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１．開催日時

平成２７年３月１７日（火）１３：５８～１６：５１

２．開催場所

シェーンバッハ・サボー 淀信濃会議室

（東京都千代田区平河町２－７－５）

３．出席委員

【会長】

学識経験者 橋本 明彦

【都道府県海区互選委員】

北海道連合海区 市山 亮悦

秋田海区 佐々木 健

山形海区 加藤 栄

富山海区 松野 均

石川海区 志幸 松栄

福井海区 齊藤 洋一

京都海区 西川 順之輔

島根海区 肥後 和雄

山口海区 上野 知昭

福岡海区 本田 清一郎

佐賀海区 杠 学

長崎海区 大久保 照享

熊本海区 福田 靖

鹿児島海区 野村 義也

沖縄海区 山川 義昭
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【農林水産大臣選任委員】

漁業者代表 金子 岩久

漁業者代表 濵田 憲志

漁業者代表 中川 善文

漁業者代表 森脇 寛

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

４．議題

（１）広域魚種の資源管理について

１ 部会における取組報告

２ 日本海西部・九州南部マアジ・マサバ・マイワシ広域資源管理の方針の概要

３ 資源管理のあり方検討会後の取組

４ 太平洋クロマグロの資源管理

５ ＴＡＣ対象魚種以外の広域重要魚種の資源管理

（２）広域資源管理に関する広域漁業調整委員会指示について

１ 九州・山口北西海域トラフグ

２ 有明海ガザミ

（３） 平成27年度資源管理関係予算の概要

（４） その他

１ 国が行う漁場整備事業（フロンティア漁場整備事業）について
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５．議事内容

開 会

○事務局（城崎）

ちょっと時間が早いようでありますけれども、皆さんお揃いですので、ただいまから第25回日

本海・九州西広域漁業調整委員会を開催いたします。

本日は海区互選委員のうち、青森県の角田委員、新潟県の小田委員、兵庫県の吉岡委員、鳥取

県の生越委員の４名が、そして大臣選任委員のうち、伊藤委員、安成委員の２人が事情でやむを

得ずご欠席となっております。委員定数29名のうち、定足数であります過半数を超える23名の委

員のご出席を賜っておりますので、漁業法第114条で準用いたします101条の規定に基づきまして、

本委員会は成立していることをまずご報告申し上げます。

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

橋本でございます。皆様本日は大変年度末のお忙しいときに出席を賜りまして、誠にありがと

うございます。早いもので、東日本の大震災から丸４年が経過いたしました。漁業や養殖業の生

産は戻ってきているということでございますが、地域としてはまだまだとのことで、この場をお

借りいたしまして、早期の復興を祈念するものでございます。

それでは、本日は水産庁から枝元資源管理部長、長谷増殖推進部長、堤坂管理課長、加藤漁業

調整課長、それから黒萩管理課資源管理推進室長、それから国会で遅れているようですが、後ほ

ど藤田漁業調整課沿岸・遊漁室長も来られる予定です。その他、多数の方に臨席をいただいてお

ります。

それでは、議事に入ります前に水産庁の枝元資源管理部長からご挨拶をいただきたいと思いま

す。

○枝元資源管理部長

ご苦労さまでございます。水産庁の枝元でございます。一言ご挨拶を申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、年度末のご多忙の中、ご出席を賜り本当にありがとうござい

ます。また、日頃より資源管理、漁業調整など、各種課題にご尽力を賜り、改めて御礼申し上げ

ます。橋本会長からもお話しございましたが、東日本大震災の発生から４年目を迎えました。さ

きの大震災では、多くの尊い命が失われ、水産業も甚大な被害を被りました。この間、水産業の

早い復興を目指しまして、これまで委員の皆様方から様々なご指導、ご助言をいただきながら、
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私どもも様々取り組んでまいりました。引き続き、皆様のご協力をいただきながら、水産庁とし

