなんですが。私がこれまで考えていて、かなりその価値

を高めて販売するということに関して、漁法に既定されるのかなということを考えていま

して、一本釣りとかでしたらかなりそういったところがスムーズにいけるんですが、大中

型まき網に関してより価値を高めて販売していくというそういったことに関して、資源管

理とＩＱ管理というのはよくわかったんですが、そこの価値を高めるという面についての

可能性についてもう少し教えていただけますでしょうか。 

○金子研究員 ありがとうございます、ご質問いただきましてありがとうございます。 

 まさに漁業者の方の意識といたしましては量から質へという意識は出てきているんです

けれども、実際のところ価値を高める取組というのがなかなか漁法に既定されて、まさに

そのとおりだと思います。大中型まき網漁業の場合ですと、実は大型の個体だけを選んで

選択して獲るというのはなかなか難しい漁業の１つだと私考えておりまして、実際にこの

ヒアリングの中でも事前に釣りをするなどといった工夫をして個体サイズを調べた上で操

業をするというような工夫も漁業者の方されておりました。ただ、実際にはやはりそうい

った工夫をされた上でも巻いてみると小型が多いというようなことがございまして、なか

なかできるところ、取組はされているんですけれども、実際の成果として結び付いている

ことばかりではないのかなというふうに考えております。 

 ただ、そのブランド化ということに関してご説明させていただきますと、この北部太平

洋海域のところでは各産地市場の方々ブランド化に非常に市場の方々を中心に取り組んで

おりまして、八戸の前沖サバですとか、あるいは金華サバといったようなブランドサバも

既に確立されております。そういったブランドに見合うような魚を今後うまく揚げていく

ことができれば、漁業者の皆様も、それから産地の皆様も安定したブランド魚を供給する

ことにつながっていくのかな、と。そういう意味ではＩＱ管理といかに陸上の加工処理と

のバランスをマッチングさせていくのかというのは今後の検討課題なのかなというふうに

考えております。 

○田中会長 波積委員、よろしいでしょうか。はい。 
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 合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員 すみません、今のご説明のところで、同じく６ページに品質の向上について

というのが書いてありまして、2013 年にマサバ太平洋系群で卓越年級群が発生して、し

ばらくの間小型魚が群れを占有する状況となり、品質の高い大型魚を漁獲できる機会がな

かったというふうに書いてあります。ＴＡＣを導入する１つの動機づけが、さっき書いて

ありましたように、量から質への転換ができて、結果的にその資源保護にも、それから漁

業者の所得向上にもつながるんだというご説明だったと思うんですが、今聞いたお話のよ

うに、魚を選んで獲れない。事前に釣りをして小型か大型か調べて獲ったりしてるんだけ

ども、なかなかうまくはいかなかったということになると、ＴＡＣを導入した結果、付加

価値の高い漁業を実現することができるという説明そのものが崩れてくると思うんですが。

このあたりはどういうふうに考えればよろしいでしょうか。 

○金子研究員 ご指摘いただいた部分についてご説明をさせていただきます。 

 品質の向上というのはもちろん漁獲物の大型化だけではなくて、いろんな取組ができる

かなというふうに思っております。それで、今回の事例につきましては、もちろん小型魚

が多かったということもそうなんですけれども、やはりそういう入口管理ですとかそうい

ったものが複数実は導入されている背景もございまして、非常に操業していく上で取組が

できる余地というのはなかなか最初の段階で少なかったということもございまして、やは

り品質の向上に向けて実際のところ効果がなかなかあらわれてこなかったというところが

ございます。 

 ＩＱの効果は３つ我々考えておりまして、１つは品質の向上、それからもう一つは操業

コストの削減、それからもう一つは固定費といったようなものが減少していくというよう

なことも考えられるのかなと。そういった中で、ＩＱを導入したからといって全部の効果

が確実にあらわれるというわけではないんですけれども、ものによっては緩和していくこ

とによって今後効果が出てくるというようなものがあり得ると我々考えておりまして、そ

ういった意味では、たまたま北部の太平洋まき網のサバの場合は卓越年級群が大量に発生

してなかなか選択することができなかったというところもありますので、それはケースバ

イケースとかそのときの事情によるのかなと。 

 あとは、獲り方の中では、ノルウェーのケースなんか我々理解しているんですけれども、

ノルウェーの場合は時期を限ったりとかしてクオリティに差をつけてたりとかしてるんで

すね。そういった獲り方については、サイズだけではなくて、他の部分でも品質の向上と
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かにつなげていける余地はあるんだと。ただ、今回の中ではそこの部分十分見えてこなか

ったので、今後陸上でどういったことができるのかというところも含めてあわせて考えて

いく必要があるのかなというふうに考えております。 

○田中会長 合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員 ＴＡＣというかＩＱを導入することで２つの効果があります。１つは、資源

保護がより高度にできる、もう一つは漁業関係者の収入が増えるということでした。後者

の漁業関係者の収入が増えるということは理解できるんですが、資源保護がより有効にで

きるということについては、これは可能性としてはどうなんですか。 

○金子研究員 私ども調査させていただいた段階で非常に感じたのは、皆様資源管理をし

ていく上での意識というのは大分高まっておりまして、特に量で管理するということにな

って、そのＴＡＣを必ず遵守するという意識が非常に皆様強く持たれております。ＴＡＣ

を守る、もちろん当然のことなんですけど、そこに向けて漁業者が自主的な取組をしてい

くという点では自発的な意識を持って取り組んでいくという点では非常にＩＱを入れてい

くということは効果があるのかなというふうに考えております。 

○田中会長 よろしいでしょうか。 

 他に。どうぞ、中島委員。 

○中島委員 すみません、山口県です。 

 まず、ＩＱの割当量と、それから実際の実績、これがいかがだったのか。北海道の方は

九十九点何％でしたかね、出てましたけれども、北まきのほうがどうだったのか。 

 それと、今ちょっとお話がありました固定費の減少が目的だという、その固定費がどう

いうふうな形で減少するかというのがちょっと理解しがたいんですけれども、教えていた

だければ。 

○金子研究員 ありがとうございます。 

 例えば、まず最初の質問なんですけれども、割当量とその実績との関係性。この北部太

平洋の事例ですと、割当量に対して実際の実績というのはそれほど高くはないというふう

に考えております。消化率が高まらない事情というのは北部さんの方では実は様々ＩＱ管

理以外の管理も導入されておりまして、その中では例えば海が時化たときには安全のため

に一斉に休漁するような措置とかを導入されていると、そういったところでその枠は定め

ているんですけれども、必ずしもその時期時期によって全部が使い切れるというわけでは

ないので、そういう意味では消化率については北海道さんと比べますとやや低くなるのか
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なと考えております。 

 それから、固定費については、現在の段階では量的な管理に伴いまして、例えば漁船の

細かい装備の規制とかそういうものが導入されているところですけれども、こういったも

のが今後緩和されていくことになると、例えば運搬船の数ですとかそういった部分が今後

削減できるのではないかなというようなことを考えております。そこは漁業調整との絡み

もありますので、そういったところはあるとは思いますけれども、一応効果としてはそう

いうことを考え得るのではないかなというふうに考えております。 

○田中会長 どうぞ。 

○中島委員 ＩＱの一番の目的というのはやはり素人ながら先ほどから話が出てますよう

に、高い魚を獲ると、その同じ割当ての中で高い魚を獲るというのが大きな目的だろうと

思うんですよね。そういう試験をやられているということで、かなり期待してたんですけ

れども、実績が今低いということで。仮に今後ＩＱよりも実績が上がってくれば、要する

に漁獲がもっともっと獲れますよというような状態になれば、今のような効果というのも

発現してくるのかなと思いますけれども、その辺はいかがですかね。 

○金子研究員 はい、そうですね、割当量に消化率が高まっていくという点はまず１つあ

り得ると思いますし。それから、やはりそれをＩＱで獲ったものを陸上のほうで付加価値

づけしていくような取組があわせていかないとなかなか難しいのかなと。そういう点では

魚を獲る側だけの問題、特に北部の場合ですと大半が加工に回りますので、魚を獲るだけ

ではなくて、いかにそういったニーズに合わせたものを獲っていくのかというようなこと

は逆に言うと考えていかないとなかなか難しいと。そういう意味では陸上加工とそれから

漁業とのマッチングというところはＩＱの効果を高めていく上では今後分析していかない

といけない事案だと考えております。 

○田中会長 よろしいでしょうか。 

 他に。まき網の研究例なのでまき網の岩田委員。 

○岩田委員 岩田でございます。ご報告ありがとうございました。 

 この方向で進めるということでこの中で触れられていますけれども、是非、これは水研

さんにお願いするよりも水産庁さんにお願いということなんですけれども、入口規制の緩

和と同時にＩＱ化を進めていただきたい。ＩＱ導入のときに合わせて自由度の高い操業を

確保しながらこれとセットで進めていただきたい。是非このことを申し上げたいと思いま

す。よろしくお願いします。 
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○田中会長 当然ですよね、そういう要望があったということで承りたいと思います。 

 他にございますでしょうか。 

 上から目線で恐縮ですが、大変よくできた報告だと思います。本当に参考になるところ

たくさんあると思います。 

 恐らくまき網さんであれば、ＩＱじゃなくてＧＱにしてくれという要望はいずれ出てく

るんじゃないかと思います。そのほうが絶対効率的に使えるので。 

 よろしいでしょうか。 

 はい。なければ、本件議題についてはここで閉じさせていただきます。 

 それでは、続きまして、議題６、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第 55 号の一

部改正についてでございます。これも事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局（竹川） 事務局より説明いたします。 

