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平成２５年３月１３日

水産庁



- 1 -

１．開催日時

平成２５年３月１３日（水）１３：００～

２．開催場所

南青山会館 大会議室

（東京都港区南青山５丁目７−１０）

３．出席委員等

（１）委 員

【会長】

学識経験者 橋本 明彦

【道府県互選委員】

北海道連合会区 市山 亮悦

青森県西部海区 角田 順一

山形海区 加藤 栄

新潟海区 小田 政市

石川海区 志幸 松栄

福井海区 齊藤 洋一

但馬海区 吉岡 修一

鳥取海区 生越 日出夫

山口県日本海海区 上野 知昭

福岡県連合会区 山田 真知子

佐賀県連合会区 杠 学

長崎県連合会区 大久保 照享

熊本県連合会区 福田 靖

鹿児島県連合会区 野村 義也

沖縄県 山川 義昭

【農林水産大臣選任委員】

漁業者代表 森脇 寛

漁業者代表 野村 俊郎
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漁業者代表 田中 猛

漁業者代表 伊藤 保夫

漁業者代表 中川 善文

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

４．議題

（１）九州西海域の広域資源管理に係る広域漁業調整委員会指示について

・九州・山口北西海域トラフグ

・有明海ガザミ

（２）太平洋クロマグロの資源評価結果について

（３）農林水産大臣が定める特定漁港漁場整備事業計画（案）に関する意見聴取

について

（４）カタクチイワシ及びブリの資源管理について

（５）資源管理に関する連絡・報告事項

・平成２５年度資源管理関係予算概要決定について

（６）その他
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５．議事内容

開 会

○事務局（鏑木）

皆様、こんにちは。

定刻となりましたので、ただいまから第21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、事務局を担当しております、水産庁管理課の鏑木と申します。よろしくお願いいたします。

最初に、委員の出席状況につきましてご報告いたします。本日は、海区互選委員のうち、秋田県

の小坂委員、富山県の魚崎委員、京都府の佐々木委員、島根県の岸委員が事情やむを得ずご欠席で

ございますが、委員定数28名のうち、定足数である過半数を超える24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

それでは、本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては、ご出席を賜りましてありがとうご

ざいます。

最初に、委員の交代がございましたので、私からご報告をさせていただきます。

昨年11月に大臣選任の潮田委員が一身上のご都合で辞任されまして、後任に安成梛子委員が選任

されましたので、ご紹介をしたいと思います。一言だけご挨拶をお願いいたします。

○安成委員

安成と申します。水産新聞協会理事及び水産経済新聞社をやっております。報道の立場から学識

経験者という肩書ではないんですけれども、皆様のお話をよく聞いて問題点を発信していきたいし、

また、申し上げることは申し上げたいというふうに思います。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。

また、昨年、海区漁業調整委員会の委員の改選がございまして、本委員会の委員の交代もござい

ました。今回の委員会が初めてのご出席となる方がおられますので、ご紹介いたします。福岡県の

山田真知子委員でございます。部会のほうでもご挨拶いただきましたが、一言ご挨拶をお願いいた

します。
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○山田委員

福岡から参りました山田といいます。よろしくお願いいたします。私の専門は、申しわけないん

ですけれども環境をやっております。沿岸海域の環境なんですけれども、最近日本海、それから東

シナ海についても勉強させてもらうようになりましたので、その面から資源の増産というところで

応援させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○橋本会長

よろしくお願いいたします。

それでは、本日、水産庁からは宮原次長ほか、多数の方が出席されております。

議題に入ります前に、代表して水産庁の宮原次長からごあいさつをいただきたいと思います。次

長、よろしくお願いします。

○宮原次長

こんにちは、水産庁の宮原です。

本日、第21回日本海・九州西広域漁業調整委員会の開催に当たりまして、手短に一言ご挨拶申し

上げます。

本日は、本当にご多忙の中、委員多数お集まりいただきましてありがとうございます。また、日

ごろから資源管理を初め水産庁の施策にご協力いただきまして大変ありがとうございます。改めて

御礼申し上げます。

平成23年度から資源管理収入安定対策という新しい制度が始まりましたけれども、この広域漁業

調整委員会というのは、沿岸の漁業者、それから沖合の漁業者、そうした方々が一堂に会して話し

合いをするという意味で大変まだその重要度というのは変わらず、むしろ増えてきているというふ

うに思うところでございます。本委員会でもベニズワイガニの資源管理ですとかいろいろなことを

やっていただいております。

他方、きょうは全国の漁業にかかわりますクロマグロの問題をご協議いただき、皆様方のご助言

をいただくということになります。どうかこの点もよろしくお願いしたいと思います。

本日の会議の有意義な成果を期待申し上げまして、ご挨拶にさせていただきます。ありがとうご

ざいました。

○橋本会長

宮原次長、ありがとうございました。

それでは、議事に入ります前に、事務局から配付資料の確認をお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。
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○事務局（鏑木）

それでは、お手元の資料のご確認をお願いいたします。

まず、議事次第でございます。それから、委員会名簿、配席図です。それから出席者名簿。次か

らは資料に移りまして、資料１－１－１、資料１－１－２、資料１－１－３、資料１－１－４とご

ざいます。それから、資料１－２、１枚紙です。それから、資料２、マグロの資料です。それから

資料３－１、１枚紙です。資料３－２、これも１枚紙です。資料３－３、これはホチキスどめにな

ります。それから、資料４－１としてカタクチイワシの資料がございます。それから、資料４－２

としてブリの資料がございます。それから資料５。

以上でございます。過不足等ございましたら事務局のほうまでお願いいたします。皆様、よろし

いでしょうか。

それでは、議事の途中でも何か落丁等ございましたら、遠慮なく事務局のほうまでお申しつけく

ださい。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございます。

それでは、議事に入らせていただきますが、恒例によりまして、最初に、後日まとめられます本

日の委員会の議事録署名人を選出しておく必要がございます。これにつきましては、本委員会の事

務規程第12条により、会長の私からご指名をさせていただくこととなっておりますので、毎回僭越

ではございますが、指名させていただきます。

本日の委員会の議事録署名人としては、都道府県海区互選委員から北海道の市山委員、それから、

農林水産大臣選任委員からは田中委員、このお２人に本日の委員会に係る議事録署名人をお願いい

たしたいと思います。お２人の委員の方、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議事次第に沿いまして議事を進めてまいりたいと思いますが、事務局の説明のほうは

簡潔に、議論につきましてはぜひご活発にという方針で進めたいと思いますので、協力の方よろし

くお願いしたいと思います。

それでは、議題に入ります。議題（１）の九州西海域に係る広域漁業調整委員会の指示について

に入ります。

まず、九州・山口北西海域のトラフグ資源管理に係る指示について、審議を行いたいと思います。

それでは、本件について、事務局から説明をお願いいたします。

九州漁調、お願いします。
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○事務局（佐藤）

それでは、九州・山口北西海域のトラフグの資源管理に係ります日本海九州西広域漁業調整委員

会指示第三十三号と第三十四号案につきまして、ご説明をいたします。

お手元に資料１－１－１から４、九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理関係といたしまして、

指示第三十三号と第三十四号の案の概要、第三十三号の案、第三十四号の案、トラフグはえ縄漁業

承認等事務取扱要領（案）を配付してございます。

説明につきましては概要で説明させていただきますので、資料１－１－１の概要ペーパーをご覧

ください。

トラフグの資源管理に関する広域漁業調整委員会指示につきましては、２本から構成されており

ます。１つ目の指示第三十三号（案）は、承認制・届出制を実施するためのものでございます。

まず（１）承認制・届出制の実施といたしまして、①承認制対象船舶は、総トン数５トン以上の

トラフグはえ縄漁船としております。

②としまして、漁獲努力量の増加を制限するため、県ごとに承認隻数の上限を定めており、６県

で合計271隻となっております。

③届出対象船舶は、総トン数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、承認を受けたトラフグはえ縄漁船は、船舶の船橋両

側の見やすい場所に承認番号を表示することとしております。

（３）の漁獲成績報告書の提出の取りまとめでございますが、平成25年９月から平成26年３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。

また、操業記録を取りまとめていただくために、提出期限を平成26年４月30日までとしておりま

す。関係漁業者の皆様にはご苦労をおかけしますが、漁期分をまとめて提出していただくこととし

ております。

指示の有効期間につきましては、平成25年４月１日から平成26年５月31日までとしてございます。

指示の有効期間を５月31日までとしておりますのは、漁業者の皆様から当該県を通じて提出してい

ただくことからずらしてございます。

続きまして、２つ目の指示第三十四号（案）は、操業期間等の制限に係るものでございます。

（１）としまして操業期間の制限ですが、２ページ目と３ページ目に概念図を添付してございま

すが、海域をＡからＥの５つに分けまして、海域及び浮縄、底縄の漁法ごとに休漁期間を設定する

こととしております。

（２）としまして、一部海域では20センチ以下でございますが、全長25センチ以下の小型魚再放
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流に取り組んでいただくこととしております。

（３）の指示の有効期間につきましては、平成25年４月１日から平成26年３月31日までとなって

おります。

以上が、九州・山口北西海域のトラフグに係る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。

○橋本会長

ありがとうございました。

ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問ありましたらお願いいたしたいと思います。承認

制、届出制の実施に係る指示が１つ、それから、操業期間の制限等に係る指示が１つという例年の

２つのトラフグに係る指示でございます。何かご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。

それでは、この「九州・山口北西海域のトラフグ資源管理にかかる指示」につきまして、漁業法

第68条に基づく広域漁業調整委員会の指示として、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第三十

三号、それから第三十四号、この２つを発出することで決定してよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○橋本会長

ありがとうございます。それでは、またあわせまして、今後の事務手続上の部分的な修正であり

ますとか、あるいは軽微な文言の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」の声あり）

○橋本会長

ありがとうございます。

それでは、事務局は２つの委員会指示についての今後の事務手続を進めていただくようお願いし

たいと思います。

それでは、続きまして、有明海のガザミの資源管理に係る、これも例年の一つの指示でございま

すが、これについて審議したいと思います。

それでは、まず事務局から説明をお願いいたします。

○事務局（佐藤）

有明海のガザミ資源管理に係ります日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第三十五号（案）に

つきましてご説明させていただきます。お手元の資料１－２をごらんください。

平成25年度の有明海におけるガザミの採捕についてでございますが、昨年と同様の指示を出すこ
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ととしてございます。

１の指示の内容につきましては、有明海において、平成25年６月１日から15日までの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の指示の有効期間につきましては、平成25年４月１日から平成26年３月31日までとしておりま

す。

以上が、有明海ガザミに係ります広域漁業調整委員会指示の説明でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

ガザミに係る委員会指示事項として、例年のとおり６月１日からの15日間の遊漁を含めた採捕の

禁止という指示内容でございます。ただいまの説明につきまして、ご意見とか、初めてこの事項を

目にした方もおられると思いますが、何か質問とかございますでしょうか。

内容につきましては、例年と同じ指示事項になっているとのことでございます。よろしいですか。

それでは、この有明海のガザミの資源管理に係る指示につきまして、漁業法の第68条に基づきま

す広域漁業調整委員会の指示として、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第三十五号というこ

とで発出することで決定いたしたいと思いますが、よろしいですか。

また、あわせまして、今後の事務手続上、部分的な修正であるとか、文言の修正、修文等につき

ましては、同様に私にご一任願えることでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○橋本会長

ありがとうございます。

それでは、事務局は、委員会指示について、この三十五号につきましても事務手続を進めていた

だくようお願いいたします。

駆け足のように委員会指示３つ、例年のとおりということもございますが、その指示事項の審議

を終えたいと思います。

続きまして、議題の（２）に移りたいと思います。議題の（２）は、太平洋クロマグロの資源評

価結果についてという表題がついてございます。では、その太平洋クロマグロについての説明を事

務局からお願いしたいと思います。

内海課長。

○内海課長

漁業調整課長の内海です。私のほうから太平洋クロマグロの資源評価結果と管理強化の対応につ
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いてということで説明させていただきます。お手元の資料２をごらんください。それから、前のほ