ても全力を尽くしてまいりたいと存じておりますので、またご協力、お願い申し上げます。

本日の委員会でございますが、マアジなど、従来より取り組んでいる魚種の資源管理に加えま

して、昨年、水産庁に設置された資源管理のあり方検討会を受けた取組の状況といたしまして、

資源管理指針・計画体制の評価・検証、トラフグに関する漁法や地域を越えた取組、本年１月か

ら始めました太平洋クロマグロ資源管理の取組など、当委員会と関係の深い事項を中心にご説明

したいと考えております。加えて栽培漁業に関連いたしまして、第７次栽培漁業基本方針の策定

状況、水産日本の復活に向けて取り組んでおります浜の活力再生プランの現状についてもご説明

をさせていただきます。また、東京電力福島第一原子力発電所事故以来実施しております、水産

物の放射性物質調査の現状につきましてもご紹介をいたします。

委員の皆様方におかれましては、是非活発なご意見をいただきまして、皆様方のご意見も踏ま

えまして、資源の回復・管理に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

○橋本会長

枝元部長、どうもありがとうございました。

続きまして、配付資料の確認を事務局からお願いいたしたいと思います。

○事務局（城崎）

それでは、資料の確認をいたします。本日、お配りしている資料ですが、まず議事次第、その

後ろに委員名簿、配席図、出席者名簿、このホッチキスどめのものが１つございます。その他、

本日説明させていただく資料が１から７までございまして、詳しくは資料１－１としまして、委

員会での資源管理取組状況の１枚紙、１－２としまして、マアジ、マサバ、マイワシの関係資料、

裏表両面でございます。１－３としまして、資源管理あり方検討会の取りまとめを受けての対応

ということで、１－３、両面のものでございます。

続きまして、マグロの資料、３種類ございまして、１つは横置きの資料で、１－４－１太平洋

クロマグロ資源管理についてという横置きの資料でございます。そしてこの１－４－１の参考資

料として、縦置きの資料を用意してございます。そして１－４－２としまして、沿岸クロマグロ

漁業承認制に係る漁獲実績報告についてという両面書きの資料が１枚ございます。

続きまして、１－５としまして、TAC対象以外の広域重要魚種の資源管理に向けた整理表とい

うホッチキスどめのものが１つつけてございます。

続きまして、資料２－１－１としまして、トラフグにかかわります広域漁業調整委員会の関係

の資料がございます。資料２－１－２としまして、トラフグの資源管理についてというホッチキ
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スどめのものが１つございます。そして資料２－２としまして、ガザミにかかわります委員会指