 資料６をご覧ください。本件は日本海・九州西広域漁業調整委員会の指示第 55 号の一

部を改正するものについてご審議いただく内容になっております。 

 具体的な内容につきましては、沿岸クロマグロ漁業の承認に関する委員会指示になって

おりまして、今回当委員会指示の対象魚種を、対象漁業を整理するために今回の改正の審

議をお願いしたいということになっております。 

 具体的な改正点ですけれども、ページをめくっていただいて、新旧表で説明をさせてい

ただきます。２ページ目の下の定義というところの（２）のホをご覧ください。改正点は

まずここのホのところでございまして、特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令のうち、

同条第３項第１号３号若しくは第４号と書いてあるところを、第２号若しくは第３号とい

うふうに改正する内容になっております。これは、もともと第１号にかじき等流し網漁が

入っておりましたが、こちらが届出漁業からいわゆる特定大臣許可漁業のほうに変わりま

したので、こちらが平成 30 年１月に改正しましたので、その改正を反映する形で今回委

員会指示のほうもその点を改正したいというところでございます。 

 もう一点がトというところです。トというところの改正案をご覧ください。こちらに新

たに条文としまして、法第 65 条第１項の規定により道府県知事が定める規則に定める知

事許可漁業のうち、次に掲げる漁業とあります。今こちらの（２）に書いてある漁業です

けれども、これは委員会指示の沿岸クロマグロ漁業の承認が必要ないという漁業の規定に

なっております。これまでこういった都道府県知事の定置網漁業につきましてはこれまで

も除外していたんですけれども、除外していたのがいわゆる漁業権漁業、定置漁業権に基
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づく定置漁業と、それから共同漁業権に基づく定置漁業、こちらを除いてたんですけれど

も、それ以外の都道府県知事の許可に基づく、知事許可に基づく定置漁業というものが除

外されていなかったので、そこを改めて今回整理させていただきました。 

 その結果、各都道府県のいわゆる調整規則の中の漁業をいろいろ調べた結果、ここに書

いてあります小型定置漁業、それから小型定置網漁業、それから、底建網漁業、こちらに

ついても同様に沿岸クロマグロ漁業の承認が必要ないという形での整理をさせていただこ

うと思っております。 

 実態等を申し上げますと、実態は現在もうこれらの漁業については定置漁業の漁獲とい

うことで我々が今やっています太平洋のクロマグロの管理の中では数量報告はしていただ

いておりましたので、実態としては変わりませんけれども、条文上このように整理させて

いただくと、そういったことの内容になっているところでございます。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきましてご質問ご意見あれば承ります。 

 実態に合わせて文言の追加なりをしたという趣旨だと思います。特に中身が変わったと

いうよりは実態に合わせた修正ということだと思いますが。 

 よろしいでしょうか。 

 はい。皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは、ご異議がないということで、本委員会といたしまして原案どおり、日本海・

九州西広域漁業調整委員会指示第55号についての一部改正することで決定したいと思いま

す。ありがとうございます。 

 本件につきまして、先ほどと同様でございますが、今回の委員会指示でございますが、

今後の事務手続上におきまして部分的な修正、文言の修正等があった場合、会長に一任さ

せていただきたいと思います。あわせてご承認いただけますでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、事務局のほうで委員会指示について事務手続を進めさせていただきたいと思

います。 

 それでは、ちょうど休憩の時間ですので、10分間、３時15分まで休憩時間としたいと思

います。よろしくお願いします。 

午後３時０７分 休憩 
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午後３時１６分 再開 

○田中会長 再開します。 

 山口次長にもお越しいただいております。 

 続きまして、議題の（７）太平洋クロマグロの資源管理について、事務局より説明をお

願いいたします。 

○事務局（竹川） それでは、議題の（７）について説明いたします。 

 資料の７番を使って説明させていただきます。説明の順といたしましては、第４管理期

間、平成30年度漁期の今の状況についてのご説明と来漁期、平成31年度漁期についての今

の取り組みをどういうふうにしていくかというところの説明を順にしていこうと思います。 

 まず、ページは、スライドの右下に番号がありますので、スライド番号の17番からご覧

ください。 

 こちらに国内の第４管理期間の漁獲の状況についてまとめさせていただいております。 

 17番のスライドが大臣管理漁業についての結果になっておりまして、大臣管理漁業は既

に12月をもって終了しております。結果としましては、30キロ未満の小型魚ですけれども、

全体で68.1％の消化で終わっております。また、大型魚につきましては、98.0％と高い消

化で終わっているところでございます。 

 そして、沿岸漁業の消化状況ですけれども、ページをめくっていただきまして、次のス

ライド番号の18番をご覧ください。 

 こちらは２月14日時点の漁獲の実績になっております。沿岸漁業の管理は３月末までと

なっておりますので、今月末までが管理期間となっております。２月時点の消化状況です

けれども小型魚については51.7％、そして大型魚につきましては48.3％という漁獲の状況

になっております。 

 都道府県別に見ますと次のページの20番と21番のスライドを見ていただくとわかると思

います。 

 この表の見方ですが、黄色くなっているところが７割以上の漁獲の消化が進んでいると

いうところの表示になっております。地域によって進んでいるところもあれば、まだ消化

が進んでないところもあります。 

 また、３月、それから漁期が終わった段階で水産庁のほうで公表させていただく予定で

す。 

 それと第４管理期間ですけれども、この管理期間中に前回も少しお話をしましたが、配
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分量の融通というところを進めてまいりました。 

 前に戻っていただきまして、19番のスライドをご覧ください。 

 先ほどのように、都道府県でやはり漁獲枠の消化状況が違いますので、その枠の消化が

進んでない県から消化が進んでいる県、こういったところに枠を融通するというところを

進めることをやっておりまして、平成31年２月６日付で、この19番のスライドのように幾

つかの都道府県において、枠の融通が成立しております。 

 まず、①の小型魚同士の融通も、これは今期の枠を来期の枠と交換して漁獲をするとい

う交換をしております。第４管理期間、福島と宮城県から合計9.1トンを千葉県に渡すこ

とが決まりまして、来期は千葉県からこの２件に9.1トンを渡すという形での枠の融通が

成立しております。 

 また、その下は、大型魚と小型魚、その融通という仕組みになっておりまして、長崎が

3.1トンの小型魚を千葉と福岡に渡しまして、千葉と福岡から長崎が大型魚をもらうとい

うような形の融通が成立しております。この他に、この資料には間に合いませんでしたけ

れども、今週、北海道から複数の県に対して、大型魚の譲渡という形で、枠を融通するこ

とが決まっております。こちらについては水産庁のホームページでも公表させていただい

ているところでございます。 

 以上が第４管理期間の現状でございます。 

 そして、来期の管理については次の22番のスライドからご説明してまいります。 

 まず、23番のスライドが、こちらが全体の漁獲の枠の配分になっております。こちらに

つきましては、昨年12月に水産政策審議会の審議を経まして、公表させていただいている、

そういった配分量になっております。また、この配分量は水産政策審議会の下につくった

くろまぐろ部会での議論を基に配分を決定させていただいているところでございます。 

 ページをめくっていただきますと、次の24番が都道府県別の配分量ということになって

おります。 

 なお、第５管理期間なんですけれども、先ほども申し上げたように、やはり都道府県に

よっては消化が進んでない県もあれば、逆に非常に来遊が多くて放流している都道府県も

あり、こういった状況があってしかもそういった状況の中で、全体の消化率が低いという

ような状況もございます。こういったところを改善するために、先ほど申し上げましたく

ろまぐろ部会では、配分量の融通を促進するようなルールをつくるべきだと、そういった

議論がありまして、第５管理期間からは配分の融通のルールを策定して運営していくこと
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になっております。 

 どのような考え方で行うかというのが、次の26番のスライドからになります。 

 この配分量の融通を円滑化するためのルールとしまして、まず基本原則としましては、

季節や地域ごとの偏りが大きいクロマグロの来遊に即して、円滑な漁獲管理と漁獲可能量

の有効利用を促す、こういったものがまず融通の取り組みだということを定義しまして、

この融通につきましては、融通を行う者同士の合意を前提として、等量交換、同じ数量の

交換、不等量交換、そして譲渡のいずれも許容する形で行うという形の原則にしたいと思

っております。 

 また、この形態ですけれども、先ほど第４管理期間もやりましたけれども、小型魚と大

型魚の交換。それから、今期と来期の交換。そして最後に北海道の事例を示しましたが、

譲渡、枠の譲渡という形によって行うことといたします。 

 そして、またこの融通ですけれども、上限値を設定しまして、しかも融通した後はしっ

かりその融通後の数量を遵守すると、こういったところを明示していきます。 

 そして、５点目ですけれども、これはよく言われますけれども、融通した後に、突発的

に来遊が来た場合は、逆に枠を超過するわけなので、そういった場合はリスクがあるため

に融通ができないというご意見がございましたので、他の都道府県等に融通したことで配

分量が減少した後に、突発的な来遊で配分量が超過するリスクが生じた場合は、国の留保

を放出して対応するということにいたします。これが融通の基本的な大きな原則にしたい

というふうに考えております。 

 具体的なイメージは、その下の27番のスライドにございます。 

 まず、融通ですけれども、都道府県間、それから大臣管理漁業、まず融通をしっかりや

っていただき、この大臣管理と知事管理の間は水産庁が仲介をして融通を行う形にしたい

と思っております。 

 次の28番のスライドが、具体的な手続です。絵を見ながら簡単に説明します。 

 なかなか当事者間だけでは進まないというところもございますので、まず今期から始め

ますのは、都道府県に対して水産庁がまず要望調査をかけさせていただきます。その要望

調査の結果を水産庁が取りまとめて、要望のある県にお返しをして、どういったニーズが

あるのかという情報共有します。その後、都道府県間の当事者間でまず枠の融通について

協議をしていただく。 

 整った場合は計画などを変更していただいて、実際に融通を行う。これがなかなかうま
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くいかないというときに、特に大臣管理漁業に対して融通してほしいという要請があった