うにパワーポイントで映像も映しておりますので、適宜ごらんいただければというふうに思ってお

ります。

太平洋クロマグロの資源評価結果とこの管理の強化については、これまで開催されました広域漁

業調整委員会、既に２月27日に瀬戸内の広調委が開かれております。それから、３月８日には太平

洋の広調委でもご説明いたしました。既にマスコミ等々でも報道されております。基本的には我が

国沿岸のクロマグロ漁業についても、現在は広域漁業調整委員会の届出制となっておりまして、１

万1,600隻強の船が登録されておりますが、こういった沿岸のクロマグロ漁業について、これ以上

登録隻数が現状以上増大することがないよう、届出制から承認制に移行して隻数制限の導入を図っ

ていきたいということを考えております。これに至る経緯、現在の対応、こういったことをこの場

で説明させていただきたいというふうに思っております。

まず、１枚おめくりいただきまして、１ページ目ですが、これが最近の科学委員会、これは中西

部太平洋の管理機関で管理がされておりますが、この科学委員会としてＩＳＣという機関が活動を

行っております。これによる太平洋のクロマグロの資源評価が行われておりまして、これが本年１

月８日に公表になりました。このグラフを見ていただきますとおわかりいただけますように、ここ

に産卵親魚量の動向がずっとグラフで図示されておりますが、ＩＳＣの資源評価は、資源状況は過

去最低水準付近にあり、いかなる指標に照らしても2010年は過剰漁獲の状況にあるということで、

ここに1980年代の過去最低水準が図示されておりますけれども、減少してそれに近づくような水準

であってこういう認識であるということであります。

他方、もう一点は、ＷＣＰＦＣ及びＩＡＴＴＣの現行の保存管理措置や日本の自主的措置が確実

に実施されれば資源状況は改善されると思われるということで、資源的には非常に低い水準にある

ものの、現在の規制措置、各国が行っている規制措置を確実に実施すれば資源の改善も見込めるん

ではないかという見解が表明されております。

この結果を踏まえて、ＷＣＰＦＣでは保存管理措置の議論になりますが、これは本年９月から時

間を置いてですが、本年９月のＷＣＰＦＣの北小委員会で議論が開始されるということになってお

ります。

次に、その右側の２ページ目を見ていただきたいんですが、こういうＩＳＣの評価が出てきて、

それがマスコミの論調でどういうふうに取り上げられたかということで、皆様がよく目にします日

本の報道機関の情報ですと、これはこの２ページの上のほうにありますが、例えば１月９日付のＡ

紙では、太平洋クロマグロ、30年には3.6倍と、Ｂ紙も太平洋クロマグロ、2030年には3.6倍という
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ことで、これはＩＳＣがシミュレーションを行った結果として、確かにその報告の中には2030年ま

でシミュレーションを行えば、最大で10年の3.6倍にふえるという公表もございますが、日本のマ

スコミの論調はそこの部分をとらまえて、非常に楽観的に資源の増加は日本にとっては朗報だとい

うふうに報道しております。

一方、その下にあります海外の報道ですが、ここは180度日本の論調と異なっておりまして、2

013年１月８日付のＣ社の報道によれば、太平洋クロマグロの尾数は過去最低に近いということで、

環境団体のコメントを引用する形で、ほとんど対策がとられることのないままこの資源状況になっ

たことは恐ろしいと。太平洋全域で最小体長規制の導入が不可欠であるというような論調、あるい

はＤ社の論調、これも同じような環境団体ですが、非常にショッキングなものだと、こういった数

字はクロマグロが絶滅寸前の危機にあることを示しているというふうに言っております。

同じ科学委員会の報告をめぐっても、これほど報道が違って、しかるにいろんな形で皆様の認識

がそういう間で非常に揺れていくということがあろうかと思います。ただ、ここでやはりコメント

しておきたいのは、非常に厳しい資源水準、それから諸外国からは非常にこの点での管理、あるい

は対応というものを強く求められる、そういった世論が出てきているということであります。

パワーポイントのほうでは、さらに２月28日付のＡＰ通信をそこに図示しておきました。皆様の

お手元にはちょっとないんですけれども、これも多くの日本人がクロマグロ資源の減少を知らない

というようなことで非常に厳しいコメントをまとめております。かなりいろんな方々にインタビュ

ーをしまして、その方々の話は載っておりますけれども、論調の中では日本の消費者の状況として

食の安全や品質には非常に神経質である一方、資源管理に対する認識が進んでいないということで、

こういう論調といいますか、こういう見方が世界からは行われているということを我々として認識

すべきかなというふうに思っております。

資料のほうに戻っていただきまして、今度は太平洋クロマグロの年齢別漁獲状況というものを円

グラフで示しております。これは、これまでも太平洋クロマグロの漁獲の状況ということでいろん

な会議を行ってきました。その中でもお示しさせていただいた資料ですか、例えば年齢別に見ます

と、ここにありますようにゼロ歳から１歳魚、ヨコワと言われる段階で利用されているのが92.6％、

これは尾数割合ですので非常に大きい数字になりますが92.6％、あと、それぞれ年を重ねるごとに

それぞれの数字は小さくなるんですが、こういったところで非常に私のほうとしてはこういったた

くさんの尾数をとっている部分について、管理についてやはり神経を配っていかねばならんという

ふうに考えているところであります。

参考に大西洋のクロマグロの漁獲規制、これはかなり古くからクロマグロの漁獲について関係国
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が議論して管理を行っているところですが、やはり資源の管理がなかなかうまくいかない、資源が

減少していくということになると量的割合、あるいはいろんな技術的な規制についても厳しいもの

がどんどん課せられていくというような状況であります。簡単にその状況をまとめたところであり

ます。

１枚めくっていただいて、今度はＷＣＰＦＣ及びＩＡＴＴＣによる太平洋クロマグロの管理とい

うことで、現在の管理がどういう形になっているかというのをここにまとめておきました。

基本的には、2013年の措置としては現行管理措置、これは2011年及び12年にとられた措置を１年

間延長するということであります。各国はクロマグロの漁獲努力量を沿岸の零細漁業を除き2002年、

2004年の数字よりも削減、各国は、上記の実施に際し、未成魚の漁獲量を2002年、2004年水準より

も削減、こういった形でＷＣＰＦＣではこういう措置をとろうじゃないかということで、これに基

づいて我が国もそれぞれの措置を各漁業セクターにお願いして対応させていただいているところで

あります。

その状況を５ページに、我が国の太平洋クロマグロの資源管理強化の取り組み状況ということで

表に整理をさせていただいております。これはかなり前からクロマグロの資源管理について、それ

ぞれの関係者の方々のご協力を得ながら、それぞれの対応をとらせていただいた内容を、時系列で

まとめた表ですが、例えば沿岸漁業であれば定置漁業の免許数の抑制、それから、先ほど来説明し

ております曳き縄漁業等の自由漁業の届出制への移行、漁獲実績報告の義務化ということで、これ

は日本海・九州西、それから太平洋、瀬戸内ということで時間を分けながら対応させていただきま

したが、それぞれの措置をとらせていただいております。

また、まき網漁業の漁獲量管理ということでも、まき網漁業の関係者の方々の協力を得ながら、

それぞれの漁獲量の管理を実際に対応させていただいているというところであります。

それから、近年、クロマグロ養殖が相当な勢いで伸びてまいりましたが、この養殖業についても、

それぞれ関係者の方々の協力を得ながら対応してきているところであります。特に養殖業がどんど

ん拡大しますと、現在のところ、そこに入れる種苗の大部分は天然種苗に依存していますことから、

そちらの漁獲がどんどん進んでいくということになりますので、これについてもクロマグロ養殖業

の登録制ですとか実績報告の義務化、それから、今年の９月に養殖漁場、区画漁業の免許が更新さ

れますので、それにあたって昨年10月に、養殖場拡大防止の大臣指示というものを出させていただ

いたところであります。あと、下には輸入管理の状況を簡単にまとめております。

次のページ、資源管理の強化に向けた課題と今後の対応ということですが、基本的な我がほうの

考え方としましては、やはり未成魚の漁獲の抑制・削減、あるいは親魚資源が歴史的な変動の範囲
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内に維持され、過去の最低水準を下回らないように管理をしていくということで、クロマグロ自身

かなり資源変動の大きな魚ではありますが、やはり過去の最低水準を下回らないように、しっかり

それぞれの漁業が対応していこうということで、これも随時いろんな会議の中でお示ししながらご

説明をしているペーパーであります。この中の沿岸漁業について、現在、届出制ですが、隻数制限

を視野に入れた対応が必要だ、それから、種苗採捕漁船の管理もこれは必要になってくるんではな

いかということで、こういったものが今後の対応として必要なところではないかというふうに考え

ております。

１枚めくっていただきますと、具体的に承認制ということでこれから関係者のご意見を聞きなが

ら検討を進めていきたいというふうに思っておりますが、この沿岸漁業の届け出の状況がどういう

状況なのかというのがここに書かれております。

先ほど来説明しておりますように、沿岸クロマグロの漁業については届出制を実施させていただ

いております。ただ、これは関係する漁業者の方々が非常に多くて、先ほど言いましたように届け

出の件数としては、合計隻数でも１万1,000隻を超えるというような形であります。これをこの届

け出というものから承認制に移行して、漁獲努力量をある程度のところで頭を抑えていくという対

応をさせていこうかと思っておるんですけれども、非常に関係者も多いのと、対応については余り

難しい制度等を実施しても、これは現場には混乱が起きるだろうということで、現在のところ、こ

の広域漁業調整委員会の指示でできないかということを考えておりますが、これらも含めて関係の

漁業者の方々、それから県の方々、関係者の方々と詰めた議論が必要だというふうに考えておりま

す。

前回、広調委でもお話をさせていただきましたところ、現場にはよく説明をしてくれというよう

な意見もございました。もとより我々はそういうものを頭に入れながら、先ほど言いました届出制

を承認制に持っていこうということで対応を図ろうと思っておりますので、その折での協力をお願

いしたいというふうに思います。

最後のページは、マグロ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法の基本方針、それから

22年のプレスリリースということで、太平洋クロマグロの管理強化についての対応ということで、

このあたりがこれまでの方針、これは何度も説明しておりますけれども、そういったものをまとめ

たものであります。

今後、関係者との調整を続けながら、今年の10月に開かれるであろう広調委の場所で具体的な案

が示せないかということで検討していこうということで考えております。できれば、平成26年内に

そういった措置が導入できないかということで検討を進める予定でおりますので、関係者の方々に
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はまたご協力のほどお願いしたいと思います。

資料についての説明は以上でございます。

○橋本会長

内海課長、ありがとうございました。

太平洋のクロマグロ資源についての資源状況、危機的な状況、あるいは国際的な状況、あるいは

そういったプレスの状況等も含めて、広域の漁業調整委員会の届出制にはなりましたけれども、そ

れからさらに一歩進めた管理というものの検討を進めていきたいという話でございました。この太

平洋クロマグロの説明についてご質問、あるいはご意見でも結構でございますが、何かございます

でしょうか。

大久保委員、どうぞ。

○大久保委員

３点ちょっと聞きたいんですけれども、長崎県の場合は曳き縄、一本釣り、はえ縄など1,900隻

以上あり、私の地元の勝本漁協では244隻があり、地域の重要な産業となっております。その中で、

平成23年度から届出制が導入される間もない中で承認制へ移行することにより地元の業者の混乱が

生じると思いますのが、我々の漁場ではブリとマグロが一緒の漁場でありまして、高齢者の方が承

認制へ届け出していない場合でも、もしマグロを釣ったとき、そういうのに罰則なんかどういうも

のが設けられるのかと、そして、こうした現状に配慮いただき届出制を導入した際、以前のように

国が各地域で説明会を開催して関係者のご意見を聞いていただけるんでしょうか、それをお願いし

たいんですけれども、この３点をよろしくお願いいたします。

○橋本会長

よろしいですか。

○内海課長

現在、届出制になっていまして、たくさんの人がこの届出制でエントリーしていただいておりま

す。先ほど言いましたように、資源の現状を見て科学委員会の勧告というのが現在やっている措置、

そういったものが確実に実施されれば、そういった資源が好転するんではないかということで、そ

この部分ピン留めされておりますので、現状の方をいたずらに規制するという方向ではなくて、現

状にやっておられる方以外にそういったものが増えないように、そこの部分をどうやって規制をし

ていくか、上限をうまく規定していくかということを考えています。

もとよりいろんな形で漁業が行われていると思います。それは各地に出向いて状況をお聞かせい

ただきながら関係者の方と議論する中で、どういう形で承認制というものを実施していくかという
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のを考えていきたいと思いますので、言われる説明については、こちらもしっかり対応していきた

いというふうに考えております。

○大久保委員

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。よろしいですか。

ほかに、どうぞ。

○上野委員

山口県でございますけれども、この今マグロの承認制の関係で要望でございますけれども、一つ

は、国際的に資源管理ということで水産庁のご尽力によりまして、沿岸なり大中（まき網）の規制

が始まろうとしておるわけでございますけれども、届出制から承認制に移行するということは、届

出制よりも承認制のほうが規制が強くなると、一歩前進と言えば前進なんですけれども、届出制に

したときから次は承認制になるかなという予想はできました。できましたが、一つは、承認制とい

うのは国際的にもやっぱり資源管理をしていく上にアピールする上でも必要ではないかというふう

に思うわけですけれども、あまりの資源管理強化のために漁業者がいなくなるというようなことが

ないように、特にニューフィッシャーマンとか、新たに参入する曳き縄の若い人がもしやるという

ことであれば、そういう人もできるような、あるいは承継でも、承継すればできるようなかなり緩

やかといいますか、そういうふうなひとつ承認制をしていただきたいというふうに思います。

山口県でもイカ釣りと曳き縄をやれば、若者でも何とか生活ができるという地区もありますので、

ひとつそこら辺ご要望しておきたいと思いますので、特に現場の話を国のほうでよく聞いていただ

きたいというふうに思います。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございます。今の話は、要望でよろしいですか。

○内海課長

はい、了解いたしました。

○橋本会長

これから10月の広調委で一応枠組みを示すために半年あるわけですが、その間に水産庁のほうも

地元に対する説明であるとか、そういったものも考えておられるようですが、ほかにこのマグロに

ついて何かご意見、ご要望でも構いませんけれども、ありますでしょうか。
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清野委員、どうぞ。