針の関係資料が両面書きで１枚入ってございます。

そして資料３でありますけれども、こちらは予算の状況ということで、資源管理の推進という

ホッチキスどめの資料がつけてございます。資料４としましては、フロンティア漁場整備事業の

概要の裏表の１枚紙がつけてございます。資料５としまして、第７次栽培漁業基本方針の概要で

ございます。資料６としまして、「浜の活力再生プラン」の資料でございます。 後、資料７が、

水産物の放射性物質調査についての資料でございます。

配付資料は以上でございます。不足等ございましたら、事務局までお申しつけください。また、

説明の途中でも構いませんので、もし落丁等ありますれば、その都度、事務局までお知らせいた

だければと思っております。お手元の資料はよろしいでしょうか。ありがとうございます。

それでは、橋本会長、よろしくお願いします。

○橋本会長

それでは、議事に移ります前に、後日まとめられます本委員会の議事録署名人を選出しておく

必要がございます。委員会の事務規程第12条により、会長の私から毎回僭越ではございますが、

ご指名をさせていただきたいと思います。まず、都道府県海区互選委員からは京都府の西川順之

輔委員、それから農林水産大臣選任委員からは中川善文委員、以上のお二方に本日の委員会の議

事録署名人をお願いいたしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。

それでは、議題（１）に入ります。（１）は広域魚種の資源管理について、ここで大きく５つ

の議題、議事を用意してございます。

まずは１つ目の部会における取組報告。トラフグ、マチ類、ガザミについて、部会の取組報告

を事務局より説明をいたします。

○事務局（城崎）

それでは、説明いたします。資料１－１をお手元にご用意ください。資料１－１、ここには１

から17まで魚種が並んでございます。こちらの17が設置をされております３つの広域漁業調整委

員会で取り扱っている魚でございまして、この日本海・九州西広域漁業調整委員会では、１番の

スケトウダラ日本海北部系群、10番の日本海北部マガレイ、ハタハタ、11番の日本海沖合ベニズ

ワイガニ、12番の日本海西部・九州西海域マアジ、マサバ、マイワシ、13番の日本海西部アカガ

レイ、ズワイガニ、14番有明海ガザミ、15番九州・山口北西海域トラフグ、16番の南西諸島海域

マチ類、 後に17番の太平洋クロマグロ、これがこの日本海・九州西広域漁業調整委員会で扱っ

ている魚種でありまして、このうち、本日午前中に開催されました九州西部会では、14番、15番、
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16番、ガザミ、トラフグ、マチ類について扱っております。

本日はこの他には12番のマアジについてもお話をさせてもらいますし、17番についても別に項

目を設けてご説明する予定でございます。部会で取り扱いました３つの魚種につきましては、ま

ずガザミについては従来まで委員会指示で採捕制限をかけておりましたけれども、その延長をす

るということを部会のご了解いただきましたので、こちら本委員会で委員会指示の発出について

ご審議いただくと、このような予定にしております。

15番、トラフグにつきましては、こちらも委員会指示を従来出しておりましたけれども、委員

会指示のうち、操業期間を若干一部変更した内容で、引き続き委員会指示を出すということで、

部会のご審議、終了しておりますけれども、これにつきましても本委員会で委員会指示の発出に

ついてご判断いただくと、このような予定にしております。

マチ類につきましては、平成26年度の取組状況に加えて、27年度取組として、沖縄県の山川委

員から、沖縄海区での委員会指示の取扱状況についてのご説明がございました。その際に、山川

委員からは、中国サンゴ船の取扱いについてご質問がございまして、これにつきましては本委員

会でご説明させていただきますという話をさせてもらいましたので、まず冒頭に日本と中国の交

渉を担当しております水産庁の枝元管理部長から、状況について簡単にご説明いただきたいと思

っております。

よろしくお願いいたします。

○枝元資源管理部長

午前中の部会で山川委員から、中国サンゴ船についてのご質問があったと伺っております。中

国のサンゴ船、沖縄の例えば宝山曽根等で沖縄の水域、また去年の秋には小笠原等々で、日本の

宝石サンゴを狙って密漁を繰り返すという非常にゆゆしき事態がございました。そういう関係で

昨年12月でございますが、日中の漁業共同委員会で相当の時間を割きまして、このサンゴ問題に

ついても中国と議論し、交渉を行ったところでございます。その結果としてこのサンゴ船自体と

いいますか、中国の国内法において宝石サンゴ自体の採捕というのは禁止されておりますので、

中国の国内法違反でもございます。そういう意味ではサンゴ船なるものは中国には本来存在して

はいけない存在でございます。そういうことは中国当局としてもちゃんと認識の上で、ともかく

まず中国の国内においてサンゴ船を外に出さないということを基本に、中国の国内での港なり、

あと流通等も含めた地上、そういうところでの取り締まりをきちっと強化するということで合意

をいたしました。

そうは言っても、違法を承知でやっている人たちですので、当然出てくる可能性もあるわけで
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ございますけれども、私どもも沖縄海域等々、海保とも連携をして、様々な監視をやっておりま