場合は、国のほうで調整をしていく。こういった形で進めていこうというところでござい

ます。 

 そして、最後に29番にありました融通した側が配分量を超過した場合の救済措置につき

ましては、先ほど言いましたように、下の絵にありますように他県に枠を融通した後に、

突発的にマグロが来た場合は、国の留保から一時的に補てんするというか融通させていた

だきまして、翌管理期間からそこを返してもらうような形を考えたいと思っております。 

 こういった制度を使って、第５管理期間は枠の融通を促進して、有効活用を図っていく

ということを考えていきたいと思っております。 

 最後に、30番のスライドをご紹介いたします。 

 前のほうのスライドとも関係しますが、昨年の12月のＷＣＰＦＣの年次会合におきまし

て、２つの事項について議論されまして、そちらの資源管理措置が決まっております。 

 １つは増枠については、今回は増枠はならないという形で、来年度またそこについて話

をしていくということがあります。 

 もう一点決まったルールがありまして、それは繰越しのルールです。昨年度のＷＣＰＦ

Ｃの年次会合で決まった繰越しのルールとは、使わなかった数量の５％を上限に翌年繰越

しができるということになっております。ただ、この措置は第５管理期間の獲り残しから

活用されるということなので、これから始まる沿岸漁業は４月から始まる管理期間の獲り

残しから５％が繰り越せることになります。 

 そのルールを国外ではどのようにしていくかというのが、30番のスライドになっており

ます。ここにありますように、基本的には各都道府県の配分量の５％を上限に繰越しがで

きるというルールにいたします。そのため、例えばこの下の絵のＡ県とありますけれども、

200トンの枠に対して、10トン以上とり残しても繰り越せるのは10トンまで。それ以上の

ものは繰り越せませんという形にしています。 

なるべく獲り残さずに、各県とも消化を目指して県内で枠を融通しながら取り組んで

ほしいというところもございますので、こういったルールで第５管理期間はさせていただ

こうと思っております。 

 長くなりましたが、以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等があれば承ります。 
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○山内委員 この融通ルールに関しての質問をしたいと思います。 

 沖縄県は４月１日からＴＡＣ管理の期間がスタートしたと同時に漁期が始まります。漁

期が始まって終わるのは来年の３月末までです。すると漁期が始まった途端に融通してく

ださいと、沖縄県からの要望があった場合、そういう場合は対応できるのかどうか。その

考えがあるかどうかちょっと質問をさせていただきたいと思います。 

○田中会長 どうぞ。 

○事務局（竹川） この融通をするときには当然相手がいるわけでございまして、当然相

手の漁期との関連性というのが出てきます。今、仰ったように漁期の一番初めはおそらく

どこの都道府県でも、今後どういう漁獲が見込まれるか予測をたてるのが難しいので融通

を進めるのが難しいのかなというところは、今も感じているところではあります。 

 今回、交換という形をつくったのは、例えば大型が欲しいときに、小型を少し出して、

沖縄の場合小型がなかなかないので難しいですけれども、そういった形で交換という形で

あれば、少し進むのではないかということで今回入れさせていただいています。 

 仮にこれが譲渡だけとなってしまうと、なかなか余らないと人に渡す機会しか出てこな

いので、後半しか発生しないかもしれませんが、そういったことがないように、交換とい

うところもなるべく推進したいというのが今の考え方になっております。 

○山内委員 わかりました。 

 となるとですね、沖縄県に第５管理期間、知事管理に割り当てられている数量というの

は127.2トンですが、県の留保枠を差し引くと実質115トンしかないです。まだ第４管理期

間はあと２週間ほど残っているんですが、現時点で沖縄県の知事管理が漁獲した数量とい

うのは約192トンぐらい、全然足りないです。 

 ですので、第５管理期間においては、放流せざるを得ないというのが我々の見立てです。

去年は大臣管理のほうで約140本のクロマグロを放流しましたけれども、今年は知事管理

の方でもこれをやらざるを得ない状況が明らかであるということですので、ぜひ沖縄県何

とかして救済してほしいなと。 

 恐らく５月中か末までもつかなと、この115トンがです。非常に危機感を抱いています。

これを解決するにはもう増枠しかないと思うんですが、今年はそれがないということです

ので、何とか救済方法を一緒になって考えていただけないだろうかというのが１つの要望

としてあります。 

○田中会長 今、山内委員のほうから要望がありましたけれども、これは水産庁だけでは
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なくて、他県の委員さんにも、知事さんにもお願いしないとできないことかと思うんです

けれども、課長補佐からコメントはございますか。 

○事務局（竹川） この融通のルールですけれども、委員が言われるように、来遊の年に

よってデコボコがある中で枠が余るところと出てくるのが、やはり管理の難しいところな

のかなと思っております。 

 今度、４月から始まる漁期でまた沖縄でどういう漁獲になるかというのは始まってみて、

いろいろ出てくるとは思いますが、数量管理はやはり今の枠をまず守っていただくのが基

本ではあります。ただし、先ほど言ったような融通ルールについても毎年いろいろな意見

をお聞きしながら、改善を加えていきたいと思っておりますので、そういった中で、今の

ようなご意見、ご要望といったところを解決できないかというところは、引き続き取り組

んでいきたいとは思います。 

○山内委員 何か非常に苦しい答弁のように聞こえますけれども、資源が回復している状

況があるというのは、大臣管理のほうでも明らかに数字で出ています。３月の大臣管理に

おける大型魚の漁獲は３月８日時点で約100トンあがっています。この100トンという数字

は去年は５月の８日ごろに115トンくらいでした。あと２カ月以上も先の数字だったんで

すね、100トン超えというのは。 

 それが２カ月でほぼ100トンくらいあがっているという実態があります。ですので、ク

ロマグロの資源については明らかに増えている、回復していると、そういうことがちょっ

と考えられておりますので、知事管理においても恐らく115トンはあっと言う間に超過す

るだろうと。 

 ですので、何とかシーズン初めでその融通してもらえるものが、県がいないかもしれな

いですけれども、何らかの方法で手当できないものかどうかをちょっとお願いしたいなと

思っています。 

○田中会長 中課長。 

○中課長 そういう要望もあると思いますので、ただ４月、５月というのはなかなか出て

くるのは難しいと思いますけれども、時間が経過するにしたがって、そういう可能性とい

うのもありますので、そういったものについて我々として交換の部分も含めて、情報収集

をして可能性については追及していきたいと考えています。 

 一方で、やはり資源管理では数量を各県にぎりぎり割り当てて管理をやっているもので

ございますので、先ほど竹川からも申し上げましたけれども、やはり守ってもらうという



－38－ 

のが基本で、他の県も苦しい中必死で守っていただいていますので、もう上乗せありきと

いうのではなく、スタートの段階からきちんと計画的に枠を消化していただくように、そ

こは踏ん張っていただきたいというところでございます。 

○田中会長 中課長、ありがとうございました。 

 ということで、昨年のクロマグロの枠の分け方の中で、結局、国の留保枠をほとんど放

出してしまったので、例えばもし国が１割なり何割か留保を持っていれば、漁期の初めに

貸して、他は足りないところから回収して、国がやり繰りできる可能性があったんですが、

それは今はないです。ほぼ皆さんに分けてしまったので、ちょっと今の段階では難しいの

ではないかと。各県とも守っていただくか、他県から融通していただくかという状況にな

ているんだと思います。 

○山内委員 わかりました。 

 できるだけ頑張ります。踏ん張ります。しかし、ぜひ４月、５月の水揚げ、漁獲量に関

しては我々と密に連絡をとって、もしどこそこの県の融通が、可能性があるとしたらすぐ

情報を提供していただきたいと思います。ぜひ寄り添って、沖縄県の漁期を見守ってほし

いと思っておりますので、お願いいたします。 

○田中会長 要望があったということを承っておきたいと思います。 

 他に。 

 どうぞ。 

○網谷委員 富山県ですが、富山県はマグロに関してはほとんど定置網で、大体全体の90

何パーセントまで定置網で漁獲されております。 

 それで、まだ100パーセントには至らん状態になっているんですが、ほとんど最近にな

って、今年はどういうわけか２月、３月のマグロは大体８キロ、10キロくらいのマグロが

結構いまして、定置網の業者は全量放流というような、まだ枠があるわけなんですが、や

はり一経営体に許すと、全部が獲ってくるということで、全量放流ということで、今、本

当に辛い思いをしております。 

 その中で、こういう融通ということをやっぱりどの時点で水産庁にお願いして、他の余

っている県からいただけるのかなと。富山県の場合は、早い時期は10月、11月のころはほ

とんど小さい定置網でも１キロ未満のマグロがほとんどということで、翌年のそういう１

キロ未満のマグロを獲らない。そこで例えば10トン減らして、今この大きくなったものを

10トン獲るというようなことを同じ県でもそういう融通をするということが可能なのかど
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うかということで、やっぱり私は一応こういう漁業者の代表をしているものですから、見