○清野委員

２つありまして、１つは、今長崎県の話ありましたけれども、特にヨコワをとっていれば、その

一つとして五島列島があります。ここはマグロ養殖産業に地域の生き残りをかけるという状況で始

まりまして、それ以前の状態で既に漁業の未来がほとんど見えない状態から始まりました。それで、

子供を島に残すか、それとも島外にやるかという決断のときにそういう企業が入ってきて、マグロ

養殖会社か、宅急便か、役所かというぐらいの選択肢の中で若者を残してきたわけです。

その一方で、こういう資源を守るということではこういう措置というのは必要だと思うんですけ

れども、本当に故郷離島のきちんと人が生きていける状況を、漁村対策とか、あるいは水産庁だけ

で難しかったら総合対策を立てない限りは、ここでマグロの規制がかかるということになると、本

当に五島列島とかは望みがないぐらい産業的に、もう就職場所がないんですね。だから、マグロ以

外にほかのまき網とかも厳しい状況なので、そういうことは徐々に報道されて社会の中で知ってい

ただく状況になりましたので、ぜひきょう次長もお見えでいらっしゃいますので、島で生きていけ

るような、総合的な国策にしていただいて、それとセットでこういう規制をしていただくことを強

く希望したいと思います。

もう一つは国際の話なんですが、国際で私、こういうふうにいろいろな方々から指摘を受けると

いうのは一つ重要なことだと思うんですが、それと同時に、日本だけ規制してもほかに中国、韓国、

台湾がマグロの養殖を強化するわけですね。そうすると、もちろん流通の規制というのはしていく

わけですけれども、いろんな東アジア全体の経済の中で日本だけが損するんじゃないかという思い

が現場の閉塞感をもたらすわけです。ですから、こういう自然保護団体の方にはぜひ、もっと東ア

ジア全体のダイナミズムを見ていただいて、日本が規制強化したらどこが甘くなって、どこに利益

が出て、どういうふうになるかという社会的な連鎖というのに目配りをしていただきながら、トー

タルに東アジア全体で取り組めるような、そういう国際的枠組みを一緒に考えていただくことだと

思います。

ですから、それは国際条約だとかそういうこともあると思いますし、一国の問題ではなくて、越

境的に管理する国際広域漁業調整委員会みたいな、その中でもっと強化していただかないと、何重

にも閉塞した感じになるかと思います。

以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。
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今、清野委員からは、五島のようにクロマグロの資源の規制は資源状況からいってある程度必要

ではあるんだけれども、それに従事している漁村の人々の振興といいますか、そういったものにも

配慮したような形で進めてほしいというのが一点と、養殖の話と、日本だけでなく、国際機関の場

ではそういったものも含めて配慮されて交渉されているとは思いますが、日本だけが損しないよう

な形で、東アジア全体の歩調をとったような方向としてやってほしいという２点についてありまし

たが、次長。

○宮原次長

この機会ですので、あえて厳しいことを申し上げます。

先ほどの資料の中にございましたが、資源が悪くなってきて回復をさせなきゃいけないという国

際的な議論になってまいりますと、大西洋では30キロ未満が全面禁止になりました。そういうとこ

ろまで追い込まれないうちに我々はやはり資源の持続性を確保するということを日本が中心になっ

てやらざるを得ない。ほかの国々がとっているということをいろんな漁業者の方々もおっしゃいま

すし、私、各地でいろいろ説明しましたが、圧倒的に日本がとっています。小さい魚は圧倒的に日

本なんです。

これは、やはりこの広域漁業調整委員会の中でも皆さん方といつも話してきている基本的な考え

方、小さいものを育ててからちゃんととろうというこの考え方をぜひ、皆さん方とのこの魚種につ

いてもできるだけとっていかなきゃならない。これは大変な負担が伴いますので、そのために一体

どうすればいいのかということは、我々大変皆さん方と深刻な相談をしなければなりませんし、先

ほどご指摘があった離島の特別な事情についてはどう配慮しなきゃいけないのかとか、こういうこ

とも考えていかなければならないとは思います。

ただ、大西洋のクロマグロなどと違って、これは明らかに日本が８割型とっていると思っていい

と思います。それで、例えば韓国の問題になりますが、韓国がとっている倍以上は沿岸でとってい

ます。そういう状態です。

それから、日本でとらなければ確かにメキシコがとるかもしれません。ただし、メキシコがとっ

て養殖したものは全部日本に入ってきています。ということで、全部日本の責任だと、こういうふ

うに言われる魚種なんですね。

したがって、我々も全面的に貿易についての管理もきちんとしなきゃいけないと思っていますし、

また、国内の対策についても、我々がやはり資源の状況を見て自分たちの資源なんだから、この持

続性を保つために何をしなきゃいけないのかということを自分たちの問題として考えなきゃならな

いというふうに思っている次第です。
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したがって、皆さん方といろいろお話し合いをし、できるだけうまく対策をとっていこうという

ふうに思いますし、できる限りの努力はいたしますが、状況はそんなに楽なことではないんだとい

うことだけはこの場で皆さん方、よくご理解していただきたいというふうにこの機会にお願い申し

上げる次第です。

○橋本会長

ありがとうございます。

ほかにご意見、質問でもご要望でも構いませんが。

齋藤さん。

○齋藤委員

ただいまの水産庁の方のご意見はごもっともな面もあると思いますけれども、我々が生きてきた

日本の国というのは、水産資源があって我々日本漁業生きてきたと思うんですね。そういう中で、

今おっしゃるように外国より倍以上とっているとか３倍以上とっているとかそんなものは論外であ

って、我々はそれをとって生きてきた一つの日本の文化があると思うんですよ。

ならばやっぱり、先ほど清野委員が言うように、相手はそれまで、日本が100とって相手は10で

あったかも知らんけれども、そこはそれでずっと今までやってきたと思うんですね。それで、あな

たはその10倍もとっているからとり過ぎはやめろと言ったって、それをもって私ども日本の漁民が

それを守らなければならないという道理はないと思います。

今言われたように、世界的にグローバルな状態の中で資源を管理していくというのがわかるなら

ば、当然それは今までやってきた外国なんかはそれでおさめてもらうことと、日本は日本でやって

きたことをある程度容認してもらってやっていくということが必要ではないかと思うんですが、そ

の点どうですか。

○宮原次長

全くそのとおりだと思います。それで公平にやっていかなきゃいけない、それで後発から出てき

たくせに何だという気持ちも我々は持っています。したがって、そういうことについて、例えば韓

国からの漁獲が伸びないように輸入業者に対しての指導をしながら、昨年もこれまでの実績から出

ないようにするために実際には輸入をとめてもらうようにお願いしたりしてきています。

そういったことをやる中で、だけど、自分たちは自由で相手だけを縛るんだと、こういうことに

はなかなかならないということなんです。これはやはり資源が日本の国内だけにとどまっている資

源じゃないというのがこの難しいところでございまして、これをやっていくために、我々が主たる

漁業者として漁業で利用していく資源だということをもってやっていく、これが大事だというふう
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に申し上げているだけで、我々は日本の漁業者だけが血を流せなんて、こんなことは一切言うつも

りはないですし、皆さん方とそこはよく話し合いながら、できることから手をつけていくというこ

とをお願いしているという次第です。

○橋本会長

志幸さん。

○志幸委員

私は、今曳き釣りの問題、現場へ出ておりますけれども、日本の今、福井の方も言われましたよ

うに、実際に清野さんも言われましたけれども、日本は今、水産庁の説明もありましたけれども小

さいものをとり過ぎるんじゃないかなと。

皆さん、今年の正月をご存じのとおり、大間のマグロ１本、１億5,000万もしたんですよ。そう

いうような、これからそういう資源管理型漁業というのも必要じゃないかなと。宮原次長もしどろ

もどろ説明しましたけれども、私たちももう少し大きな魚をとるような努力をしなきゃならんのじ

ゃないかなと。本当に木の葉みたいなやつも釣れるんですよ。大久保さん、沖合に出れば。あれ金

になりますかと言うんですよ、私は。そういうときは届出制、承認制に従って管理をしていくのが

やっぱり組合の管理者じゃないかなと私は思うんですよ。

あれみんな釣ってきて、みんな隣のおばちゃんに機嫌とりにみんな配るんですよ。10円、20円な

んですよ。その魚は、日本はやっぱり漁業の問題を指導していくような立場になる、こういうよう

なマグロ、マグロと騒がれていますから、そういうような時代が来ているんじゃないかなと、私は

そう思うんですよ。現場の人に対してもそれをやっぱり理解していただいて、水産庁の人も回って

いただいて、10月にはそういうような方向に持っていってくださればいいなと、私はそう思います。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

ほかにご意見ございますでしょうか。

清野委員。

○清野委員

特にやっぱり長崎県の離島の閉塞感というのは、いつまで何を待てばいいのかというのがわから

ないところなんだと思うんですね、こういう規制に対してですね。だから、大きい意味で次長さん

がおっしゃることに私は本当に賛成しますので、そこをマグロ非常事態宣言みたいなのを出して、

本当にそれは料理人から主婦まで、みんなが何ができるかの行動目標と数値目標というのを明確に
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して、本当にみんなに協力を仰ぐことだと思います。そういうことを、そこまでみんな日本で一丸

となって協力してマグロを守ろうとしているんだということを発信することで漁業者も孤立した気

持ちにならないですし、ほかの国にもそういう努力しているところがあるんだというのが見えるよ

うになるんだと思うんですね。

ですから、いろいろ水産庁のほうの資源とか漁村だけじゃなくて、企画全体で、だれが何をやっ

て、いつまでの目標を達成するかという経営計画に近いようなことを出していただくことはあり得

るかと思います。場合によっては本当にモラトリアムで、日本がもっと強い規制するからほかの国

もモラトリアムで何人待ったらどう回復するとか、もっと資源の予測というのはもちろん難しいん

ですけれども、言葉だけじゃなくて、もっと具体的な政策とより細やかな社会的な計画も入れてい

ただくことを、次回までにはぜひ期待したいと思います。

○宮原次長

これが難しいのは、先生がおっしゃるようなことはしたいんですが、するとすると、皆さん方が

どういう規制を受け入れるかということの前提がないとできないんですよね。例えば、もう５キロ

未満とりませんという話になれば物すごく資源がよくなることは間違いないです。だけど、現実問

題からいって、沿岸でそんな小さいものを全部とらないなんていうことできるわけがないですから、

それは皆さん方ができるところで考える。小さいものをとらないようにしようということばかりじ

ゃなくて、今までしてきたことを皆さんと考え直さなきゃいけないんです。

それは、養殖が始まったから小さい魚に値段がつくようになったからとりに行っているんですよ。

今までより、ここは何とかしなきゃいけないわけですね。だから、さっき言っていたように、養殖

の魚だけはいい値段になるから養殖の魚だけをとるようにして、ほかのものはやめるようにしよう

とか、そういうことを具体的に皆さん方と何ができるのかを話し合わなきゃいけない時期に来てい

るということなので、一方的に我々のほうから何キロ未満とるのやめてくださいとか、この月は出

漁しないでくださいだとか、そんなことを言うつもりはないんです。ただ、やれることからやらな

いと、だんだん難しい難易度が高い規制を押しつけられるようなことになる前にやるべきなんじゃ

ないかなということを我々は思っているので、そういう相談を始めさせてくださいと、こういうこ

とです。

○橋本会長

よろしいですか。

○清野委員

そういう形で、本当にボトムアップにみんなが何ができるかという議論をしていただいて、そう
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いうことだったら押しつけられるよりも、いろんなアイデアというのが現場にあると思います。そ

れで、養殖でとったものが落ちちゃったときに、やっぱりいろいろ料理屋に安く流れていったりと

いうことはあるんですけれども、そういうときも料理人も心配しているので、ぜひ水産庁で国民的

な議論の場を持っていただいて、本当にみんながみずから協力体制をつくって、それに新しいタイ

プの漁業の管理というか、それがつくれる試金石になるのかなと、本当に関係する方はすごい大変

だと思うんですけれども、漁業者の方だけにこの規制を押しつけないというのは確認されるような

状況になればと思います。

○橋本会長

ありがとうございました。

確かに先ほどＡＰ通信の記事もありましたけれども、日本人の一般の人たちの認識としては、マ

グロというのはどこかに行けばすぐ手に入るものだという認識が確かにあって、例えばこの太平洋

のクロマグロがそういう資源状況にあるんだというふうなことを知っている一般の人というのはな

かなか少ないんじゃないかというような感じもします。

説明がありましたとおり、太平洋のクロマグロ資源というのはご承知のとおり国際資源でもあり、

かつ一般紙でも今回取り上げられたように、また、大西洋ではとＣＩＴＥＳという会合の場でも問

題になったとおり、非常に国内外で関心の強い魚種でございます。我が国としても、マグロの最大

の消費国として、現状の資源評価を踏まえたという管理方策について、国際的にもちゃんと今後説

明していけるような対応というものをまず先手先手で打っていく必要があるんじゃないかという気

がいたします。

ほかに、マグロについて何かご意見、今後の水産庁の検討方向、皆さんたちとの相談も含めた検

討方向になると思いますけれども、何かこの際、ご意見、ご要望等、よろしいですか。

それでは、この瀬戸内海とか太平洋の広域漁調委でも話があったと思いますが、関係する広域漁

業調整委員会としても、この魚種の管理方策として届出制の実施からまだ日が浅いとはいえ、こう

いった承認制の検討のような隻数制限というか、そういった必要性を認識して、今後、水産庁によ

る関係者との調整、協議検討を経て、次回の秋の広調委に具体的な管理方策を提言、提案いただい

て、今の水産庁の話では、来年のしかるべき時期からそういった管理を導入するような方向で検討

を進めていただくと、そういう方向で了承したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○橋本会長

また、その手続については、対象漁業が非常に数が多かったり、零細であったり、そういうこと
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が十分考えられますので、今回いただいたいろいろな意見も踏まえて、事務的な手続等に関しても