すが、通常、こういう外交関係で問題が生じますと、いわゆる外交ルートと言われる外務省を通

じての色々なやりとりになるわけでございますが、こういう中国サンゴ船を例えばどこかで見つ

けたというようなことは、もう一分一秒を争いますので、水産庁と中国の漁業局の間にホットラ

インというのを設けまして、外交ルートを通じなくても水産庁から直接中国の漁業局に連絡をし、

そこからその船等に対して引き返すようにということも含めて対応するというようなことで、合

意をしたところでございます。

現時点においては、沖縄海域においてもサンゴ船はもういなくなっておりますけれども、私ど

もとしては引き続き警戒を緩めずにやっていきたいと思っております。

また、中国も、浙江省と福建省にこういう違法の集団が多いんですけれども、そういう地方に

おきまして、漁業当局だけではなくて、漁業当局、あと取り締まりの部局、あと船の管理をして

いる日本でいう運輸省みたいなところ等と特別のチームを組んで、また国のレベルでは外交部が

中心になって、そういうチームを組んで様々な取組をしていると承知をしております。中国側の

取組をきちっと続けるように、我々もさらに様々なことを中国に申していきたいと思いますし、

現場でも監視を強めて、先ほど申し上げたような合意内容に沿って、ともかく日本に来させない

ということを基本に対応してまいりたいと考えております。

○事務局（城崎）

ありがとうございます。今の３つの魚種以外にも、委員からは幾つかのご指摘、ご質問がござ

いました。１つは漁業者代表の川越委員からございましたけれども、有明海のノリの酸処理剤を

めぐっての訴訟について、その経緯なり現状なり、それについてのご質問がございました。早速

こちらの件、水産庁の栽培養殖課が担当しておりますが、こちらに問い合わせをしたところ、３

月５日に熊本地裁に提訴された訴訟については、福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県の漁業者及び

住民が、有明海の魚介の不漁は、ノリ養殖に使っている酸処理剤が原因であるとして、その使用

を禁止しない国に対して、慰謝料と水産庁通知の違法性の確認を求める内容であるということは、

報道によって承知している状況でございます。しかしながら、まだ訴状が届いていない状況のた

め、今後は訴状の内容を精査、確認をした上で対応を検討してまいりたいと、このような状況で

ございます。川越委員からは、やはり有明海とは場所が違っても、兵庫県、ノリの生産、重要基

幹産業でありますので、酸処理剤の影響はどうかということもご不安だったかと思いますけれど

も、酸処理剤につきましてはこれまでも水産庁及び環境省がたびたび調査をやっておりまして、

酸処理剤が底質悪化の要因になる可能性は少ないですが、色々な知見がわかっております。
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一方で、酸処理剤が魚介の不漁の原因であることを裏づける知見はこれまで得られていないと