るにしのびない状況になっているということをまずご認識していただきたいなというふう

に思います。 

○田中会長 網谷委員のほうから質問というか要望がありましたけれども、時期について

はどういう、調整の時期です。お願いしたいと思います。 

○事務局（竹川） 資料の28番のスライドをご覧ください。 

 要望調査をかけようと思っている時期は漁期が始まる前の、例年は２月にしようと思っ

ていますが、今年は３月という形でやろうと考えています。漁期の始まる前に１回要望調

査をまずかけたいと。そして、漁期の半分終わった９月が終わりますから、半期が終わっ

た時点で要望調査をかけたいと。そして、12月の漁期が終わった後の１月にも要望調査を

かけたいと思っています。少なくとも３回は水産庁のほうから各都道府県に対しての要望

の聞き取りをしたいと考えています。 

 やはりタイミングが地域によって違うものですから、そういったものを考えると、途中

でやるよりもこういった一定の期間をおいてやったほうがいいのかなというのが今回の狙

いでございます。 

 そしてまた、ここで今我々が示しているのは、都道府県を超えた融通のお話ですけれど

も、当然都道府県の中でもうまく枠を使っていただいて、都道府県の消化率を上げていた

だきたいというのが我々の思いです。 

 細かく配分してしまうと、やはり県の中でも他の人に渡すのがというところがあるのか

もしれませんけれども、皆さん、各都道府県、特に定置網の方は苦しんでいるというのは

よくよく私も承知していますので、そういった枠をうまく使うためにも県庁とも連携して、

融通を県内でも是非お願いしたいと思っております。 

○田中会長 よろしいでしょうか。 

○網谷委員 今、言われたとおりでございまして、富山の場合は、県の年間の水揚げ量を

漁協ごとに配分したということで、それが大きな失敗だったかなというふうに思っており

ます。やはり定置の場合は、その年、年で獲れるものも違ってくるということで、やっぱ

り基準年の水揚げが多い年、多い漁協については今も枠が多く与えられているわけで、そ

ういうことでは富山県のような小さい、海岸線が100キロもないわけでございますので、

県内での不公平がないような形で、もう一度再構築しなくてはならないかなと思っており

ます。 
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○田中会長 ありがとうございました。 

 おそらく定置で融通する場合には、毎日、モニタリングして、漁獲量を観察していて、

そうしないと年間の県の中でいつ枠に達したかというのがわからないので、連携する場合

には迅速な漁獲の集計体制というのが必ず必要になってくると思います。 

 そうしませんと、ふたを開けてみたらオーバーしていたとか、全く足りなかったという

ことになってしまうので、ある程度リアルタイムでそういうデータを修正する仕組みがな

いと、うまくできないので、その点も含めて、県の中でご相談していただきたいというふ

うには思いますけれども。 

○田中会長 中島委員。 

○中島委員 山口県も定置、今年も数千匹のマグロを逃がしたという話を聞いております。

どこも多分苦労していると思います。そのことを申し上げた上で、ちょっとお尋ねしたい

のが、今、各都道府県に例えば小型魚の割り当てであれば、第１四半期から基準を変えず

に第１管理期間から第５管理期間まで、基本的にはもともとの基準を変えずにずっと来て

いるわけです。 

 今後、この融通といいますか、例えばＢ県からＡ県に毎年10トンずつ融通する、片務的

に。そうなると、Ａ県のほうは毎年10トンの水揚げがあがっちゃうわけです。Ｂ県のほう

は10トン下がる。基本的な考え方が変わらないのであればいいですけれども、当然漁海況

なりの影響によりまして、数年先には基本的に各県の割り当てを変えることもあるのかな

と。そういうこともあるのかなと思っています。 

 そのときに融通した分の実績をどういうふうに考えるのか、実績として考えるのか。そ

れともそれは枠の融通分ですから考えませんよということになるのか、その辺のお考えを

お聞きしたいと思います。 

○田中会長 竹川課長補佐。 

○事務局（竹川） 我々の問題意識も同じところにございまして、実はその件も都道府県

の担当者会議でもいろいろ議論しているところです。この融通をした者を実績にカウント

するかしないかと非常に重要でして、例えば融通したら、もらったほうの実績にはなるけ

れども、あげたほうの実績にならないとしてしまうと、誰も融通しなくなってしまいます。 

 そういうふうなことで固定化しないように、現時点では融通したものを実績にカウント

するかどうかというのは、特段決めてはいないという状況であります。 

 今も平成22-24年の実績をもとに小型魚を配分しておりますが、それ以降のデータを使
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おうと思うと、当然皆さんご存じのとおり、操業自粛だったり、いろいろなことをこの数

年間している中の実績が果たして実際の来遊や漁獲を反映しているかというところが非常

に難しいところがあるので、今後、当然配分量は見直すということは当然あり得ると思っ

ていますが、その見直し方については、もう少し議論が必要なのかなと思っています。 

 これは先ほども言いましたくろまぐろ部会の中でもいろいろと議論された内容ですので、

引き続きもう少し議論をして、どういった配分が今後いいのかというのは考えていきたい

と思っています。 

○中島委員 是非、守ったところが損をしないというか、そこの精神だけは忘れずに取り

かかっていただきたいと、そういうふうに思います。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 正直者が損をしないようにということですね。その大原則は守っていきたいというふう

に思います。 

 他にございますでしょうか。 

 加藤さん。 

○加藤委員 山形海区の加藤です。 

 さっきの話に戻るんですけれども、同一県内で大型魚、小型魚の融通というのはあり得

るのではないかという話がありましたけれども、あり得るんですか。それをやっちゃうと、

大型魚や小型魚の総枠が変わってしまうんじゃないですか。ちょっと私、さっき簡単にで

きそうな回答があったんですけれども、あれ、どうやってやるのかなとちょっと疑問に思

ったものですから、ちょっと質問なんですが。 

○田中会長 これは、竹川課長。 

○事務局（竹川） 県内の総枠を変えるというのは簡単にできません。仰るとおりです。 

 県内で､例えばＡ漁協さんに小型魚１トン、大型魚５トン。Ｂ漁協さんに小型魚５トン、

大型魚１トンとあった場合に、漁協間で交換しようかという話はできますというお話です。 

 もう一方、大型から小型はできないですけれども、小型から大型へ転換することは、Ｗ

ＣＰＦＣ上は認められているので、それは漁期の初めであれば、我々のほうで要望調査を

しますので、その中で、小型から大型に転換する要望があればできます。 

 ただ、漁期中に簡単に県の中の小型と大型を増減することはできないということはお伝

えしておきます。 

○田中会長 加藤委員、よろしいでしょうか。 
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 ２点目は大事な点で、漁期の中間で変えるのはＷＣＰＦＣで禁止されているので、最初

に交換しますと宣言してやるのはいいけれども、獲れたから変えるというのはだめですと

いうことになっていますので、その点はご承知おきください。 

 山内委員。 

○山内委員 もう一点だけ質問させてください。 

 漁獲枠については直近の３年の実績に基づいて配分するということになっているんです

が、直近の３年より今実際行っている管理期間の実績なども考慮するというお考えはない

のかどうか。できるのかできないのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○田中会長 これは竹川課長補佐。 

○事務局（竹川） 恐らく山内委員が言われるのは、第３管理期間の実績を今回の、特に

大型魚の配分に活かしてほしいということだと思います。 

 なるべく今回の大型魚の漁獲枠の配分につきましては、直近の実績を使おうということ

で、第５管理期間を４月から３月の管理期間なので、直近の４月から３月の３年間の実績

をベースに配分させていただいています。 

 その結果、沖縄は平成30年の４月から６月に非常に漁獲があったので、それが今回使わ

れずに配分されたというところが沖縄の方からの要望として私も承っているところです。 

 ただ、今回のどこの期間を設定するかというところも含めて、くろまぐろ部会でもいろ

いろ議論をして、そこはやはり管理期間と同じ期間の直近を使うほうが妥当ではないかと

いうところで、決めさせていただいたところもあります。確かに最近の来遊のことをうま

く反映してほしいということであれば、今の山内委員が言われるように、一番最近のデー

タをどのように加味できないかという話があるのかと思います。今後の来遊状況も当然い

ろいろありますので、決してこの数量で永遠と変わらないというわけではございませんの

で、状況などを勘案して、引き続き配分の基準については考えていきたいと思っています。 

○田中会長 将来、改善の余地はあるというお返事だったと思います。 

 よろしいでしょうか。 

○山内委員 ありがとうございました。 

○田中会長 他にございますでしょうか。 

 特になければ、本議題はこれで閉じさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、議題（８）平成31年度資源管理関係予算について、事務局より
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ご説明をお願いいたします。 

○岩本室長 資源管理推進室長の岩本でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料８をお願いいします。 

 平成31年度水産予算概算決定の主要事項ということでございまして、水産改革を支持し

ていくということで、3,000億を超える予算を現在計上させていただいてございます。 

 補正は２月に成立をいただいてございますが、31年の当初予算は現在国会審議中という

ことでございますが、概要のほうを説明させていただきたいと思います。 

 １枚おめくりいただきたいと思います。各事業ごとに説明させていただきます。 

 まず、１枚おめくりいただいたところ、水産資源調査評価推進事業というものでござい

ます。 

 水産改革でも、資源管理システムの構築ということで掲げさせていただいておりますが、

基本となります資源調査評価の部分を国際的に見ても遜色のない部分にしようということ

で、調査費用についても増額させていただいてございます。 

 これを強化することによりまして、国際水準資源評価を実施して、資源評価対象魚種の

拡大を推進していくということでございます。 

 政策目標としましては、平成30年度50種を将来的には平成35度までに200種程度に拡大

していくという目標を掲げてございます。 

 続きまして、資源管理導入円滑化等推進事業でございます。 

 一番上の枠の中でございますけれども、今回資源管理システム、新しいものを導入して

いく中で、場合によっては源泉、給料措置、そういったものが必要な場合に備えまして、

予算のほうを確保させていただいているということでございます。 

 事業の内容の１つ目が、今申し上げました源泉、給料、そういったものの支援というも

のになりますけれども、それ以外にも加工業者さんに対しても原料転換に伴う機器整備で

すとか、原料調達等にかかる経費、かかり増し経費、こういったものを支援していくとい

う内容となっております。 

 続いて、漁業経営安定対策ということでございます。 

 こちらにつきましては、平成23年から漁業共済・積立ぷらすを活用した収入安定対策事

業というものを継続してやっていくということで、予算のほうを計上させていただいてい

るところでございます。 

 あわせまして、この中で、漁業経営のセーフティネット構築事業というものも、燃料価
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格等の高騰に対応するような形で交付をしたいと考えてございます。 