新たな負担にならないとか、そういった形も十分配慮してご検討をお願いしたいというふうに思い

ます。

それでは、このマグロについてほかにございませんでしょうか。よろしいですか。

それでは、水産庁のほうも引き続きこの太平洋クロマグロの管理方策については検討を進めてい

ただくようにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、大体時間どおりには進んでおりますが、議題３のほうの農林水産大臣が定める特定漁

港漁場整備事業計画（案）に関する意見聴取についてという議題に移りたいと思います。

現在、水産庁では、隠岐海峡地区において新たな特定漁港漁場整備事業、いわゆるフロンティア

漁場整備事業というものを計画しております。この計画の作成に当たりまして、漁港漁場整備法第

19条第２項により、農林水産大臣から関係する広域漁業調整委員会に対してこの計画に対する意見

を聞く旨が定められてございます。これに基づきまして、今回当委員会に対して意見を求められて

いるということでございます。

それでは、この具体的な計画についての説明をお願いしたいと思います。

○石井上席漁港漁場専門官

水産庁整備課の石井でございます。よろしくお願いいたします。

今、会長のほうからご説明いただいた隠岐海峡地区のフロンティア漁場整備事業について説明さ

せていただきます。

本隠岐海峡地区のフロンティア漁場整備事業につきましては、平成25年からスタートする予定で、

そのためには特定漁港漁場整備事業計画と事業計画を策定する必要がございます。

法律によれば、この事業計画を策定するに当たっては、この広域漁業調整委員会のご意見を聞く

ことになってございますので今回ご説明させていただくということでございます。よろしくお願い

いたします。

資料３－１、３－２、３－３で説明させていただきます。なお、事業計画書の本体は資料３－３

になってございますが、時間等もございますので、その前の資料３－２の概要に基づいて説明させ

ていただきたいと思います。また、適宜ポンチ絵、資料３－１も使いながら説明させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。

では、資料３－２の一番上にある目的でございます。目的は、近年、漁獲量の減少が著しい対馬

暖流系のマイワシ・マサバ・マアジの資源の回復を図るというものでございます。マイワシにつき

ましては、最近、漁獲量の回復というものがありますが、ピーク時に比べればまだまだというとこ
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ろですので、漁場整備によって資源量の増大を支援するといったものでございます。

それから、施行に係る区域及び工事に関する事項でございます。これは、この資料３－１のポン

チ絵の真ん中の事業内容の左下に、整備位置としていうことで丸点が書いてございますが、この地

区に漁場の整備を今後図っていくというものでございます。

それから、（２）の計画工事種目というものでございます。いわゆる湧昇流マウンドというもの

でございまして、この資料３－１のポンチ絵で行くと、この真ん中の事業内容の右下にあるような

イメージ、マウンドを今後整備するということでございます。既に長崎におきましては、五島でマ

ウンド礁を整備させていただいておりますが、隠岐海峡でも同様のマウンドの整備に着手するとい

うものでございます。

それから、工事期間でございます。工事期間は、平成25年度から平成28年度の、４カ年の計画で

ございます。

それから、関係県でございますが、鳥取県さんと島根県さんということで関係県を定めておると

ころでございます。

それから、今後の整備方針でございます。整備方針というのは、先ほど言った３つの魚種の好漁

場であり、また、産卵場であるこの海峡においてプランクトンの増殖等を図るための湧昇流漁場を

整備するということ、そして、整備位置、規模につきましては、漁業の操業状況、それから、海洋、

海底環境等を踏まえて適切な場所、規模を選定していくということでございます。当然ながら今は

計画段階でありますので、これから設計、それから現地の調査にかかっていくこととなります。

規模ですが、大きさは大体高さが20メーター、延長が150メーター、幅が100メーター程度のもの

を今想定しております。

次に３番、事業費に関する事項として３番に書いてございます。計画事業費、これが４年間で

21億円でございます。それから、関係県のご負担でございますが、ご負担につきましては、対象種

の漁獲量から算定しているわけでございますが、鳥取県さんが100分の19.6、それから島根県さん

が100分の80.4となってございます。これは当然ながら、総事業費の100分の25のうちのそれぞれの

分担がここに書いてあるとおり19.6％と80.4％という意味でございます。

それから、効果でございます。事業効果といたしましては、私どもマウンドについては、生産コ

ストの削減、それから漁獲可能資源の維持培養、それから漁業外産業への効果等を見込んでおりま

す。総費用、これは現在価値化したものでございますが18億6,100万、それから総便益、これが3

0年間で68億3,800万、それで、総便益割る総費用で費用対効果3.67と算定しております。これにつ

きましても、外部の学識経験者、それから技術評価委員会において検討していただいた数値でござ
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います。

それから、５番目、環境との調和に対する事項ということで、当然ながら工事の進捗に当たって

は環境に配慮するということでございますが、湧昇流漁場の整備そのものが生物の生息環境の改善、

資源の回復に役立つということをここで記載しております。

また、６番目として、他の産業に関する施設との関係に関する事項ということで、大体この漁場

で漁獲されるものは境港に上がっているということでございますので、関係施設として境港という

ものを計上しております。

以上、この事業計画について説明させていただきました。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。

ただいま新しいフロンティア漁場整備事業、隠岐海峡における湧昇流漁場の造成という、来年度

から予定している事業計画についての説明がございました。この計画説明について、何かご質問、

ご意見等があれば承りたいと思いますが。

本日は、残念ながら一番関係する受益地域の島根の岸委員はおられないようですが、何かこの整

備事業計画について、ご意見でも質問でも構いませんが、よろしいですか。

清野委員。

○清野委員

いろいろご配慮いただいているんだと思うんですが、さっきまで話題になっていた五島の隠岐に

もこういうのが築造していただいておりました。それで、いろいろ費用対効果ということでそうい

う委員会をつくられて検討されているんだと思うんですけれども、今、ここにある数字と、それか

ら現在、ここのそれこそいろんな負担金の割合まで免除していただくような状況の地域とのギャッ

プを感じてしまうわけです。つまり、本当にこれだけの費用対効果を出すようにどういうプログラ

ムがなされているのかということをもっともっと水産土木の分野は集中して考えないと、一個一個

の数字が何となく浮いてきちゃうような気がするんですね。

私も土木分野に勤めているのでこういうことを言うのも何なんですけれども、本当に漁村が生き

ていける状態にお金を使っていかないと、本当に待ったなしまで来ちゃっているんだと思うんです。

だから、実際のこれをいい、悪いというよりも、それを実施するときにこの目標の数字を本当にた

たき出すように、地域の雇用とか発注の仕組みとか、あと、それが全部東京とかにお金が行っちゃ

わないとか、本当に丁寧にやっていただかないと、幾ら人口減している地域にお金を突っ込んでも

何にも効果が出ないまま続くわけです。
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だから、私自身は、もしもこういう構造物で漁場を費用化するんだったら逆にこのサイズだと間

に合わないと思いますし、もしそれでもなおつくり続けて何らかの規模のこういう漁場を造成して

いただくとしたら、ぜひここの数字をたたき出せるような、何か本気というと昔がそうじゃないよ

うに見えるんですけれども、それまでお願いしたいなというふうに思っています。雇用とか、交流

人口とか、水産加工とか、本当境港も精いっぱいやっていると思いますけれども、この事業単独で

この数字が出るのかというのは、私はやっぱりもう一段上の手当というか、アイデアというのも必

要だと思いますので、申しわけありませんが、そういう意味で水産土木の分野、今までなかなか議

論の俎上に上がらないんですけれども、お願いしたいなというふうに思っております。

以上、うるさくてすみません。

○橋本会長

ありがとうございました。

石井さん、どうぞ。

○石井上席漁港漁場専門官

ご指摘、ありがとうございました。貴重なご指摘だと思います。私たちも、本日ここに計画を上

げさせていただくまで、度重なる漁業者の方々のご意見を聞くため、会合をもってきた次第でござ

いますが、より一層この効果が着実にあらわれるように、今のご指摘を踏まえつつ着実に事業を推

進していきたいと思います。

○橋本会長

よろしいですか。

それでは、このフロンティア事業についてほかにご意見等ございませんでしょうか。よろしいで

すか。

野村さん。

○野村（義）委員

鹿児島の野村ですが、私のところでもマウンド漁業を行ったんですよ。非常に湧昇流ということ

で鳴り物でしたんですけれども全然効果がいまだに見えていないと。７年ぐらいたっているんです

けれども、長崎のほうで効果があるのかなという、そこら辺も伺ってみたいなと。それとも、そう

いう効果があるんでしょうけれども、やはり環境を含めて今魚が少なくなっているからそういうの

が目に見えないのか、そこら辺も含めてわかっていればお教えいただきたいと思っています。

○橋本会長

長崎のほうで既にやっているマウンドの事業の効果等について、何か、石井さん。
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○石井上席漁港漁場専門官

鹿児島のケースは我々、恐縮なんですが十分に把握しておりませんが、五島で初めて直轄でフロ

ンティア漁場を整備したわけです。

そのときに、長崎県が既にマウンド礁をつくっていたので、その調査結果を見せていただきまし

た。それによると、例えば漁獲量、それから実際の資源の増大の兆候を示すクロロフィル量、これ

も増えているという結果が見られたところでございます。

以前にも清野委員から実際にモニタリング等において、地元の漁業者の方々に協力してもらって

やったほうがいいんじゃないかというご指摘をいただいておりましたが、五島のフロンティア漁場

整備事業も形になってきましたので、効果のほうもモニタリングを積極的に漁業者の協力をいただ

いてやっていこうと思っていますので、ご支援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。

ほかにご意見ございますか。

志幸委員、どうぞ。

○志幸委員

石川県は、マリノベーション構想ということで、富山湾並びに外浦海域、カニの魚礁とか、私は

この魚礁に皆さんそうおっしゃいますけれども、記憶にないかもしれませんけれども、石川県知事

が許せば、石川県のほうはこのフロンティアを持ってきてほしいなと思った一人なんですよ。皆さ

ん方はこの魚礁に対してどうのこうのと言うけれども、この隠岐の島の問題のときもそうだと思い

ます。魚礁と言えば大陸棚をつくってくださるんですよ、国の経費で。それと同時に、魚礁をつく

った場合には、漁民の網かけたり何だり、それは魚いなくなりますよ。そういうところでそういう

魚礁というものは、私はこうやって石川県の管理漁業とかいろんな富山湾の魚礁を入れた、10メー

ター、私たちが沖合にいても、すごく私、魚礁の効果は出ていると思うんですよ、皆さん。私は今

でも現場に出ているんです。魚礁の周り見てみなさいよ。やっぱりその周りは網もやらないし、自

分で皆さん、漁民が管理して、お互いに管理し合って魚礁を汚さないようにしましょうということ

で魚礁は沈んでいきますよ。設置したときは10メーターぐらいありましたけれども、今は５メータ

ーになっております。だけど、その周りを見れば、魚探を見れば、こんもりと盛り上がった日は、

やっぱりその付近では魚がとれます。

そんなことで、国は大いにこういう大陸棚をつくってほしいなと私は思います。21億、たったの

100分の何かで地元が預かって、あとは皆さん、国の税金で大陸棚をつくってくださる、その県は
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大いに漁があるようになると思います。漁業者はやっぱり、全部そういうものをつくったらそれを

管理するのが漁業者なんですよ。むやみにそれを壊さないでやってほしいなと。今後どしどしつく

ってください。お願いいたします。

以上です。

○橋本会長

志幸委員からは、現場の漁業者としての代表としてご意見をいただいたと。

○志幸委員

現状、石川県は減っていないし、みんな管理していますから。

○橋本会長

こういう大きなマウンドの事業についても、やはり無作為に入れれば効果がなくなってしまうの

であって、事前にしっかりと調査をして総生産力をアップするような湧昇流海域がちゃんと出て、

プランクトンが発生して、そこにマイワシやアジ、サバがちゃんと集まるという、事前的な調査も

重要なんじゃないかと思いますので、今後もそういう有効に活用されるような方向で検討はされる

と思います。

ほかに何かご意見ございますか。

○野村（義）委員

無作為ではやったんじゃなくて……

○橋本会長

鹿児島、失礼しました。

○野村（義）委員

事前に調査して調査官も入れてやっているんですよ。

○橋本会長

無作為に鹿児島の場合やったという意味ではなくて……

○野村（義）委員

ここで潮の流れをはかってやったけれども、なかなか効果が出なかったと、いまだに出ていない

と。もう今は六、七年目ですけれども。

○橋本会長

私は、鹿児島が無作為にやったというんではなくて、無作為にやらずに、そういう事前のやつを

しっかりしてやればちゃんと効果の出るようにできると。
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失礼いたしました。