いう状況でございます。この酸処理剤につきましても状況が動き次第、また情報共有をさせてい

ただきたいと思っております。

また、学識経験者の清野委員からは、資源管理の取組をもっと積極的に一般市民に向けて公表、

PRすべきであると、ご指摘もいただきました。すなわち漁業者の取組は非常に切り詰めた取組の

中で、色々頑張っているものが漁業者の中でしか知られていなくて、もっと幅広く一般社会に広

報しながら、水産業を進めていくべきだろうということも、これもたびたび部会でご指摘いただ

いておりますけれども、今回もそういうご意見を頂戴いたしまして、どのような広報の仕方がい

いのか含めて、これからの資源管理の推進、あるいは水産行政に生かしていきたいと考えており

ます。

以上が今日の午前中に開催されました九州西部会での議論の状況でございます。以上でござい

ます。

○橋本会長

ありがとうございました。九州西部会における取組報告と、その部会で発言のございました川

越委員、山川委員、清野委員からのご発言に対する回答というか、応答でございました。

この取組報告につきまして、何かご質問等ございますか。３委員たちも今の回答でよろしいで

しょうか。

それでは、引き続き２つ目の１－２ですが、日本海西部・九州南部マアジ・マサバ・マイワシ

の広域資源管理について、事務局よりご説明をいたします。

○小林課長

日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）広域資源管理方針に基づいて資源管理計

画で取り組まれている資源管理の状況について、ご説明申し上げます。九州漁業調整事務所沖合

課の小林と申します。失礼いたしますが、座ってご説明させていただきます。

今期の取組状況でございますが、資料につきましては１－２に基づきましてご説明いたします。

前回の広調委でも取組状況についてご説明させていただきましたが、その後、２月末までの状

況につきまして、大中型まき網漁業におきましては、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の取組といたしまして、九州北方沖合から山陰沖合の海域

におきまして、マアジ等の小型魚を主体とする漁場形成がありましたことから、当該海域で操業

する全船が協調し、１回（１晩）の一斉休漁措置を実施いたしております。また、中型まき網漁

業におきましては、長崎県旋網漁業協同組合の取組といたしまして、漁場移動を39回、秋以降で
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いいますと、19回追加で取り組まれているという状況でございます。取組内容につきましては、

従前から実施されている取組を後退させることなく、継続して実施しているところでございます。

前回の広調委でも若干ご説明させていただきましたが、資源管理方針の改定でございますが、

参画団体で構成される広域資源管理検討会議で調整を図っております。お手元の資料の裏面でご

ざいます。裏面に管理方針の概要をつけておりますので、こちらに沿って簡単にご説明申し上げ

ます。

マアジ（マサバ・マイワシ）は広域に分布回遊する資源でありますので、広域での取組が必要

となっており、継続して取り組むこととしております。取組目標、講じる措置につきましては、

記載のとおりとなっておりますが、小型魚への漁獲圧の低減、増大しないようにする取組を行い

ながら、親魚量の維持・回復を図ることとしております。

この他、特定漁港漁場整備事業により、五島西方沖において実施しております湧昇流漁場での

対象魚種の操業自粛についての取組につきましては、本年度当初から取り組むこととしておりま

したが、予算年限が本年10月末まで延長されたということに伴いまして、工事完了後から操業自

粛に取り組んでいただくということになっております。工事が完了いたしましたら、関係者の

方々に周知させていただくこととしておりますので、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。ただいまの説明について、何かご質問、ご意見等はございますでし

ょうか。よろしいですか。

それでは、特にないようですので、続きまして、３点目の資源管理のあり方検討会の取りまと

めを受けての対応という議題に移りたいと思います。

前回の委員会では、資源管理のあり方検討会で議論された資源管理の方向性等について説明を

いたしましたが、その後、現在に至るまでの対応、あるいは進捗状況、そういったものについて、

事務局から説明をいたしたいと思います。

よろしくお願いします。

○事務局（城崎）

それでは、資料１－３をお手元にご用意ください。資料１－３は資源管理のあり方検討会の取

りまとめを受けての対応についてということで、昨年３月に水産庁が設置されました有識者によ

る資源管理のあり方検討会、その後、７月には取りまとめを行っておりますが、その取りまとめ

を受けての取組というのを書いてございます。昨年の11月にも同様な資料を説明させてもらいま
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したけれども、それ以降の進捗状況をまとめたものでございます。そして、資料は裏面にも及ん