 続いて、スマート水産業推進事業というものでございます。 

 この事業の中身については、操業、漁場環境データ等、事業のイメージ、下の図にあり

ます事業のイメージにありますように、さまざまなデータをフル活用して資源評価の高度

化を図る体制を整備しようというものでございまして、今後、新しい資源管理システムを

実際に実施していく中で、適切な数量管理の実現につなげていくというふうな予算となっ

てございます。 

 次に、ＥＥＺ内資源・漁獲管理体制強化事業というものでございます。 

 こちらにつきましては、現状のＴＡＣの魚種の漁獲情報の収集、またそのシステムの維

持管理を行うための予算でございますとか、先ほどクロマグロのところでもご説明しまし

たが、定置網に大型マグロ、小型のマグロ、こういった漁獲抑制等にかかる技術開発の予

算、また、クロマグロの数量管理を行っていく上で、必要となるような指導体制を整備す

るような予算、そういったものをこの中で計上させていただいているというところでござ

います。 

 以上、簡単ではございますが、ご紹介させていただきました。 

 なお、各事業につきましては、それぞれのページの右下のところに問い合わせ先という

ものがございますので、また詳細等、そちらのほうにもあわせてご連絡をいただければと

思います。 

 説明は以上となります。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等あれば承ります。 

 これが先ほど長官が予算を大分頑張って増やしたという内容になろうかと思います。予

算が増えるのはいいことだということで、特段ご意見がないということでよろしいでしょ

うか。ありがとうございました。 

 それでは、この議題はここで閉じさせていただきます。ありがとうございました。 

 それでは、続きまして議題の９、水産政策の改革についてです。この内容につきまして

は、これまでも水産庁から当委員会で報告いただいていたところでございますが、今回も

最新の状況につきまして、ご説明いただきたいというふうに思います。 

 それでは、水産庁の担当より、よろしくお願いいたします。 

○矢花参事官 こんにちは。水産庁参事官の矢花でございます。お時間いただきまして説
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明をさせていただきたいと思います。座って説明をさせていただきます。 

 一番最初にパンフレットが入ってございます。現在の状況ということでございますけれ

ども、昨年12月に法律が成立・公布されまして、施行は２年以内ということで、来年末ま

での間に、これは具体的には政令のほうでいつ施行というのを決めてまいりますけれども、

それに向けて今、政省令ですとか運用通知の中身の作業を都道府県の担当者等から意見を

聞きながら進めている。 

 それと並行いたしまして、今、ここのお集まりの皆様も含めて関係の漁業団体の皆様に

非常にご協力いただきまして、１月から説明会を開催をさせていただいております。各県

域ですとか、あるいは場合によっては本当に漁協、浜のほうまで直接行かせていただいて、

このパンフレットを中心に説明をさせていただいているというところでございます。 

 この説明につきましては、現在、法律の改正の中身をしっかりご理解いただくというこ

とを、浜の漁業者の皆様まで周知をさせていただくということをやっておりますが、今後、

政省令ですとか運用の中身、今、ご意見もいただいておりますが、そういうものを反映し

て方向性、あるいはたたき台というものをつくりながら、それをお示ししながらまた意見

をいただくというふうにして進めていきたいと思っております。 

 説明会に関してはご要請いただいたところには、年度明けの４月以降もお伺いしたいと

思いますので、引き続きお願いいたします。 

 本日はいただいたお時間の中で、少し確認的に説明をさせていただきたいと思っており

ます。パンフレットのほうはご参考ということで横に置いていただいて、資料の９－２と

いうことで縦書き、ちょっと細かい字で恐縮でございます。資料の９－２、この中に、こ

れは説明会でも使用させていただいておるんですけれども、何度かもうお話も、知ってい

るよというところもあるかもしれませんが、特に資源管理に関する制度のところを、今日

はちょっとお時間をいただいて説明をさせていただきたいと思います。 

 文字ばかりで恐縮です。31ページ、右下に31ページと書いたところでございます。法律

の概要でございます。これは確認的に、説明をさせていただきますけれども、今回、資源

管理、従来ＴＡＣで規定していた部分も漁業法のほうに取り込んだ形になってございます。

31ページの法律の内容です、第２、水産資源の保存及び管理というところ、ここが今後の

新しい資源管理を進めていく上での基本的な制度を定めた部分になってございます。 

 第１として、資源管理の基本原則を法律に掲げてございます。（１）は水産資源の保

存・管理は漁獲可能量による管理を行うことを基本としつつ、必要な場合には漁獲可能量
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による管理以外の手法による管理をあわせて行うということで、いわゆる漁獲可能量によ

る管理、ＴＡＣ、数量管理、これを基本としつつ、それだけではカバーし切れませんので、

それ以外の方法を組み合わせて行っていくということを法律に明記をしたところでござい

ます。 

 このＴＡＣ、いわゆる数量管理のところ、（２）でございますけれども、漁獲可能量に

よる管理は、管理区分ごとに漁獲可能量、ＴＡＣを配分して、その可能量を超えないよう

に管理を行うということで、管理区分という概念を提示をしてございます。ここだけちょ

っと21ページに戻っていただいて、管理区分という概念で今回、整理をしてございます。

大きな文字で21ページと書いたところに戻っていただきますと、下の欄でございます。タ

イトル、資源管理⑤ということで、今後の数量管理の流れというふうにしてございます。

今後の数量管理の基本的な考え方としては、上から流れていきますけれども、０、資源管

理目標を設定いたしまして、管理区分を設定をすると。この管理区分というのが単に魚種

系群ということだけではなくて、ここではＡ魚種ということで書いてございますけれども、

Ａ魚種について大臣管理と知事管理に分かれてくるわけでございます。大臣管理の中でも

採捕の種類、赤く囲んでいるところでいきますと、大中型まき網という種類のもとで採捕

の水域はＡ水域について、また採捕にかかる期間も定めるということで、この種類、水域、

期間という形で細分化したものが管理区分ということになるわけでございます。 

 こういう単位で、２にありますように管理手法を決めていくということで、この場合で

すと大中型まき網、Ａ水域については漁獲割当て、いわゆるＩＱ、個別割当てをしていく。 

 お隣の大中まきのＢ水域では、これは漁獲量の合計ということで総量管理を行うという

ような、従来よりもより細かい区分、管理区分というものを定めて、その管理区分ごとに

管理の手法を定められる、こういった仕組みをとっているわけでございます。ですので、

特にＩＱの場合、準備が整ったものからということになるわけでございますけれども、１

つの魚種について全てそろうということではなくて、このように細分化することで対応可

能なところが出てくれば、そこについてはＩＱであればＩＱというものを導入し、そのほ

かのところは総量管理でやっていくという、組み合わせができるというイメージでござい

ます。 

 管理区分という新しい考え方を出しているものですから、少し細かく説明をさせていた

だきました。 

 また、法律のほうに戻って、今度は32ページでございます。基本原則の続きでございま
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して（３）、漁獲量の管理、数量管理については今申し上げましたそれぞれの管理区分に

おいて採捕しようとするものに対して、船舶等ごとに管理区分にかかる漁獲可能量の範囲

内で採捕できる数量を割り当てる漁獲割当て、これは個別割当て、いわゆるＩＱでござい

ます。これを基本とするというふうにしてございます。 

 ただし、（４）にありますように、こういったＩＱを行う準備の整っていない管理区分

におきましては、総量管理をすることによって管理をしていくと。 

 （５）は総量管理の中で漁獲努力量、作業量でもって総量の管理を行うという手法もと

れるようにするということが書いてございます。 

 具体的な資源管理については、２以下になりますけれども、まず資源の調査、それに基

づきます評価をやるということで、これも今回、先ほど長官のお話もありましたけれども、

（１）ですが、大臣が海洋環境の情報ですとか資源の生息成育状況、採捕、漁ろうの実績、

そういった情報を収集するための資源調査を行うということでございます。その調査に当

たってもいろんな観測機器ですとか、最新の技術も活用して効率的にやっていくと。 

 （２）はこの資源調査の結果に基づいて科学的知見を踏まえて評価を実施するというこ

ととしております。 

 これに基づきまして３でございます資源管理の基本方針ということで、農林水産大臣が

資源評価を踏まえて資源管理に関する基本方針を定めるということにしてございます。こ

の資源管理基本方針を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聞いて定めるとい

うことで、この基本方針にどういうことを定めるのかということも法律で項目を掲げてご

ざいます。 

 基本的な事項を書くとともに、②でございますけれども、資源管理の目標ということで、

これは２つの目標ということになります。１つは目標管理基準、いわゆる最大持続生産量

を実現するために維持、回復させるべき目標。それとイのほうは限界管理基準と名づけて

おりますけれども、資源水準が低下をして最大持続生産量の実現が著しく困難になる、そ

ういったことを未然に防止する。資源状態が非常に悪いというようなイメージでございま

すけれども、この値を下回った場合には、きちっと計画を立てて回復をさせていくという

基準を、値を定めるということでございます。 

 方針の中の③でございますが、特定水産資源、いわゆるＴＡＣ対象魚種ごとの大臣管理

区分や都道府県への配分の基準。それから④には、それぞれの管理の手法に関する事項と

いうことを定めていくこととしております。 
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 あわせまして（２）は、国際的な枠組みにおいて行われた資源評価、こういったものに

ついても考慮して定めていくこととしております。 

 （３）ですが、知事については国の定める基本方針に即して、都道府県において資源管

理を行うための方針を定めるということでございます。それを定める際には海区漁業調整

委員会の意見を聞いて定めるということでございます。 

 ４は漁獲可能量による管理ということで、この基本方針に即して特定水産資源ごと、あ

るいは管理年度ごとに、漁獲可能量、ＴＡＣの数字を、それとその内訳として各都道府県、

大臣管理区分に配分する数量を定める。知事は配分量について知事管理区分ごとに管理す

る数量を定めると。採捕したものはそれぞれ、大臣管理区分については大臣、知事管理区

部については知事に報告ということにあるわけでございます。 

 新たに、この５番ですが、漁獲割り当て、いわゆる個別割り当てに関する漁獲量の管理

の仕組みを法律で規定をしてございます。 

 （１）でございますけれども、この漁獲割り当てによる漁獲量の管理を行う管理区分、

先ほど出てきました個別割り当てをやる管理区分でございます。これにおいて、割り当て

の対象になる特定水産資源を採捕しようとする者は、割り当ての割合を設定をする枠をも

らうという感じですけれども、これは申請によって設定を求めるということになります。 

 （２）は大臣、知事が実績等を考慮して割当割合を設定するということで、これは省令

で考慮事項を定めてまいるわけでございますが、基準を定めまして、これに従って割当割

合の設定を行うと。この要するに割当割合を設定された者に対して、管理年度ごとに年次、

その年に獲れる漁獲の割当量を設定していくということになるわけでございます。小さく

括弧で星印を書いてございますけれども、実際に割り当てられる数量、年次漁獲割当量と

しておりますが、これは漁獲割当管理区分に配分される漁獲可能量、総量として、今年は

この区分において、この魚はこれだけ獲れるというもの、総量にそれぞれが持つ割り当て

の割合をかけたものがその年獲れる量になって決まってくると、こういう考え方になって

いるわけでございます。 

 その上で（４）、割当割合については移転をする場合、これは基本的には船舶とともに

譲り渡す場合等ということで限定をし、渡す場合にも大臣、知事の認可を受けてやれると

いう形にしていくことを考えています。 

 （５）は毎年の割り当てられた量でございます。これも枠をきちんと消化するという意

味で、こういう仕組みが必要になると考えてございまして、大臣あるいは知事の認可を受
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けたときに鍵って移転をすることができる、こういう仕組みを仕組むということでござい