○野村（義）委員

だから、そこら辺は誤解のないように。漁場をつくるのはいいことですよ。だけど、なるべく

効果があるようにお願いしたいということです。

○橋本会長

そのとおりだと思います。ありがとうございました。

では、このフロンティア整備事業の隠岐海峡域の話についてはよろしいですか。もしよろしけれ

ば、本委員会として、この特定漁港漁場計画についての意見としては実行していくのに特に異存が

ないということにしてよろしいでしょうか。よろしいですか。

（「はい」の声あり）

○橋本会長

ありがとうございます。

それでは、本委員会に提出された本計画につきましての意見は、本委員会としては異存がないと

いうふうに決定いたしたいと思います。その旨、広域漁業調整委員会の会長名で農林水産大臣あて

に異存がない旨の回答を行いたいというふうに思います。ありがとうございます。

それでは、次の議題に移りたいと思います。議題の（４）でございます。議題の４は、カタクチ

イワシ及びブリの資源管理についてという議題になってございます。この議題につきましては、前

回の広調委では、ＴＡＣ魚種に次いで漁獲量が多い魚種の資源管理について水産庁のほうから検討

していきたいという説明がございました。そのことに関して、今回ＴＡＣ魚種に次いで漁獲量が多

い魚種としてカタクチイワシとブリを取り上げて説明の上、委員の方々のご意見を伺いたいという

ことでございます。

それでは、まずカタクチイワシのほうですか、事務局の説明をお願いしたいと思います。

○保科室長

資源管理推進室長の保科です。よろしくお願いします。

冒頭、もう一度今回のこういう議題を取り上げた背景を説明させていただきます。前回の説明と

若干重なりますけれども、ご欠席の委員の方もいらっしゃいましたので、改めてお話しします。

今、会長からご説明ありましたように、この議題というか、この案件は、漁獲量がかなり大きく

て、国民の食生活にもとてもなじみが深いんだけれども、これまで資源の状態が決して悪くなくて、

むしろいいということもあって、資源管理の全国的なといいますか、広域的なといいますか、そう

いう枠組みには入ってない魚種の資源管理についてです。
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具体的には、これどういう魚種がこれに当たるのかというと、カタクチイワシとかホッケとかウ

ルメイワシ、マダラといった魚です。広く食卓に上る魚であって、また漁業でも全国的にとられて

いるんですけれども、資源管理の広い枠組みには入っていないというものです。

こういう魚種についても非常に国民の関心が高くなっていて、管理はどうなっているんだろうと

いう話が出るようになっていますし、昨年、11月８日の水産政策審議会の資源管理分科会において、

やはりこういう魚種の資源管理について議論がありました。この議論はＴＡＣ魚種ですね。年間の

漁獲量の上限を決めて都道府県とかに割り当てをして管理している、こういう魚種を拡大していく

という議論の中で、次に候補になるのはこういった魚種ですよねという、そういう文脈の中で、こ

ういう魚種の資源管理について議論がなされたわけですけれども、その陰にはこういう漁獲量が比

較的多い魚種、現在のＴＡＣ魚種に次いで多いような魚種になりますので、こういう魚種は網羅的

にＴＡＣを適用して管理をすべきじゃないかという意見もございましたし、一方でＴＡＣが万能と

いうわけではないから、漁業の状況も分析しながら、管理方法をいろいろ検討して一番合ったやり

方をしていくということが大事なんじゃないかという意見もございました。

いずれにしても、水産庁からは資源状況もいいこともありという説明をしてまいりましたけれど

も、資源状況がいいからといって資源管理の枠組みに全く入れないで置いておくというのはもうだ

めなんではないだろうかというのが基本的な皆さんの認識ということだというふうに理解をいたし

ております。

こういう水産審議会での議論も踏まえまして、ただいまお話ししたような魚種について水産庁で

も資源管理について議論し、少し整理をしていこうというふうに考えております。その流れを水産

政策審議会にも報告をしていきたいというふうに考えている次第です。

という背景のもとで、今回全国的に漁獲量が多くて、また広く全国で漁獲されているということ

で、カタクチイワシとブリについて議題として取り上げさせていただきました。これは、広域漁業

調整委員会の委員の皆さんがこういう資源管理に実際に携わってきているということから、皆様か

ら現場に即したさまざまな漁獲の状況ですとか、それから、資源管理の実態とか、あるいは今後こ

ういうふうにしていったらいいんじゃないかといった幅広いご意見をいただいて、その上で少しこ

の資源管理のあり方について検討していったらいいんではないかというふうに考えたためです。

本日はさまざまなご意見、実態も含めて今後、水産庁で資源管理を検討していくに当たって参考

になるようなご意見をいただければ幸いというふうに思っています。そのためにカタクチイワシと

ブリについて、資源とか漁獲の状況の資料をまとめましたのでまずこれを説明させていただいて、

それを参考にしながら幅広くお話しいただければ幸いです。
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今後ですけれども、今回この会議でお話しするような内容を、先日、瀬戸内海の漁業調整委員会、

それから大西洋の広域漁業調整委員会、太平洋の広域漁業調整委員会でもお話をし、いろんなご意

見をいただきました。このいただいたご意見を事務局のほうで整理をいたしまして、それらを踏ま

えて、また再度、今度資源管理のあり方についてご議論いただけるような場を次回持っていきたい

なというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いします。まず資料の説明をさせていただ

きます。

○事務局（猪又）

水産庁管理課の猪又でございます。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。

それでは、私のほうからは、資料４－１と４－２をそれぞれご説明したいと思います。

まず初めに、資料４－１、カタクチイワシの資源・漁業及び資源管理についてという横長の資料

がございます。そちらのほうをごらんください。

２ページ目に資料の基本的な構成が書いてございます。この順番のとおりご説明いたしたいと思

いますが、時間もございますのでポイントのみをかいつまんでご説明した上で、ご意見いただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

３ページ目をご覧ください。、カタクチイワシの生物学的な特性についてポイントを書いてござ

います。

まず一番初めですけれども、系群、すなわち資源のまとまりについてでございますが、カタクチ

イワシについては、太平洋系群、瀬戸内海系群、そして対馬暖流系群、これは日本海のほうですが、

３つに分けられるということがわかっております。その寿命につきましては、大体２歳から４歳ま

でであるということ、そして、卵を産む年齢、成熟開始年齢でございますが、これ若干差異はござ

いますけれども、いずれの系群も１歳になるとほぼ全て成熟し、卵を産むようになるという生物学

的な特性がございます。

このページの右側の下の地図を見ていただければわかりますけれども、対馬暖流系群につきまし

ては、鹿児島から秋田のほうまで日本の沿岸域、九州、日本海の沿岸域に分布しているといった状

況でございます。

次の４ページに全体のカタクチイワシ、シラスを含めた全体の、日本全国を集計した推移を載せ

ております。カタクチイワシは成魚だけではなくてシラスの段階から漁獲されております。カタク

チイワシ、成魚の漁獲量につきましては青い線で書いてございますが、80年代から2000年代、次第

に増加しておりまして、近年、おおむね30万トンから50万トン台で推移をしております。ただ、

2011年につきましては若干下がっているということでございます。対してシラスでございますが、
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大体６万トン前後でおおむね安定してきているということであります。

ちなみに、シラスとここで申しておりますのは、統計上カタクチイワシ以外の稚魚も含まれるわ

けですけれども、現在ではそのほとんどがカタクチイワシのものであるというふうにみなされてお

ります。

続きまして、どの地域で、どの県でカタクチイワシ、シラスをとっているのかということにつき

まして、５ページをごらんください。左側のグラフに知事管理漁業のシラス及びカタクチイワシの

漁獲量のグラフを載せております。知事管理漁業におきましては、県によって漁業の大半がカタク

チイワシの成魚であるといった県、例えば島根県とか長崎県がございますが、その反対に大半がシ

ラスで占められるものというものまで状況が大きく異なるところでございます。

日本海側につきましては、余りシラスの漁獲が多いという県はございません。これは地域的な状

況かと思いますが、詳しくにつきましては次のページ以降で書いてございます。６ページ目をお願

いします。

２－３、カタクチイワシを漁獲する漁業、成魚ですけれども、シラスを除きましたカタクチイワ

シの生産量の大体75％が知事管理漁業によって漁獲されております。その漁業種類ですけれども、

大臣管理漁業につきましては大中型まき網、知事管理漁業につきましては船びき網、中小型まき網、

大型、小型の定置網等々で漁獲されております。その内訳、それから県別につきましては下のペー

ジ、円グラフと棒グラフで示しているところであります。

そして、次の７ページ目はシラスに関するものでございます。シラスにつきましては、全てが知

事管理漁業によって漁獲されておりまして、その大半が船引き網、吾智（＝ごち）網とかぱっち

網と言いますけれども、船引き網によるものであります。その漁獲の太宗は瀬戸内海及び太平洋側

の県によって行われているものと理解されます。

ちょっと駆け足で申しわけございませんが、８ページ目、これはきょうの主題ではございません

が、ご参考といたしまして、カタクチイワシがいかに多様な利用用途に使われているかということ

を示しております。シラスから大きなセグロの段階までさまざまな用途、加工、または生鮮、ある

いは養殖の餌、またはここに書いてございませんけれどもミールとか、そういった用途にカタクチ

イワシが使われておりまして、カタクチイワシの加工品、下のほうに表がございますけれども、こ

ういった県によってさまざまな加工品、あるいは生鮮向け、養殖向けが生産されているという状況

にございます。

９ページ目でございますが、カタクチイワシの資源動向、漁業との関連でございます。本日は、

太平洋系群とその次の瀬戸内海は本当に簡単にご説明しますけれども、９ページ目にございます太
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平洋系群の水準は現在中位、それから、その動向は減少傾向にございます。

それで、このページの一番下のほうを見ていただければと思いますけれども、太平洋におきまし

ては、現在の漁獲圧は高くなく、親魚量を望ましい水準以下にしてしまうリスクは少ないものと考

えられておりまして、特にシラス漁獲量と０歳の資源量との関係は見られない、シラスが資源に与

える影響は小さいものというふうにこちら書いてございます。

ただ、これ先日開催されました太平洋広調委でご指摘もございましたので、若干口頭で補足させ

ていただきますと、この書き方につきましては、これは何も管理をしなくてもいいと水産庁が言っ

ているというものでは決してございません。これは、今現在でも管理がございまして、その現在の

漁獲努力量のレベルを見たときに太平洋の資源量、それから海洋環境を比べてみた場合、そういっ

たリスクは比較的少ないものかなというところでございますので、将来的には資源の管理は引き続

き課題でございます。瀬戸内海系群についても簡単にご説明いたしますと、10ページでございます

が、水準動向につきまして、水準は中位、その動向につきましては横ばい傾向にございます。

10ページの下のほうに書いてございますけれども、特にこの海域ではシラスを含めたいろんなサ

イズが漁獲の対象となっておりますので、同じ漁獲量、同じ10トンなら10トン、10万トンなら10万

トンでありましても、どのようなサイズで漁獲されたかということが資源の影響として異なってく

るといった状況がございます。

それから、特に瀬戸内海におきましてはシラスの漁獲量が多いということから、シラスを含めま

した漁獲管理が重要であるといったことがポイントとして挙げられます。

続きまして、11ページに対馬暖流系群、この広調委の関心の資源でございますが、水準、動向等

につきましては、現在の水準は中位、資源量の動向でありますが、減少傾向にあるというふうに科

学的な評価がなされております。資源の特性でございますけれども、海洋環境の影響を受ける資源

ではございますけれども、最も資源状態が安定している系群であるというふうに考えられておりま

す。

それでは、漁獲との関係、ここに３つ書いてございますが、この海域におけます代表的な漁業種

類は定置網、それから大中型まき網等でございます。資源に対する漁獲の影響は小さくないものの、

漁獲の割合、これは資源量に占めます漁獲量の割合でございますが、漁獲の割合はほぼ一定であり

まして、資源量に応じた漁獲のレベルが現在維持されているという評価になっております。シラス

の漁獲が資源に与える影響につきましては、瀬戸内海系群に比べると小さいというふうに考えられ

ておりますが、これはこの海域ではシラスの漁獲がそれほどでもないといった状況を反映したもの

であろうかと思います。
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続きまして12ページ、現在のカタクチイワシの資源管理の取り組み状況を模式図で示しておりま

す。

まず一番上にございますとおり、国が定めます資源管理指針でございますけれども、現在のとこ

ろ、カタクチイワシの資源管理については特段の定めはございません。都道府県が定めます資源管

理指針について調べましたところ、漁獲のある34道府県のうち、カタクチイワシというふうに魚種

別で対象にしている、指針の中に盛り込んでいるものとしましては、静岡県、大阪府など９府県ご

ざいました。それから、カタクチイワシを漁獲している漁業種類として、管理の対象に盛り込んで、

指針に盛り込んでいるのは、岩手県、福島県など22府県に上ります。下のほうの模式図でカタクチ

イワシとシラスに分けて書いてございますけれども、漁獲の量と、それから魚種別、あるいは漁業

種別に指針に設けているところを赤と青に色分けして書いてございます。

それから、瀬戸内海系群におきましては、広島県、香川県、愛媛県が連携しまして、カタクチイ

ワシの広域資源管理の取り組みを現在実施しているところでございまして、これにつきましては、

13ページにその概要を書いてございます。こういった広域資源管理の取り組みにつきましては、瀬

戸内海広域漁業調整委員会においても議論をしているところでございます。

一番最後のページ、これまで申しましたところのまとめでございますけれども、14ページでござ

います。カタクチイワシは、全国各地で多様な漁業種類によってシラスから成魚まで、さまざまな

サイズが漁獲の対象となっております。

それから、対馬暖流系群、瀬戸内海系群、太平洋系群、この３つの系群は、それぞれ資源や漁獲

の状況が異なっております。

中央に囲みがございますけれども、その中で対馬暖流系群のところを読み上げさせていただきま

すと、資源に対する漁獲の影響は小さくないものの、漁獲の割合はほぼ一定であり、これまでのと

ころ資源量に応じた漁獲のレベルが維持されているといった表がございます。

次の○の部分にございますけれども、対馬暖流系群、瀬戸内海系群もそうですが、同じ数量、同

じトン数を漁獲したとしても、実際にどういったサイズを漁獲するのかと、どれだけ漁獲するのか

といったことによって資源への影響は異なってくるということもございます。こういった事実関係、

それから評価を踏まえまして、今後のシラスを含めたカタクチイワシの資源管理のあり方について

ご意見をいただければと思います。

説明としては以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。
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カタクチイワシにつきましては、ほかの広域漁業調整委員会でもいろんな意見が出たそうでござ