でおりますけれども、各項目には○印と、その下に四角で囲ってございます。この○印と四角の

部分は、あり方検討会のその提言の部分と合っているものでございます。順番にご説明いたしま

す。

１つ目の○印は、自主的資源管理の高度化ということで、あり方検討会では四角の中に書いて

ありますように、資源管理指針・計画体制の効果等について漁業者自らが評価・検証を実施すべ

き、これがあり方検討会の提言でございました。今の進捗状況でありますが、この計画は全部で

大臣管理漁業が14計画、都道府県管理漁業が1,680の計画がございます。これらの全てについて、

漁業者の目線による自己点検を２月中に実施をして、今水産庁で 終的な取りまとめを行ってい

る状況でございます。この自己点検といいますのは３行目に書いてありますとおり、漁獲量の変

化ですとか、CPUEの変化、また資源の状況というものを漁業者の感覚でどうだろうかと。資源管

理が始まる前後でどう変わったかというのを、漁業者の感覚で自己点検をしてもらうというもの

であります。この自己点検が今一区切りをつけておりますので、平成27年度からはこの資源管理

指針・計画体制の全体について、国及び都道府県が評価・検証を行って、良いものはそのまま継

続してもらう、修正点があるところはすぐ見直しをして、高度化を図ってもらう。このような取

組を今後進めてまいるところであります。

この計画は非常に多数ございまして、県、あるいは県の中にも地域によって千差万別という状

況で、なかなか評価・検証するにも、一つの様式でできるものではありませんで、このため、水

産庁では先日各都道府県の資源管理担当者に東京にお越しいただきまして、評価・検証の手順で

すとか、具体的な方法について事例を挙げながら説明をしているところであります。今現在、各

都道府県がそのような資料を持ち帰って、各県用に色々な準備をしている、そういう状況でござ

います。

そして、２つ目の○印としますと、あり方検討会では個別の魚種４種について議論がございま

した。まず１つ目、マサバ太平洋系群でございます。四角の中にありますとおり、大中型まき網

漁業の一部漁船が、本年、これは平成26年でありますけれども、秋を目途に試験的なIQ方式に着

手をする。これがあり方検討会の提言でございました。これにつきましては現状では北部太平洋

海区において、収益性の向上のための実証事業に取り組んでいる大中型まき網の10隻のうちの半

分の５隻について、平成26年10月から本年６月までの９カ月間、試験的なIQを実施している 中

でありまして、現在、データの収集を実施中であります。この６月の試験実施が終わり、状況の

分析等終わりましたら、また皆様方にご紹介したいと思っております。
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裏面をお開きください。２つ目の魚種としまして、スケトウダラ日本海北部系群であります。