ます。 

 当然ながら（６）でございます。年次漁獲割当量が設定をされた、いわゆる枠を持って

いる人でなければ、その漁獲割当ての対象となる資源を目的とする採捕はできないという

ことになりますし、また割当量を超えて採捕することはできないということでございます。 

 ７番はそれを超過した場合には、停泊命令あるいは割当量の控除、削減ということが設

けられて、それによってしっかり枠を守っていただくと、こういった仕組みになるわけで

ございます。 

 時間の関係で資源管理の関係の部分だけ少し確認的に説明をさせていただきました。 

 引き続き、次、お願いします。 

○髙瀨課長 漁場資源課長の髙瀨です。よろしくお願いいたします。 

 引き続きまして、今の矢花参事官の説明の中でも出てきました資源管理目標、それから

資源評価の手法につきまして、現在の検討状況について説明させていただきます。 

 先ほどの説明にもございましたが、改正後の漁業法の第12条、資料９－３を見ていただ

きますと、下のほうの欄に、改正後の漁業法の抜粋を載せておりますが、第12条で水産資

源ごとに最大持続生産量を実現するために維持し、または回復させるべき目標となる値と

して目標管理基準値。それから、その値を下回った場合には資源水準の値を目標管理基準

値にまで回復させるための計画を定めることとする値として限界管理基準値というものを

定めるということになっております。 

 この値を定めることによって、これまでとどのように変わるのかということを次のペー

ジのスライド番号の２のほうに書いておりますが、これ、先ほど矢花参事官のほうでご説

明をしました資料９－２の20ページの下の図を見ていただくほうが分かりやすいかと思い

ますので、ごらんいただきたいと思います。これまでのやり方というのはＢｌｉｍｉｔと

いうものを提示して設定をしまして、ここに回復させる、あるいはそれを上回る場合には、

今の当該水準を維持するための管理方策というものを提示してきたわけです。資源の状態

の評価も高位、中位といったようなことと、あとは増加、横ばいといったような、この２

種類で提示をしておりました。 

 今後どうするかということですけれども、限界管理基準値としてのＢｌｉｍｉｔを提示

するほかに、目標管理基準値の案としてＭＳＹを達成できるような資源水準というものを

提示をさせていただきまして、目標管理基準値を目指す管理をしていくということで、資
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源管理について関係者の皆様での議論をしていくということです。 

 それから、資源の状態の評価として、親魚量がＭＳＹを達成できるような水準よりも低

いのか高いのかということ、それから今の漁獲圧がＭＳＹを達成するような水準と比較し

た高いのか低いのかという、この２種類の基準で資源評価をしていきたいと考えていると

ころです。 

 最大持続生産量というのがどうなのかということで、これはいろいろこれまでも議論が

あったところです。この下の３ページに概念を示しておりますけれども、最大持続生産量

の定義として、現在及び合理的に予測される将来の環境のもとで、長期的に漁獲量が最大

となると期待できる範囲。そういう範囲に資源を維持する管理を行うことによって得られ

る漁獲量ということで、少し回りくどい表現ですけれども、まず、その資源が最大限、ど

のぐらい長期的に獲れるのかという値を出して、その資源量を維持するためにはどのぐら

いの、その漁獲量を維持するためにはどのぐらいの資源が必要なのかということを計算で

出していくというやり方であります。 

 このＭＳＹについての批判として、大きな資源変動といったものに対応できていないん

じゃないのかというふうな批判があります。これにどういうふうに対応していくのかとい

うことを今、研究機関で検討中でありますけれども、例えば直近の状況を踏まえて資源量

を出していくとか、幾つかの案も出されておりまして、今、検討しているところでありま

す。また、考え方がまとまりましたら、ここについての説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 次のページ、これも文字ばかりで非常に分かりにくいんですけれども、資料番号、スラ

イド番号の４の上のほうに、ちょっとオレンジ色の枠で囲ってあるところで、ＭＳＹの算

定方法というものを幾つか、その資源の情報量に応じて考えております。たくさん情報が

あって計算で出せるもの、１番のようなものです、再生産関係のデータが十分にあって、

計算で出せる場合。それから、それほどの情報がなくて指標値のデータを用いて算定する

ような場合。それからそれもない場合は、漁獲量ぐらいしか情報がないという場合にどう

するのか。こういうような場合分けをして今、検討しております。 

 今回、ご説明、ご紹介をしたいのは、一番情報がある場合です。どういうふうな計算方

法で出そうとしているのか。これはＴＡＣ種の多くがこのカテゴリーに入るかと思います

ので、この場でご紹介をしておきたいと思います。 

 資料番号の５になりますけれども、そこに黄色い枠で囲ってありますけれども、このご
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説明をしたいと思います。まず、再生産関係というものをもとに長期的に漁獲量が最大に

なる場合の漁獲圧力がどのぐらいなのかというふうなことを計算していくということにな

ります。 

 １枚めくっていただいて裏のほうを見ていただきますと、グラフが幾つか載っておりま

すけれども、過去のデータを当たって、このぐらいの親がいたときにはこのぐらいの加入

がありますよという点をプロットしていくと。そうすると、親がどのぐらいのところで再

生産関係がいって、いわゆる密度効果というものがあらわれてきて、親が幾ら増えても加

入量が増えないという段階になっていくであろうという過程を置いて、このような線を引

いていくという、これは１つのやり方ですけれども、他にも幾つかやり方はあるわけです

けれども、こういう線を引いていって、これを仮定していろんな漁獲圧力や、それからい

ろんな環境のもとで資源が将来的にどういうふうに変わっていくのかということを何千回、

あるいは１万回とかいろんなシミュレーションをしていくと。そのシミュレーションをし

た結果、漁獲量が最大になる場合の漁獲圧力というものをＦ ＭＳＹ というふうに決定をす

るというやり方です。ですので、完全に計算だけで出すわけではなくて、いろんな条件で

シミュレーションをしていって出していくというふうなことで、Ｆ ＭＳＹ というものを決

定して、それを支えるための資源量というものを計算をしていくと、そういうやり方を今、

考えているところです。 

 あと限界管理基準値、この下のほう、７ページのほうに限界管理基準値というものの算

定方法というものも今の検討状況を示しておりますが、この限界管理基準値自体の考え方

そのものは、今のＢｌｉｍｉｔとそれほど大きく変わるものではありません。生物学的に

安定した再生産を期待できる親魚量の下限値ということで、Ｂｌｉｍｉｔというものを設

定するということで、これについてもどういう値がいいのかというふうなことを今、研究

機関のほうに幾つかの方法を検討しているところであります。 

 このような値が決まった後に、どういう管理をしていくのかというところが一番重要な

ところであろうかと思います。８ページにこれも検討中のものですけれども、目標に向か

って資源がこのぐらいにあるときはこのぐらいの漁獲圧でとりましょうというようなルー

ルを最初から決めて合意をしていくと、そういうやり方を今、検討しておりますけれども、

ちょっとこれ、実は先週の審議会の分科会でもこのようなご説明をしたところ、田中先生

のほうから非常に分かりにくいというお叱りを受けたんですけれども、ちょっとそういう

検討段階のものということで見ていただければと思います。 
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 重要なことは、目標設定というのはある程度科学的に決まっていくものですけれども、

そこに至るまでにどういうふうな管理をするのか。最初、思い切って厳しい措置をとって

一挙に資源を回復させたほうがいいのかとか、あるいはなるべく今の漁業されている方に

影響を与えないように緩やかに資源を回復させたほうがいいのかというようなことは、皆

さん、関係者の方々で納得ずくで決めないと管理がうまくいかないというふうに考えてお

りますので、そこの議論をしっかり関係者の皆さんを交えて何回も意見交換をした上で、

こういう管理規則というものを決めていくという方向で今、考えているところです。 

 それから、最後に資源の状態の評価、どうしていくのかということですけれども、この

スライド番号の９の右のほうを見ていただきますと、神戸チャートというものが載ってお

ります。これは特にマグロなどでよく使われている図でありまして、ご覧になった方も多

いかと思います。資源の水準がＭＳＹよりも高いのか低いのか、それから漁獲圧力がＭＳ

Ｙ水準よりも高いのか低いのかということを一目で分かるようにプロットしていくという

ことで、今後の資源評価を行うことを考えているところであります。 

 長くなりましたが、以上でご説明を終わります。 

○田中会長 説明ありがとうございました。 

 これから質問という時間に入るんですけれども、濱野委員、どうぞ。 

○濱野委員 今の資源評価の算定方法なんですけれども、これは少なくとも我々、十数年

もＴＡＣイコールＡＢＣ、ＡＢＣイコールＴＡＣという、そういうことをずっと定着した

ものが、ほぼ１年ぐらい前からＢｌｉｍｉｔが設定され、なおかつＭＳＹが計算書になっ

ているというようなことで、資源が増えたにもかかわらず、今回の新しいこの計算式によ

って配分が従来どおりというような形になっているんですよね、例えばスケソウ１つにし

ても。そういうことで、これらの従来のＡＢＣ、これらの計算方法というのはＴＡＣの計

算法というのは間違ってあったということなんでしょうか。それともこの方法でやって資

源が回復しなかったがゆえに、Ｂｌｉｍｉｔを設定し、なおかつＭＳＹの計算方式に変え

たという、こういうことなんでしょうか。どちらなんでしょう。 

○田中会長 髙瀨課長。 

○髙瀨課長 先ほどの資料９－２の20ページをもう一度ご覧いただければと思うんですけ

れども、これ今までのやり方と今後のやり方がどのように違うのかということを模式的に

あらわしたものなんですけれども、これまでのやり方というのは、Ｂｌｉｍｉｔを維持で

きるようにというようなＡＢＣというのを算定してＴＡＣを設定してきたということだと
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思います。うまくいって回復したものもあると思いますし、なかなか回復していないもの