います。地域や海況による差が大きい魚種であるとか、あるいはシラスを含めたような広域的な、

総合的な管理が必要なんじゃないかとか、用途が先ほどの資料にもございましたけれども、非常に

多様で関連の業者も多いから、まず県段階で議論を詰めたほうがいいんじゃないかとか、そういっ

た意見が出ているようですが、これらの魚種について本広域漁業調整委員会の委員の皆様方も、現

場の資源管理のいろんな調整にもかかわっておられるということで、今後の魚種についての検討に

向けて、本日はそれぞれの地域の漁業実態も踏まえたようないろんなご意見を伺いたいという事務

局の希望でございますので、カタクチイワシについて、漁業とか、あるいは利用とか、現場の実情

も踏まえてお話しいただくことも非常に有意義なことだと思いますので、幅広く、ご質問も含めま

して何かご意見をいただけたらというふうに思います。

それでは、このカタクチイワシの管理について、何かご意見ある方、小田委員、どうぞ。

○小田委員

ただいまカタクチイワシの資源管理のことでございますが、これは私としては新潟県としてもほ

とんどの県がそうでありましょうが、大事なイワシは何の魚にとっても、ブリにもメジマグロでも

ミナミマグロでも、とにかくえさがなければほかの魚も絶対育たないわけですから、やはりばかに

してカタクチイワシが幾らでもあるんだというようなあれはしないで、やはり資源管理をしっかり

して、ブリであろうが、マグロであろうがみんなこれ、ヒラメであろうが、多分これが大きくなっ

て、私たちが学校さがったころから日本海も海が真っ赤になって、カタクチイワシで、だからそれ

こそいたのが今はもうそれが見られない。だから、恐らくメジマグロもブリもみんなえさがないか

らいないんだと。そういうことだと思いますから、これは私としては、漁師であまり説明はわから

ないけれども、とにかくこのえさをとり尽くしてしまえば、魚は育たないということだから、カタ

クチイワシは何ぼとっていいんだなんていうあれではなくて、やっぱり資源管理はきちんとしなき

ゃだめだと思います。

今年の場合は、これだけ時化ていても、日本海ではマイワシが何十年ぶりにあがっているんです

よ、何百トンて。それをどういう海流の関係であがってくるのか、もう十四、五年はたつと思いま

すが、マイワシ、この冬の中来たということはほとんどないですね。石川もそうですが、だから、

これは海流の関係でどうなっているのか、そこら辺のところもしわかったらお聞かせください。時

間もないだろうから、カタクチの資源は絶対やってください。お願いします。

○橋本会長

という貴重な現場の状況も踏まえたご意見をいただきました。ほかにカタクチイワシについて何
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かご意見、今後の管理方針についての意見等もございませんでしょうか。

○齋藤委員

委員長、今の返事、イワシが増えた原因。

○橋本会長

きょうはちょっと水産研究所の方とか、そういう資源評価の専門家はおりませんが、何か。

○事務局（猪又）

そうですね。実際のところはなかなかわかりにくい部分があるんですけれども、資料をつくると

きに当然水研センターのほうからいろんな意見をいただいております。１つはカタクチイワシ、マ

イワシ、そういった多獲性の魚種につきましては魚種が交代するというふうに言われておりますの

で、そういう長い目では魚種が入れかわるといった部分もあろうかと思います。特に、マイワシと

の関係が、このカタクチイワシについてはあるんではないかというふうに言われております。

それから、海流の関係、これはまた複雑な問題でありますけれども、これは後からまたブリのほ

うでもご説明しますけれども、やはりそれぞれの資源によって成育によい海流、または海水温とい

ったものがあるそうです。ですので、そういった少し長めの視点で、そういった海洋環境のあり方

が資源の動向に関係しているのではないかといった意見もございますので、また将来的に海洋環境

が変わるときにはまたこの資源のあり方も変わってくるということも含めながら管理をしなければ

いけないんではないかと考えております。

○橋本会長

ありがとうございました。

小田委員からは、このカタクチイワシはそれをえさとしているような有用魚種にも重要な話なん

だから、やはりカタクチイワシもただの、どこにでもいる、幾らでもとれると勝手に思わないで、

しっかりと資源管理の方針を検討していくべきじゃないかというご意見でございました。

ほかにこのカタクチイワシにつきましては、何か現場の、清野委員、現場じゃなくても、何かご

意見をいただければ。

○清野委員

カタクチイワシは、今回の資料でも1977年からの数字にしているんですけれども、ぜひ今、小田

委員からお話がありましたように、もっともっと黒く渦巻くようにいたという時代の話とかは聞く

わけですが、もともとこの海域の海洋性のポテンシャルがどのくらいあったのかという指標として、

機会がありましたらもうちょっと歴史的な数字も入れていただけるといいかと思います。

本当に長崎県がゴールドラッシュじゃないですけれども、北のニシンみたいに長崎の沖にわいた
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イワシを、本当に瀬戸内海じゅうの人までとりに来たというような伝説が残っていて、そのときの

海洋生態系の状態というのは非常に海の保全の中でも参考になるわけですね。だから、海の生態系

の基礎の情報ですので、ぜひ、特に煮干しなんかの歴史的な統計があると思いますので、今日とい

う意味ではないですけれども、そういう意味でもご提供いただけたらと思います。

○橋本会長

ありがとうございました。

もう少しさかのぼった漁獲の過去のデータとか、そういったものもあれば次回にでも示してほし

いというご意見でございました。

ほかに何か、カタクチイワシについて、おらのところはこういう有用な情報を持っているぞとい

う方でも構いませんけれども。何か志幸委員はいっぱいありそうですけれども。

じゃあ、カタクチイワシについてはこのぐらいでよろしいですか。もし後でまた思い出したりし

たらブリの後でもお聞きしたいと思いますが、先に、続きましてブリについて事務局から説明を続

けてお願いしたいと思います。

○事務局（猪又）

それでは、引き続きましてブリについてご説明いたします。資料４－２でございます。ブリの絵

がかいてある資料でございますが、この２ページ目、資料の構成につきましては先ほどと基本的に

同じでございますので、３ページ目を見ていただきますと、ブリの生物学的特性でございます。

寿命ですが、７歳前後と言われております。このくらいになりますと１メールを優に超える個体

も出てまいります。実際に卵を産む年齢でございますが、３歳ぐらいから始めまして、４歳になる

と全て卵を産むようになるということでございます。

産卵期、産卵場でございますけれども、東シナ海を中心としまして、日本海側では能登半島周辺

ということになっております。この部分につきましては、４ページ目に飛んでいただきますと、４

ページ目の右下に分布域と、それから産卵場の模式図がございます。こちらに書いてあるとおりで

すが沖縄から北海道まで、日本海側、太平洋側、両方沿岸域に分布しております。ただし、この４

ページ目の右側の上にございますとおり、系群については全国で一つのまとまりであるというふう

に考えられております。

それで、４ページ目の左側にちょっと目を移していただきますと、これももうご承知だと思いま

すけれども、生まれた稚魚はモジャコと言われまして、流れ藻について海流を北上するといったこ

とがございます。

そして、幼魚から親魚までですけれども、九州沿岸から北日本の沿岸まで幅広く分布していると
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いうことは先ほど申しましたとおりです。

複雑な回遊パターンがあるそうですが、対馬暖流域では、大きく２つの回遊パターンの型がある

ということが確認されているところであります。

実際のブリ類の漁獲量の推移について５ページに示しております。ここではブリ類として括られ

ておりますが、統計上、ブリに加えましてカンパチ及びヒラマサがブリ類の中に含まれております。

ただし、その多くはブリであるというふうに認識されております。

その漁獲量の推移、80年代から見ますと増加傾向にございまして、2010年に10万トンを超えまし

て、2011年では11万トンを超えているという状況にございます。

実際にどの県でブリ類がとられているのか、６ページになりますが、これは平成23年の数値でご

ざいます。九州から北海道まで39都道府県において漁獲されておりますけれども、日本海、太平洋

両方の海域で漁獲されております。県別の漁獲のレベルにつきましては棒グラフに示したようにな

ってございます。

それでは、実際にどういった漁業がブリ類を漁獲しているか、それが７ページにございます。

大臣管理漁業につきましては大中型まき網、それから、知事管理漁業につきましては定置網、あ

るいは中小型まき網、釣り等々によって漁獲されております。

ここで一点申し上げなければいけないのが、特に定置網による漁獲はかなりの量を示しておりま

す。このページの一番下の表がございますが、定置網に当然いろいろな魚が入ってくるわけですけ

れども、全体の漁獲のうち定置網が占める割合というのを書いてございますが、ブリ類につきまし

ては40％を超えている状況であります。特に北海道、岩手、新潟、富山県等におきましては、ブリ

類の漁獲の大半が定置網によるものであるという事実がございます。内訳につきましては、円グラ

フ、それから棒グラフのほうで示してございます。

引き続きまして、ブリ類を漁獲する漁業、８ページでございます。全体としてブリ類の漁獲の量

は増加している中で、特に大中型まき網、これは水色の線です。それから大型定置網、これは濃い

紺色の線ですが、その漁獲量が2009年以降増加しているといった動向にございます。

そして、先ほど申しましたけれども、流れ藻に乗って上がってくるモジャコの採捕量につきまし

て、これはハマチ養殖のためでございますが、各県の計画に基づき、稚魚、モジャコが採捕されて

いるところでございますが、80年代からの動向を見ますと減少傾向にあるといったことがございま

す。モジャコを採捕している県といたしましては、下のほうの棒グラフに関係の県を入れてござい

ます。

その後、10ページ以降、また資源の動向、漁業との関係について書いてございますけれども、申
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しましたとおり、ブリ類の資源、近年の加入が非常に良好で、歴史的に最も高い水準にあるという

ふうに考えられております。資源の水準は高位、動向は増加と判断されます。近年では北海道で多

獲されるなど、生息域、分布域が拡大しております。

なぜ資源量が増加したかということですが、先ほどもご意見がございましたけれども、海水温の

上昇が考えられるという科学的な意見が出ております。すなわち海洋の環境がブリ資源にとって都

合がよいといった状況が現在続いているのではないかというふうに言われております。

11ページ、引き続き資源動向でございますけれども、ブリにつきましては、生まれたばかりのモ

ジャコから成魚（３歳以上）まで、広く漁業の対象となっております。ただし、近年のモジャコの

採捕は資源に影響を与えるほどのものではないというふうに考えられております。全体としまして

は、現在はブリの資源に対して過大にならない水準で漁獲が行われていると考えておりますけれど

も、先ほど申しましたとおり、将来的に海洋環境が変化した際には、これは注意を要するのではな

いかと言われております。

その理由の一つといたしまして、このグラフに書いてございますとおり、青色がゼロ歳、それか

ら赤色が１歳の漁獲ですけれども、このゼロ歳魚、１歳魚の漁獲が相当な割合を占めております。

この場合、何かあったときに資源への影響が出て、資源量が減ってしまうといったことも懸念され

るところであります。

12ページに、現在のブリの資源管理の取り組み状況がございます。。国の資源管理指針におきま

しては、ブリについての特段の定めは現在のところございません。都道府県につきましては、漁獲

のある39都道府県のうち、ブリを魚種別の資源管理の対象と掲げているのは、高知県及び長崎県の

２県でございます。これは、下の表のほうに赤い色で書いております。

それから、ブリを漁獲する漁業種類として資源管理の指針の中に盛り込んでいますのは青森県か

ら岩手県など28県、これは青字で書いております。ただ、日本海沿岸では島根県、鳥取県、それか

ら石川県、これは白抜きで書いてございますが、青字の中に該当しております。

資源管理指針に定められた管理措置といたしましては、例として定置網、釣り、まき網等を載せ

ておりますけれども、休漁の設定、漁具の制限等々の取り組みを各地域で行っているということで

ございます。

最後に13ページ、まとめでございますが、ブリ類の資源につきましては、近年の加入状況が良好

で、これまでで最も高い水準にございます。水準は高位、動向は増加と判断されます。定置網漁業

におきます漁獲は大体全体の漁獲の40％を占めます。その漁獲のほとんどが定置網であるという県

が少なくありません。



- 38 -

現在は、資源に対して過大にならない水準で漁獲が行われておりますけれども、将来的に日本周

辺の海洋環境が変化した際には注意を要するということであります。例えば、今までと同じような

とり方をしていても、海洋環境によっては資源が急に落ち込むといったことも考えられるところで

あります。

現在、各都道府県が個別にブリの資源管理に取り組んでいる状況でありますけれども、県を越え

た広域的な資源管理の取り組みというものは今の時点ではございません。

資料の説明は以上でございます。

○橋本会長

説明ありがとうございました。

それでは、カタクチイワシに続きまして、ブリについても何かご意見等ありましたら幅広にお願

いしたいと思います。何かご意見のある委員の方、おられますでしょうか。

○田中委員

まき網漁業の田中です。私どもは、東シナ海の尖閣付近から済州島、対馬付近を主な漁場にして

まき網漁業をやっておりますけれども、ブリについては、地域的な変動は卓越年はありますが、全

体的にアジやサバ、またマグロに比べると比較的資源水準は漁獲量ともに安定しているわけですね。

また、全国的にとられている魚種でありますので、ＴＡＣやＴＡＥありきの管理方策については、

現時点では必要ではないんじゃないかと考えております。

そもそも数量規制をしながら何も管理していないという考え方がおかしいのであって、資源の評

価も行われております。ちゃんと資源動向もモニターされています。現状の措置も立派な管理体制

の一つであると思いますので、ブリについての公的規制は避けるべきだと考えております。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