あり方検討会では、四角の中にありますとおり、TACをABCと等量か近いものとして、TAC以外の

資源管理も実施しながら、漁業者の窮状緩和措置等を総合的に検討するということが提言でござ

いました。これを踏まえまして、TAC設定に関する意見交換会を経まして、本年２月に開催され

ました水産政策審議会において、平成27年度の漁期、これは４月から翌年３月までありますけれ

ども、この漁期のTACをABCと等量にするということで、答申を受けていただいております。この

TAC管理の方法とTAC減少に伴う影響緩和策について、北海道の関係漁業者の方々と調整を行って

いるところが今現状でございます。

３つ目の魚種、太平洋クロマグロであります。太平洋クロマグロにつきましては、2015年以降

の未成魚の漁獲上限を4,007トンとし、漁獲をモニタリングしつつ管理するということがあり方

検討会の提言でございました。これにつきましては、後ほど１つの項目を設けて詳しくご紹介を

したいと思っておりますけれども、概略を記しますとここに書いてありますとおり、本年１月１

日より、30キロ未満の小型魚の漁獲量を半減させる取組が開始されているところでありまして、

それぞれ漁獲上限というものを沿岸漁業では2,007トン、大中型まき網が2,000トンと振り分けを

しております。また、沿岸漁業につきましては、全国を６ブロックに分けて、ブロックごとに今

管理をしている 中でございまして、また漁獲のモニタリングにつきましても、本年１月以降は

本格実施に移行しておりまして、その状況というのを日々集計している状況でございます。これ

につきましては、後ほど詳しくご説明したいと思っております。

４番目にトラフグでございます。トラフグにつきましては、関係漁業者等が参画する横断的な

検討の場を設け、統一的な方針のもとで資源管理を推進するというご提言をいただきました。こ

れにつきましても、後ほど１つの項目を設けてご説明したいと思っておりますが、昨年11月、こ

のあり方検討会の提言を受けまして、トラフグの漁獲のある20府県の関係漁業者、行政・試験研

究機関、それに市場関係者の参加もいただきまして、トラフグ資源管理検討会議を下関市で開催

をしております。こちらでの検討会議での状況についても、後ほど詳しくご紹介したいと思って

おります。

資源管理のあり方検討会後の取組についての説明は以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

ただいま資源管理のあり方検討会の取りまとめに対して、それぞれの項目ごとに現在までの対

応状況、あるいは進捗の説明がございました。クロマグロやトラフグについては後ほどの別の議
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案について、もう少し詳しく説明をしたいということでございます。

ただいまの説明につきまして、何かご意見やご質問はございませんでしょうか。

清野委員。

○清野委員

資源管理のあり方で、魚については随分色々な努力を漁業者の方、行政の方もしていただいて

いると思います。この魚がいなくなって、漁業がかなり厳しくなると、人間の社会への影響とい

うのはすごく大きいんだと思うんですね。九州西部の離島などにおいては、例えばまき網の会社

が廃業されたりすると、本当にその漁村自体が成立しなくなって、どんどん島自体が衰退してい

くというような状況が始まっております。

ご質問としては、そういう自然資源が状態が悪くなって、社会にどういうふうに波及していく

かとか、そういうインパクトの影響評価とか、そういうものは水産庁でされているんだと思いま

すが、そういうことがあったらご紹介をというのが１つと、もうこれ自体は漁業だけの問題では

ないので、地域社会の崩壊というところまで来ていると思います。ですから、関係各省庁の中で、

こういった危機意識はどのくらい共有されているかを教えていただけたらと思います。多分、東

京にいると、皆さん、そういうことって感じないんだと思うんです。でも、多分今日お集まりの

日本海沿岸とか九州西部は、本当に今言ったような状況で、下手すると無人化するエリアも出て

くるということで、社会基盤とか交通だとか医療とか福祉とかも全部に影響しております。です

から、何か情報、あるいは方向性がございましたら、教えて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。水産庁からどなたかコメントされる方はおりませんか。清野委員、

私も昔水産庁にいたときに、この半島振興法とか、離島振興法とか、そういったものを若干担当

したことがございますけれども、この広調委の場ではなかなか議論しにくい話ではございますの

で、委員会の場で委員からそういうコメントがあったということを、しかるべき部署に水産庁に

伝えてもらうことでどうでしょうか。

○清野委員

私がお願いしたいのは、水産庁だけの問題ではなくて、もう本当に各都道府県、各省庁に沿岸

部はこれだけ深刻な事態になっていて、それで世の中的にはもっと魚の資源を守ろうとかいうこ

とに行くのはいいんですけれども、それを本当に地域崩壊とどういうふうに、要するに社会的影

響を緩和しながら進めないとだめなんだと思うんですね。特に定住する人口の対策というのと、

それからその漁業の資源管理の対策を一緒にやっていかないとそれは成立しなくて、全部しわ寄
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せが漁業者に行ってしまうんだと思うんです。ですから、今、色々な政府で地域づくりだとか、