も中にはあるんだろうと思います。今後どうするのかというのは、Ｂｌｉｍｉｔをクリア

した後にどこを目指していくのかということで、その資源が持つ潜在力を最大限生かせる

ような状態にまで資源を戻していきたいという考え方でＭＳＹを設定をしていきたいと思

っております。 

○濱野委員 目的は十分分かるんです。ただ、よろしいですか、会長。 

○田中会長 どうぞ。 

○濱野委員 目的は十分分かるんです。ただ、やはり我々ＡＢＣイコールＴＡＣというこ

とをずっと長年、浜に無理強いをしてきた経緯があるんです。これはどこの浜も同じだと

思うんですけれども、それが少なからずとも資源がある程度回復したというような状況を

見ながら、何で増えないんだという、これ浜の利権なんですよね。これを預かるものとす

れば、じゃ、我々今までどうだったんだろうと、何を根拠にＡＢＣというイコールＴＡＣ

だよというものを信頼し、浜に無理強いをして押しつけてきたのかという、そういう言っ

てみれば言葉は悪いですけれども裏切られたような、そんな思いがするんです。 

 したがって、本当にこれが間違いであったんならあったで、ストレートに今までの計算

法はどうやってもこれ十数年もやって20年近くもやってだめだったと。したがってこうす

るんですということをはっきり言ってくれればいいんです。それがないままに今度、言っ

てみればＭＳＹ方式に計算基礎を変えるというようなことになるものですから、やはりこ

れは私いつも言うんですけれども、言ってみれば資源管理というのはお互い行政と浜との

信頼関係なくして成り立つ話じゃないと思うんです。その辺、やはり浜にもきちっと我々

が説明できるような、そういうような形で、間違ってやったら間違ったでいいでしょう。

そういうことで訂正してもらえるんであれば、これはこれなりに今後の計算方式にのっと

って、何年先になるか分からんけれども、Ｂｌｉｍｉｔもある程度クリアする時期も来る

だろうというようなことで納得もつけらせる、理解も得られる、そういう場をつくってい

きたいという思いがあるものですから、本当にこうなってしまえば、なかなか浜の信頼関

係というのをまず回復するのは大変な状態なんです。多分、北海道に行って分かると思う

んですけれども、そういう状態なので、この辺をもう少し、これは変えんよと、今後、こ

の方式は絶対変えないよというようなことでもあれば、これはこれで納得させる材料にも

なるんですけれども、これをまた何年かしたら、また違う方式に変えるんでしょうという

ような疑心暗鬼な気持ちは持っているんです。この辺を少し水産庁としてやっぱり改善し
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てほしいなというふうに思います。 

 以上です。 

○髙瀨課長 厳しいご指摘をありがとうございます。 

 水産庁は皆様のご信頼に応えるような説明をしてこなかったということを言われている

と思うんですけれども、大変申し訳ないことだと思っております。その上で、今までの資

源管理は失敗だったのか。これは特にスケソウダラのことを仰っているんだと思うんです

けれども、これ、私は今、資源評価の担当をしておりますので率直に申し上げると、やり

方として30年後にこれぐらい回復しますよというふうな見込みで資源評価をしてＡＢＣを

出して、１年たったらまたその30年後というようなやり方で出してきて、私が着任したと

きはそういう評価のやり方だったんです。そうすると、ゴールポストはどんどん１年ごと

に先に先送りされて、資源はなかなか回復しないというところは問題であったかなという

ふうには思っております。 

 そうではなくて、きちんと目標を決めて、何年かかけて頑張りましょうと、例えば５年、

この調子で頑張れば５年後にはこうなりますよというものを最初から皆さんでちゃんと共

有したいという思いがあって、このようなやり方に変えようとしているわけです。また簡

単に考えを変えるんじゃないかというようなご指摘がありましたけれども、今までも実は

ＭＳＹを目指しましょうということはいろんな役所の文書の中に、法律にも書いてあった

わけですけれども、なかなか実際にそういう、それを適用するようなことができてこなか

ったわけなんですが、今回この漁業法の改正された漁業法の中にはっきりと最大持続生産

量を目指しますということを明記しておりますので、これが簡単に変わるということはな

いと断言できますので、そこだけは信頼をしていただきたいと思っております。 

○濱野委員 不動の精神でやってください。 

○田中会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 今までのが成功だったか失敗だったかというのは多分今、最後の髙瀨課長の回答であっ

たと思うんですけれども、目標がずっと動いているということは、いつ回復するか分から

ないような、そういうやり方をしていたということなんです。ですからずっと回復しなか

った。今度は何年後という時間をリミットを決めて回復させましょうという、そういう計

画に直すというのが趣旨だと思います。そうすると、厳しい規制を導入しなければならな

いこともあるので、それに対しては水産庁が今年から予算措置をいろいろ考え、浜のケア

をするために予算を取ったということになっているんだと思います。 
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 濱野委員が言われたことの中で信頼関係というのがありましたけれども、やっぱり沿岸

の漁業者にとって、水産庁を信頼して飛び込めないと規制を受け入れられないんですよね。

だから、そこの信頼関係というのは本当に大事じゃないかと思います。相手が信頼できる

から厳しい規制を受け入れて補償金なり何なりこうやって、浜の再生をするという、そう

いうロジックでいかないと資源管理できません。その点は水産庁の方にもよろしくお願い

したいと思います。信頼を裏切らない、５年経ったらこれぐらい増えますということは保

証してもらいたいという想いが当然ありますよね。浜としてはそうしないと経営が成り立

たないですよね。何年後にこうなるから今、我慢して、そうしたら今度はこういう状態に

なるのでという、そこが一番大事じゃないかと思います。 

 ちょっと今の説明の補足をしたいと思うんですけれども、資料の９－２と３です。何を

水産庁がしたいかというと、簡単に言うと、クロマグロでやったようなことをほかの魚種

でも全部やるということです。200種といっています。だから、個別割当ての話もそうだ

し、融通の話も出てきましたよね。クロマグロでやった経験がここに反映されている。あ

とないのは、多分国際的な枠組みでないのは、ブロッククオータといって、例えば５年間

クオータは据え置きなんですけれども、５年の中で総量はいつ獲ってもいいと。つまり例

えば10トン×５年だったら50トンなんですけれども、50トン分は５年分のクオータとして

１年目０トン、２年目10トンでもいいという、そういうブロッククオータというのがある

んです。それがあると多分、沿岸の定置みたいなものは本当に助かるんだろうと思うんで

す、獲れる年と獲れない年がありますので。というのが見ていて思ったんですけれども、

いずれにしてもそういう話がここに書いてある。 

 髙瀨課長の話は、資料９－３の７枚目のパワーポイント、右下７というのがあるんです

けれども、これで説明すると分かりやすいと思います。総量をどうやって決めるかという

話です。左側の図を見ると、横軸が資源量、縦軸が許容漁獲量です。資料９－３の、この

曲線上までは獲ってもいい利息部分なので増えも減りもしないと。ですから、この範囲内、

これより下側の漁獲量だったら魚は増える、上だったら減る、そういう関係になっている

わけです。漁業法でどこを目標にしているかというと、真ん中のＭＳＹというのを目標に

しているわけです。ここまで回復させたいということです。今はどこを目標にしていたか

というと、この左側にあるＢｌｉｍｉｔという、ここを目標にして、これより下になると

資源量は逆に減る、かなり大幅に減る傾向があると。ここを計算の根拠にしていたという

わけです。だから、いつまで経っても高いところにはいかなかった。しかも目標が30年後。
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来年もまた30年後ですから、いつになったら回復するか分からないと。そういうことを

延々やっていたわけです。 

 今度はそこを変えたいというわけです。漁獲量を、ですからこのＭＳＹを与える資源量

より左側、資源量が少ないところでは、この曲線より下側の漁獲量でないとＭＳＹには達

しないわけです。利息より獲る量が少なくないと増えないわけです。逆にこの右側のとこ

ろはたくさんいるので、ＭＳＹ以上獲ってもいいと、こういうルールを決めましょうと。

単純に言えば、原点とＭＳＹを与える頂点のところを直線結んだ、それが捕獲限度量、ク

オータ、割り当て量、総割り当て量になるという、そういう趣旨の話なんです。 

 ただ、問題は環境変動です。変動があるとＭＳＹを通る点で漁獲量規制を出すと平均値

は大きいんです。平均値は大きいんだけれども、例えば漁獲量で言うと、今年０トン、来

年100トンで、その翌年は80トンで、その次は30トンといったようにものすごく変動が大

きくなってしまうんです。その変動を抑えようとすると、少し下の割り当て量にしないと、

今言ったように漁獲量の変動があまりに大きくなり過ぎてしまう。そこをどういう獲り方

をするかというのを少し相談したいというのが８ページの図の８のＦ ＭＳＹ とβＦ ＭＳＹ と

書いて、少し下げないと変動が大きくなり過ぎちゃって漁業にとってよくないけれども、

でもそれが漁業者にとって受け入れられる範囲であれば、別に一番上の線でもいいわけで

す。そういうことを今、研究していますという説明だったと思いますけれども、ご理解い

ただけたでしょうか。 

 ありがとうございます。それではご質問ございますでしょうか。 

 志幸委員、どうぞ。 

○志幸委員 水産庁は何を言いたいかということは大体わかりました。全魚種を管理体制

で資源を増やしていきたいということじゃないかなと。ただ、説明の方法ですが、田中会

長は教授だから分かるのでしょうが、私の頭じゃなかなかこのグラフその他を理解できな

いんです。もう少し漁業者に分かるように、浜へ行ったら漁業者にこうやって話してくだ

さいというくらいの説明をしてほしいのです。今、定置網はうちの組合のところは６ヶ統

ありますけれども、３日に一回ぐらい必ず７キロ、10キロのマグロが入っています。マグ

ロはすぐ表面に浮いてきます。その時は網を全部開放しております。富山の人とも話しま

したが、富山県も石川県も行政をリーダーとして資源管理を実践しているのです。私は長

い間この会議に出席させていただいていますが、最近は（７）のクロマグロの管理、

（８）資源管理の予算、（９）水産政策の改革についての議題が重要視されているようで
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す。これらの議題、特に（７）と（８）ですが、水産庁がもっと早くから分かり易い説明