田中委員からは、資源評価とか資源動向の分析とか、そういったモニタリングも含めて十分にさ

れており、現状ではＴＡＣのような公的な規制までは必要ないんじゃないかというご意見でござい

ました。

ほかに何かブリについてのご意見ございますでしょうか。

○森脇委員

まき網の森脇です。このブリの資源管理でございますが、このごろ北海道の定置にも入網したこ
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とのないブリが入ったり、三陸でもまき網が漁獲したりしております。

資源としては高位増加とありますが、先日の業界新聞では、資源が豊富であるので資源管理をし

なくてもよいというわけではないというふうな記事が載っておりました。

このブリ類につきましては、沿岸や定置などで漁獲される割合が多い魚種でございまして、資料

にもあるとおり40％を定置で漁獲しており、資源管理もなかなか難しいと思います。

このようなことから、資源管理もすぐにはできないと思いますが、今後資源管理を行うとすれば、

カタクチも含めてでございますが、どのようなイメージでなされるかというのをお聞きしたいです

が。

○橋本会長

カタクチも含めてということですが、こういった資源状況は今のところよいというような魚種に

ついての今後の資源管理の何かイメージみたいなものがありましたら、室長、よろしいですか。

○保科室長

次回の会議に少し今回いろいろご意見いただいたのも含めて整理をして、もう少しイメージを持

った説明を今度はしたいというふうに思っています。今日はは資源の状況とか漁獲の状況をどこで

とっているかとか、そういう実情をまずきちんとご理解いただくためにご説明させていただいて、

その上でご意見をいただき、それをとりあえずニュートラルに受けた上で、次回少し整理をしてお

話をして、今度はもう少し方向性を示した上でお話をできればして、議論していただければという

ふうに考えています。よろしくお願いします。

○橋本会長

よろしいですか。次回の広調委で、この話はこれで終わりというわけではなくて、こういったＴ

ＡＣ魚種に続くような漁獲量のあるような魚種の代表選手が今２つ出てきているわけですが、次回

の広調委ではもう少しこれらの魚種の管理についての方策について、少し事務局の詰めた案をご提

示してみたいということでございます。

ほかに、清野委員。

○清野委員

先ほどマグロでヨコワの話が出ていたんですけれども、ブリについてもヤズのレベルのものがど

のくらい捕獲されているかとか、もうちょっと生物学的に細かいデータがありましたら、それも多

分持っていらっしゃると思いますのでお示しいただくとよいのかなと思います。

これはいろんな漁業の関係の方、まき網も、そういう方も注意されて漁獲されているんですけれ

ども、どうしてもそういったいろんなサイズのものを巻いてしまうという現象もなきにしもあらず
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で、そこがちょっと魚価的に余り大したことがないために、ここに来られている方はそういうこと

はされているはずないんですけれども、洋上にそういうヨコワが浮いているとか、いろんな目撃が

ございます。ですから、いろんなご意見ございますけれども、やっぱりすごく地域を支えている大

事な魚種でございますので、いろいろご不便はあるかと思いますがそういう緊張感を持っていただ

いて、模範的な漁船と同等のことに業界全体が取り組まれる一つの目安になるんじゃないかなとい

うふうに思っております。

それから、資料の９ページでモジャコのグラフがございます。これモジャコがどんどん減ってお

りまして、それについてもまたより細かい情報をいただければと思っております。現在の平成23年

のモジャコをとっているところは主に太平洋岸でございます。ところが、玄界灘だとかそちらに関

しては、モジャコをとりに行くとモジャコがつくような海藻がごみまみれになっていたり、あと、

オイルボールでべとべとになっていて、逆にモジャコをとろうと思ってもごみをすくってしまうの

でどうにもならないということで、そういう理由で漁獲をしていないということがございます。

これ長期的に懸念されるのは、ご存じの東シナ海産卵場とか稚魚が育つところが猛烈に汚染され

てきているので、そこが流れ藻にもともとついていたものがごみにつくような状態になりかねない

ということで、海洋環境の中で人工物の漂流ごみにどう対応するかというのは、この魚種の命運が

かかっていると思います。これは見えるサイズだけじゃなくて、粉とか粒になったプラスチックと

か、そういうものとかと一緒にモジャコがいますので、万が一そういうものとかをモジャコが食べ

ていると、もう大きくならないうちに死んでしまうのではないかとか、さまざまな懸念が出ており

ます。

ですから、ぜひ東シナ海の海洋環境は、水温だけではなくて、本当に生態系の根幹を揺るがすよ

うな状況にありますので、ぜひ次回、そういうモジャコに関係するところの情報も関連する方から

集めていただけたらと思っています。

以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。

モジャコについて、特に東シナ海の環境の状況、モジャコの生息にかかわるような環境の状況が

清野委員から提示されましたので、そういった配慮も含めた情報がもし可能であれば、このブリに

ついての情報管理のあり方についてのときに混ぜて情報を提供していただけたらというふうに思い

ます。

ほかに、何かブリについてございますでしょうか。
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野村委員。

○野村（俊）委員

まき網の野村でございます。今、まさに３月、４月というのは、東シナ海でブリの盛漁期でござ

います。大体10キロ平均、９キロ、10キロ以上ですか、卵を抱卵した、本当に丸々と太ったブリで

ございます。我々がこのブリを漁獲し出して30年余りぐらいになると思います。その間、我々のと

る量的な変化を見れば、ある程度好不漁はあるけれども、安定してそういう魚体のブリがとれてお

ります。

先ほどのグラフで急激にブリの漁獲が伸びているのは、恐らくヤズとかワラサとか、小型のブリ

が東シナ海以外でとれているんじゃないかと私は思っております。だから、地域地域でとるものの

対象になるのが違うわけなんですね。ですから、地域地域で、国で規制をかけるべきではなく、地

域の話し合いで自主規制というか、そういうような感じでいくのが望ましいんじゃないかなと、そ

ういうふうに感じております。

○橋本会長

ありがとうございました。

野村委員からは、このブリの資源については、地域地域で対象としている漁法、漁獲方法も若干

異なって、対象としているブリ類の大きさといいますか、そういったものも違うので、それぞれの

地域ごとに管理をしたほうがいいんじゃないかと、こういうご意見でございました。そういうご意

見もあったということでテイクノートしていただけたらと。

ブリについて、ほかに何かご意見ありますでしょうか。

齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員

先ほどまき網の方がおっしゃった平成10年、ずっと上がっていますよね。ブリ類の小型の魚がと

れているんじゃないかというようなご指摘がございましたでしょうけれども、ただ、データによる

と、先ほどブリの漁獲については、定置の場合40％を占めているとおっしゃっていましたね。それ

で、このふえた時期でも、まさに定置も同様に40％を保ちながら漁獲量をされているんですか。

というのは、先ほどまき網の方がみんなおっしゃっていましたけれども、定置の場合は、皆さん

私が言うまでもなく原始的な漁法で、潮の流れ、あるいはそういう海流の流れで待ってとる漁法な

んですよね。ところが、まき網は魚群を追っかけていって、そして一網打尽に巻き取るという漁法

なんですよ。

だから、安定的にとれると言えばとれますよ。魚を追っかけているところに行ってとるんですか



- 42 -

ら、しかし定置の場合、４割というのは、まさにこれはうれしい限りで、その漁法にしては４割を

ずっとこれ、何十年も推移しているんでしょうけれども、それはまさにいいことだと思いますけれ

ども、ただ、極端にぼんと上がってきている。

ただ問題は、我々漁業者というのは海へ出て魚をとって幾らのもんですよね。安くてもとってこ

なくちゃ金にならないということで、今これだけ油が高くなっている場合でもある程度魚をとって

こないと、漁に出た以上は魚をとってこないと経営的に難しいという状況になってきました。そう

いう中で言うと、今、まき網の場合は安定的で魚をとるということがあるんでしょうけれども、こ

ういうある程度のデータで見ると、漁獲量、それから、漁獲高ですね、問題は単価ですね、単価が

どのように推移しているかというのも一つ考えなければならない問題じゃないかと思います。

先ほどまき網の方も今、安定しているからいいというもんじゃない、それぞれの地域で自粛した

りどうかしたりしないとというのは、やっぱりそこら辺もただとってくるだけでは、値段が幾ら豊

漁になっていても豊漁貧乏という言葉がありましたね。だから、ある程度魚価との兼ね合いを考え

ながら、いわゆるまき網について言うと、追っかけてとる魚ですから、やっぱりそこらのことも考

えながら資源管理するというか、そういう方向を見出していったらいいんじゃないかなと思います

けれども。

○橋本会長

ありがとうございました。

齋藤委員からは、漁業も経済活動ですから、たくさんとって何ぼというよりかは、生産金額とし

てちゃんと経済活動としてやっていけるかどうかということも重要であって、そうなると、やはり

大漁貧乏じゃないですけれども、どんどんとって安いのをカバーするだけだと今度は資源がおかし

くなっちゃうんじゃないかと。やっぱりそういう魚の単価というものの、こういうような資源状況

が今いいと言われているようなものについては、そういう経済的な結果というものも考慮しながら

とる量というのも検討していかなきゃいけないんじゃないかと、こういうお話がございましたので

管理の参考にしていただければと思いますけれども、何か。

○事務局（猪又）

事実関係だけ確認させていただきます。７ページ目でございますけれども、先ほどご説明しまし

たとおり、平成23年、７ページ目の左の円グラフがございますけれども、平成23年のブリ全体の漁

獲量のうち、要するに定置が40％を占めるという状況にございます。もちろん定置に関しましては、

年変動、また地域変動ございますけれども、これは23年の値を見た場合、かなり最新の状況かと思

います。
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それから、８ページ目は、先ほど申しましたとおり、各業種別の年度の推移、2002年以降でござ

いますけれども、まき網が増えておりますけれども、定置もそれだけ増えておりますので、全体の

割合というものはこのように推移している、両方増えているといった状況にございます。

それから、先ほど複数の先生方から意見、要望がございました。これは宿題としてこちらのほう

で考えさせていただきますので、次回の会議でお示しできればと思っております。

○橋本会長

ありがとうございます。

ほかに何か、ブリについてのご意見、今後の管理方針の検討について。

野村委員、どうぞ。

○野村（俊）委員

私が先ほど来言ったのは、東シナ海の特殊性のブリの漁場なんですね。結局、放卵ブリが南下し

てきます。しかし、我々が漁獲するのはポイント、ポイントの瀬付きのブリをするわけなんですね。

追っかけてはいないんです。それで、そこの瀬を待っているわけなんですね。ところが、その年度

年度によってどういうコースを通るかによって好不漁もありますし、空振りもあります。ただ、私

が言いたいのは、そういうむやみにとっているわけじゃなくして、天の恵みと思ってとっておるわ

けなんです。それと、自分自身もブリの資源を大変心配していますけれども、モジャコの採捕が少

なくなっているので、私はそっちのほうが影響が大きいんではないかと思っております。

ですから、ヤズにしろ、ワラサにしろ、余りとり過ぎないように、先ほど来おっしゃられた値段

との関係を含めて、そういう地域ごとの話し合いが必要じゃないかと、そういうふうに思っており

ます。

○橋本会長

ありがとうございました。

ほかにご意見ございますでしょうか。

清野委員。

○清野委員

すみません、今魚価の話、すごい大事で、福岡は本当にヤズとヨコワだらけの安いスーパーとか

もあるんですけれども、そういうサイズのものをかなりとっているだろうというのは消費者の方た

ちも思っているところなので、その分どんどん日本の漁船が苦労して漁獲をしていかなきゃいけな

いということなんだと思います。

だから、魚価のことと、それからサイズの小さいものを結構とって、さらにかなり安く出してい
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るという実態がありますので市場調査をしていただきたいのと、そこの安いところ、さらに韓国、

中国がどさっと福岡漁港とかに持ってくるので、本当にすごい長大なんですね。だから、私はクロ

マグロの後追いをブリがしてしまうんじゃないかということを懸念しておりますので、ぜひそうい

う意味での今までのクロマグロで議論したことをブリにも適用しながら、丁寧な管理をしていただ

けるように希望したいと思います。

○橋本会長

ありがとうございました。

○宮原次長

ブリの話を始めると私懐かしくなるのは、石川県で大騒ぎしたのを思い出すんですけれども、要

は、まき網性悪説みたいな話をしてもなかなか物事が進まない。今のお話ししているヤズでも、小

さい魚でも定置でもとれます。富山ですとか七尾、この定置というのは零細だなんていう言葉はと

ても通じないですね。本当に大型定置で来たものは全部とります。それは一網打尽という言葉を彼

らにも使えるような気が私はします。

そういうことを考えますと、やっぱりみんなでどっちが悪いという話じゃなくて、今、先生がお

っしゃっていたような値段のことも考え、やっぱり利口にとり、管理していくというのが大事だと

思いますので、ぜひそういう話し合いの場にしていただければというふうに思います。

○橋本会長

さすが元石川県の人。ちょっと石川ばっかりで。志幸委員。

○志幸委員

石川県は、これはいいことですけれども、まき網の人もよく聞いていただきたいことがあります。

今年、委員会の中で努力されて、石川県は大型まき網と刺し網と輪島の業者なんですけれども協定

書を結びまして、大型まき網のほうもブリなんかでも全部１カ所に持ってくるんですよ。全然考え

方が、まき網の鮮度差も違うんです。やはり鮮度保持、それからとらない、それでお互いに休漁日

を設定しながら、まき網が出たときに網は出ないとかいろんな協定書を結びまして、やっぱりお互

いに清野さん言われるとおり、消費者に好まれるような鮮度を保ち、それから好まれるような漁民

も生活できるような漁業契約を結んでやっているんですよ。お互いに参考にして、私は最終的に係

の人に、熊谷さんにも、また石川県の人の協定書を見ていただきたいなと思って、常に説明してい

ただきたいと思います。石川県のほうは、生意気なようですけれども、結構前進しております。

以上でございます。参考にしてください。

○橋本会長
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ありがとうございます。

いずれからも貴重なご意見をいただいておりますので、ほかにブリについては、この際、何かご

意見をいただけませんでしょうか。

時間のことばかり言うと怒られそうですけれども、大体予定していた時刻を少し過ぎております

ので、もしよろしかったらここまでいろいろ皆さんからご意見をいただいたことを参考にしながら、

今後のカタクチイワシとかブリについての資源管理の検討を進めていただくようにお願いしたいと

思いますが、それでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

また、これは次回についても何らかのご報告をいただけるということで。

それでは、よろしいでしょうか。次の議題に移りたいと思います。

資源管理に関する連絡・報告事項についてでございます。平成25年度の予算要求というか、概算

決定した予算について、お願いしたいと思います。

これは鏑木さん。

○事務局（鏑木）

それでは、時間もございませんので簡単にご報告いたします。資料５をごらんください。

これまでもこの会議でご報告してまいりましたが、この資源管理に関します予算についてまとめ

たものを資料としてご用意しております。概算要求表の内容でございますが、従来と内容は変わっ

ておりません。変わっておるのは金額のみということでご理解いただければと思います。というこ

とで、適宜お目通しいただければというふうに思います。

簡単でございますが、以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございます。

ＰＲ版のほうで、後でお目通しいただきたいというふうに思います。

それでは、最後の議題になると思いますが、次第では議題の６でその他という議題になってござ

います。具体的に決まっておった内容の議事次第の事項は全て終わりましたが、この、その他の事

項の中で議事の中で聞き忘れたこととか、この機会なので何か話をしておきたいというようなこと

があればご意見をちょうだいしたいと思いますが、何かございませんでしょうか。

志幸委員、どうぞ。

○志幸委員

皆さんにご理解と要望でございますけれども、石川県の漁業調整委員会の中でも賛同いただいて、
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これは全国広域の人たちの皆さんの了解を得てまた水産庁のほうにまたお願いして、何か行動して

いただいたほうがいいんじゃないかということを提案したいと思いますので、これについてはまた

難しい問題ですので、文章を読み上げて説明に移りたいと思いますので、よろしくお願いします。

ロシア水域における中国漁船の違法操業への対応でございますけれども、日本海におけるロシア

水域においては、一昨年から中国トロール漁船によるスルメイカの操業が目立っております。本県

の中型イカ釣り船団が、100隻規模の中国漁船が操業しているのを目撃したとの情報もあります。

このような中国トロール漁船の操業については、業界でロシア側、ウラジオストックに確認したと

ころでございます。

中国漁船には許可を発給していないとお聞き及んでおります。公然と違法操業が行われている実

態にありますけれども、日本国内では最重要資源であるスルメイカについてはＴＡＣを定める等厳

格な資源管理をしているところであり、また、韓国とは民間レベルで日韓民間イカ釣り漁業協議会

を通じて操業等に係る意見交換を行い、資源の維持管理に最大限の努力を行っているところであり

ます。

将来にわたって日本海におけるスルメイカを安定的に漁獲していくためには、ロシア水域におけ

る中国漁船の違法操業は重大な問題であり、韓国政府とも連携し、ロシア政府に対しては、徹底し

た取り締まりを中国政府に対しては違法操業の根絶を強く要望していきたいと考えております。

そういうことで皆さんの、石川県の漁業調整委員会では、これは皆さん全員の要望としまして今

ここへ読み上げたわけであります。石川県は、本当に中型沖合イカ釣り漁業を主として、小木漁協

の主とした漁業ですので、また皆さんのご理解をひとつよろしくお願いしたいなと思います。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

水産庁のほう。

○宮原次長

正確に言うと、このイカ釣りの漁業、中国沖に起因したイカ釣りの漁業ですが、これは二、三年

前から日本の取締船もこの行動については注視してきています。どういう形態でやっているかとい

うことについては、これは北朝鮮と中国の合弁という形でやっていると。北朝鮮の海域でやってい

れば我々は口を出せない、それから、ロシアには北朝鮮として許可をもらっているというふうに理

解しています。ただ、やっている水域がご案内のとおり、今おっしゃっていたように大和堆の北の

いわば線がはっきりしないところでやろうとしていますので、そういう係争水域には絶対出てくる
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なということを中国側には今徹底させてやらせていますし、ロシア側にもどういう経緯で許可を出

して、どういう資源管理をしているのかということを問い合わせて申し入れをしているという状況

なので、非常に扱いづらい案件なんですが、対応はしているということはご理解ください。単純な

違反問題じゃないので、そういうことだけはご理解いただければというふうに思います。

○大久保委員

今の石川県の方の質問に対しまして、私は長崎県のイカ釣り協議会の会長もしております。今年

度は、前年度から見たら50％の漁模様です。私が懸念しているのは大和堆周辺、それの200海里、

冷凍船なんかは中国の底びき船で操業できないという情報ですよね。その中で一番懸念するのは、

スルメイカが対馬海峡に産卵に来るイカが、水産試験場のデータでは９億匹、それで産卵するのが

26億匹産卵するわけです。この南下してくるイカが途中でとめられてしまったら対馬海峡が原点で

あって、それから太平洋、日本海を北上して１年また産卵に来るわけですよね。こういう状況の中

にイカの資源が私は、対馬海峡に来なくなるんじゃないだろうかと、そういう心配をしております。

それともう一つは、三、四年ぐらいまではメスイカが多かったわけです。産卵に来ているので、

しかし今はオスイカが多いわけですよ。水温の上昇で産卵の場所が変わったというのはあると思う

んですけれども、資源が減っているのは間違いないですね。今、石川県の方が言われるとおり、私

もすごくこれに対しましては懸念しております。何とかスルメイカがいなくなったら、対馬海峡に

来なくなったらマグロも来なくなる、魚も来なくなる、海の資源ではプランクトン、スルメイカ、

イワシと、私は貴重な資源と思っているんですね。そういう中でぜひ、よその国ですからなかなか

うまくいかんとは思いますけれども、宮原次長さん、よろしくお願いします。

○橋本会長

貴重なご意見ありがとうございました。

ほかに何か、このその他のところで。

先に、志幸委員。

○志幸委員

どうもいろいろとありがとうございます。私も同感でございます。

私ちょっとこれは、こういう調整には趣旨がちょっと横をずれるかもしれませんけれども、環境

問題、このこともちらっと石川県の委員会の中で持ち上がっているものですから、これも一つ提言

しておきたいなと思うんです。

これは定置漁業、今、石川県は定置漁業の免許の切り換え時なんです。それについてみんな企業

の方々、漁民の方々の老齢化、それからやめるという人もいて、それは定置を敷設したままやめて
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いくと、それから、漁船漁業に対しては漁船の老齢化になって、そのまま放置したままで漁業をや

めるという人もおりますので、今、石川県漁協と県のほうと調整しながら、うちのほうもその問題

を今とっかかって、これから環境問題にとりかかっていきましょうという言葉があるということだ

け、また石川県が環境問題を進めていこうということで委員会もやっておるということを報告した

いなと、皆さんもどうですかということをここで報告しておきます。

以上でございます。２点、お願いいたします。

○橋本会長

じゃあ、続きまして、小田委員。

○小田委員

時間がないので最後に。私は、この５号事案の、事務局から話がありました。何も変わっていな

いけれども予算だけが余計ついたと、こういうことで、雑駁に私は言いますけれども、ただ、これ

で私たちも本当に予算が余計ついて大変よろしいことで、そこで私が一言言いたいのは担い手対策

のことでございます。

漁師の孫が漁師をするというのにそれに何の支援もない。自分が年とってやめるときに、子供は

継がないが孫が継ぐするというときに、その子供にも孫にもこういう対策の支援はない。他人には

あるのに。船もある、出資金もみんな持っているのに、年をとって孫が跡取りになるといっても、

その孫に対する支援がないなんて、そんなばかな話はない。

これまで基盤をつくった人が後継者がなくて、他人の何にも関係ない、サラリーマンの人はどん

どん支援していくって、ましてみんな小さいときから、高校さ上がれば、やっぱりいつ漁師になる

かわからないのに、船長免状までとらしても何にもない、今のあれは船長免状もとらすけどあれが

ないんですよ、これは、そうしたらもっと漁師の子供にも孫にも何でそういう支援がされないんだ

と、それを私は今日はどういう関係でこんなことを言っているのか、そこをひとつ聞いて、これか

らすぐには直せんだろうけれども、そういう漁業者の孫にも子にも支援をされるような制度に私は

してもらいたいと思っていますが、それを頼みます。

○橋本会長

後継者対策にかかわるような重要なご意見をいただきましたけれども。たしか担い手の対策につ

いては、予算でも今、この資料の中には入っていませんけれども、新年度の対策の中で何か後継者

育成のものがあったような記憶があるんですけれども、きょうは残念ながらちょっと担当者がおら

ないので、必要に応じてまた委員に情報も提供しながらやっていかれたらと思います。

委員のご意見を集約すれば、広域漁調委で資源にやさしくとの話をずっとしているんだけれども、



- 49 -

ちゃんと経営する後継者だとか、漁業経営のほうにもやさしいような支援をちゃんと考えてやって

ほしいと、こういうことだと思いますので、関係の部署にもそういう意見があったということをお

伝え願いたいと思います。

それでは、時間も大分迫ってまいりましたので……、齋藤委員。

○齋藤委員

もう一点だけ、水産庁の方、今これだけアベノミクスだとかいって円安が歓迎されていますけれ

ども、それと同時に燃油が100円割になりました。とても我々沿岸漁業はやっていけません。また

新たなる燃油対策を政府のほうで考えてもらえるように、ひとつ水産庁から何とかお願いします。

○志幸委員

大賛成。

○橋本会長

燃油の問題は、私の本業の遠洋のマグロ漁業でも大変問題になっておりますので、そういうご意

見があったということをテイクノートして。

それでは、ちょっと時間もございますので、今後の日程につきまして、事務局のほうからご連絡

をお願いしたいと思います。

○事務局（鏑木）

それでは、簡単に、次回につきましては、９月から10月の開催を考えております。なお、このと

きには九州・西日本海・西日本海北の各部会も開催する予定でございます。総合しながら、会長及

び委員の皆様のご都合を聞きながら、追って詳しいご連絡をしたいと思いますので、またよろしく

お願いいたします。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

次回の秋の委員会はいつもでしたら11月ぐらいになるんですが、本年は９月ないし10月ごろに実

施したいという予定だそうですので、委員の皆様方においても、そのころのご予定はまたよろしく

お願いしたいと思います。

それでは、本日の委員会はこれにて閉会したいと思いますが、委員の皆様におかれましては、議

事進行へのご協力、あるいは貴重なご意見をありがとうございました。

なお、いつも言っておりますが、議事録署名人に指名させていただきました北海道の市山委員、
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農林水産大臣選任委員の田中委員、このお二方には、後日、事務局から本委員会の議事録が送付さ

れますので、署名のほうよろしくお願いしたいと思います。

それでは、長い間、大変ご苦労さまでございました。これをもちまして、第21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。どうも長時間ありがとうございました。

○事務局（鏑木）

どうもありがとうございました。１点、事務局からお知らせします。

先ほど、マグロのときにＡＰ通信の記事の話がございましたが、その記事を出て左側のところに

用意してありますので、ご興味がおありの方はお手にとっていただければと思いますので、よろし

くお願いします。記事が置いてありますので、お手にとってください。よろしくお願いします。

閉 会