をしていただいておれば、我々も浜の漁業者に説明していたのですが。 

今日は長官も来ておられましたが、水産庁が間違っている点が1つあるなと思っていま

す。皆さん新聞紙上でお分かりだと思いますが、毎回私は言うんですけれども、漁業者が

安全・安心に操業できることが何より一番なんです。そのためにも、漁業者が安心して操

業できる沿岸域での漁場形成を今以上に力を入れて推進するようお願いいたします。これ

は次に話す後継者問題にも関わってくるものです。今の漁業者の所得ならば、おそらく後

継者がなかなか出てこないと思うんです。だから、もう少しそういうことも考慮して、先

ほどどなたか話されましたが、需要と供給の関係でこれだけ獲ってくればこれだけの値段

するよという説明をしながら私たちに指導していってほしいなと思います。私は、地元に

帰ってもこの会議は資源管理型漁業を進める上で一番重要な会議だぞと言っています。だ

けど、何か難しいことばかり言っています。私も全然理解できないんです。 

 もうちょっとはっきり浜に伝えられるように、ひとつお願いしたいなと思っています。

以上でございます。 

○田中会長 じゃあ。 

○山口次長 志幸委員、ありがとうございました。 

 今回のこの資料自体は、私自身もちょっと見て、これで理解しろというのはちょっと難

しいだろうなというふうに思います。仰るように、資源管理というのは、こういう学術的

な話もあるんですけれども、その前にやはり今、皆さんが取り組んでいただいている、さ

っき放流の話もしていただきましたように、漁業者の皆さんがやれることをやらないと資

源管理にはならないと思っています。その資源管理の目標というのは、まき網の試験的な

サバＩＱ管理に関する研究の話もありましたように、いかにして付加価値をつけたり、高

く売れるようにしていくかということ、それと資源を維持、増大していって、安心して漁

民の皆さんが獲れるような状況をつくっていくかという、この両方を両立させていくとい

うことが本来の資源管理のあり方だというふうに思っております。 

 今までの資源管理と我々が呼んでＴＡＣで行っていたものは、これ以上資源が減ってし

まうと大変なことになるので、これぐらいまでは維持しましょうよというところだけを今

まで目標としていたんです。しかし、今度はその目標と別に、さらに皆さん本当はもっと

獲りたいのですから、もっと獲るために資源をどこまで増やしたら更に獲れるようになり

ますよという目標をつくろうということなんです。それもまだちょっとお分かりにくいか
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と思います。そういったことをもう少し分かりやすい資料でお示ししたほうがいいという

ふうに思います。法律の施行は先ほど話がありましたように２年間かかり、来年になりま

すので、それまでの間に、早めにと仰ったので、なるべく早い時期に漁業者の皆さんが分

かるような、取り組んでいただけるようなものができるように考えていきたいと思ってお

ります。 

○田中会長 どうぞ、志幸委員。 

○志幸委員 今、予算の問題について、山口次長さんが言われましたけれども、漁業者の

所得の向上につきましては、私たちは他の産業の方々とは違って、倍ぐらいの所得があり

ます。だから私は漁師、漁業を続けてきました。うちの息子も今、雇われで漁業をしてお

りますけれども、経営者だけではなく乗組員の方々も高い収入を得るような漁業形態をつ

くり上げていくのが水産庁の方々の夢ではないのかと思っています。私は水産庁の方々は

絶対間違ったことは言っていないと思ってこうやって賛成しているんです。それを難しい

言葉で言うから、沖縄の人が言うような反応になるんです。例えば、クロマグロの融通の

問題についてですが、あっちの県に渡し、こっちの県に渡し、こんな難しいことできるわ

けないんじゃないかと私は思いました。水産庁の方々は民意を反映しているという言葉を

使いますが、行政の思い違いもあると私は思います。やっぱりできないものはできない、

できるものはできると言うことも大事だと思います。今、予算の問題を言われましたけれ

ども、定置におけるマグロの問題で、積み立てプラスの関係で水揚げの状態を調べてみた

のですが、例年ほぼ同じなんですよ。それに水揚げプラスの補助金もらっていることは、

水産庁の方々に感謝する必要があると思います。このことを私は浜へ行って皆に話してい

ます。今、富山の人と話したのですが、少し予算も増額されたと聞きましたので、それを

もう一歩上乗せして、漁業者の所得向上につなげていただきたいと思っています。明日、

水産庁に行って共済の人にいろいろお聞きして勉強してきます。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。ご意見賜ったということでよろしいですか。 

 他に本件、ご質問、ご意見ございますか。合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員 説明をありがとうございました。 

 私も十分理解しているとは言いがたいんですが、これ実際に施行されるのは２年後です

か。11月に成立しましたから。 

○矢花参事官 デッドラインが２年、法律の公布が昨年12月14日ですので、来年12月14日
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までの間に施行する。その施行日は政令で定めるということです。 

○合瀬委員 そうすると実際にＢｌｉｍｉｔによる管理からＭＳＹまで含めた数字を出し

て、具体的な数字が出てくるのはいつですか。 

○髙瀨課長 数字というのは案という意味ですか。 

○合瀬委員 そうです。それは準備ができ次第、案は出して議論をしていくということだ

と思いますけれども。 

○合瀬委員 これまで、漁業法改正の議論のときに十分に浜に説明をしたというふうに仰

っていましたが、今の議論を聞く限りは、とてもこの考え方が浜の方に理解されていると

は思えません。多分、今の考え方から実際に数字が出てきたときに、相当混乱するという

ふうに思うんです。実際にＭＳＹとそれからＢｌｉｍｉｔの間でどこの数字で管理水準を

決めるかというのは、いろいろ議論にはなると思うんですが、実際にこの数字が出てきた

ら相当の混乱が起きる可能性がある。管理の結果、魚の数は将来的には増えるかもしれま

せんが、当面は少なく、抑えないと増えていきません。そこのところの説明をきちんとし

て、是非していただきたくお願いいたします。 

○濱野委員 もう既にＭＳＹで走っています、既に走ってしまっています。もう既にスケ

ジュール出ていますから。 

○中課長 スケジュールについては、資料、スケトウなどいろいろありますけれども、１

年半か２年かそれぐらい経ったそこがリミットですけれども、そこまでにいつ施行するか

という話があります。その施行の段階でスタートするとなると、どういう魚種からが出て

いくのか、その後どんなふうなスケジュールになっていくのかみたいなものも含めて、尻

を見据えながら、それにきちんと間に合うようにスケジュールを組んで、きちんと説明を

していきたいというふうに考えております。一気に200種で進むというのはちょっとなか

なか難しいとは思いますけれども、そういうところを円滑に施行できるようなスケジュー

ルできちんと説明していきたいと考えております。 

○濱野委員 もう既に走っていますよ、課長、そうでしょう。説明がもったいないんじゃ

ないかな。 

○髙瀨課長 いろいろな場面でそういう、それを前提にお話をさせていただいているのは

事実だと思います。 

○濱野委員 走ってしまっている。 

○田中会長 なかなか公式の会議では言いにくいことなんですが、水面下でいろいろ進め
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ないと合瀬委員のご指摘のとおり大混乱になってしまいますので、着々といろいろな調整

は進んでいるということで、おそらく４月に入って早い段階から動き出すんだろうと思い

ます。そうしないともう間に合いません。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。 

 なければ、長くなりましたけれども、この議題は閉じさせていただきまして、ありがと

うございます。 

 それでは最後の議題10、その他でございますが、皆様から話題提供ございますでしょう

か。よろしいですか。 

 特になければ、その他についても閉じさせていただきます。 

 皆様のご意見も出尽くしたようでございますので、ここで議論を終わらせていただきた

いと思います。 

 引き続きまして、次回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（竹川） 事務局より説明します。 

 例年どおり、今年11月ごろに次回の委員会を開催したいと考えております。次回は本委

員会の他に各部会も開催する予定です。また、日時、場所等につきましては、会長他皆様

のご都合も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します。 

 また、補足ですけれども、実は先週太平洋広域漁業調整委員会を開いた際に、委員の方

からテレビ会議のような形で参加できないかというご意見もありました。こういったこと

も含めて今後の会の進め方について、また次回以降ご議論いただければと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

○田中会長 次回の委員会は例年どおり11月ごろに予定されているとのことです。皆様に

おかれましてはよろしくご対応のほうをお願い申し上げます。 

 委員各位、ご臨席の皆様におかれましては、議事進行へのご協力と貴重なご意見ありが

とうございました。 

 事務局におかれましては、本日いただいたご意見を踏まえて今後の委員会の運営に活用

していただきたいと思います。 

 なお、議事録署名人に指名させていただきました島根県の中東委員、大臣選任委員の岩

田委員のお二方には後日、事務局から本日の議事録が送付されますので、よろしくご対応

のほうをお願い申し上げます。 

 これをもちまして第33回日本海・九州西広域漁業調整委員会を閉会させていただきます。
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どうもありがとうございました。 

午後４時５４分 閉会 