あるいは関係する振興法の半島とか離島とかの振興法の中で、そういう意味での漁村なり、コミ

ュニティなり、そういったエリアをどうやって保全するかとをセットに議論していただきたいと

思います。ですから、そういうところにお伝えいただければと思います。

○橋本会長

ありがとうございました。大変、貴重で重要な意見だと思いますので、是非関係部署に伝えて

いただきたいと思います。

他にこの資源のあり方検討会の進捗状況について、特段、ご意見、ご質問等ありませんでしょ

うか。よろしいですか。

それでは、続きまして、１の４つ目の議案に入りたいと思います。太平洋クロマグロの資源管

理についてでございます。先ほど若干、あり方検討会のコメントのところにもございましたが、

まず資源管理部の神谷参事官より、ブロック別の漁獲数量管理の概要、それから 近の漁獲モニ

タリング等について、説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○神谷参事官

資源管理部参事官の神谷でございます。よろしくお願いいたします。

お手元の資料１－４－１でございます。ページをおめくりいただきまして、１ページと２ペー

ジでございますが、これは今年の１月１日から、太平洋クロマグロの小型魚の漁獲の半減が開始

されましたので水産庁資源管理部長名で再確認の意味も含めまして、各都道府県にやるべきこと

をまとめて発出した文書でございます。

かいつまんで説明させていただきますが、１番の管理目標につきましては、もうご承知のよう

に現在の約2.6万トンの親魚資源量を、10年以内に約４万3,000トンまで回復させることを目標と

して、今年の１月１日から漁獲の半減を実施するということでございまして、実際の漁獲の上限

というのは２番の２でございますが、全体を4,007トンといたしまして、大中まきで2,000トン、

（２）のその他の沿岸漁業等で2,007トン、特に沿岸漁業につきましては、1,901トンで管理する

ということでございます。管理は全国を６ブロックに分けまして、ブロックごとに上限を定めて

行いますけれども、大きな３番の１番の（１）でございますけれども、この中で日本海・九州西

広域漁業調整委員会で該当する部分といたしましては、３つ目の黒丸の日本海北ブロック、４つ

目の日本海西部ブロック、それから一番下の九州西ブロックが相当いたします。各ブロックごと

の漁獲の上限は、１ページの一番下の表にございます。日本海北ブロックでは、１年間の漁獲上

限を506トンといたしまして、本年１月１日から翌年の３月末までの間を625トンで一括して管理
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すると。日本海西部は、年間119トンを１月１日から１年６カ月の半年間、１年半を150トンで一

括管理、九州西ブロックにつきましては、749トンを１年半で1,269トンで一括管理ということと

しております。特に、日本海西だけは、１年３カ月と期間が短いということでございますが、こ

れは漁期の関係でこういうふうに区切ったほうが管理がしやすいという各県からの意見を踏まえ

たものでございます。

２ページ目でございますが、このブロックで定められた上限を守っていただくために、漁獲モ

ニタリングを本年１月１日から実施しております。これは（４）でございますが、アの２行目で

ございます。各都道府県が管下漁協分の漁獲量報告を属人で取りまとめていただき、漁業情報サ

ービスセンターに報告していただくと。報告の頻度といたしましては、１カ月ごとで月末締めで

それを翌月末までに水産庁に報告していただくということです。具体的には１月分の漁獲という

のが２月末までに報告していただき、水産庁ではそれを取りまとめて、３月上旬に公表するとい

う手順をとっております。

次のページをお開きください。３ページでございますが、クロマグロに関する今後の主なスケ

ジュールでございます。３月の初旬、これはもう済んだところですが、漁獲モニタリングにより

集計した漁獲状況を、県別漁業種類別に水産庁のホームページで公表しております。これは今後

毎月更新していく予定でございます。３月中下旬にかけましては、６ブロックごとのさらに細か

な管理方針をブロック内でまとめていただきまして、順次、水産庁のホームページに掲載の予定

としております。

ちなみに九州西ブロックに関しましては、既に県別の上限を定めて実施していくという大きな

方針がまとまっているところでございます。４月に入りますと、クロマグロに関する国際会議の

小委員会が開催されます。ここでは基本的に来年行われる資源評価に向けて、計算方法やデータ

解析の手法についての議論が行われますが、後ほど説明いたします昨年の非常に加入が悪かった

という部分について、これをどう評価するかという点に関しても、議論が行われる予定となって

おります。７月には再び科学委員会の本会議が開催されます。４月に開催されました小委員会の

議論を受けて、本会議でレポートを採択し、公表していくという手はずとなっております。

８月には、毎年水産庁主催で実施しております太平洋クロマグロの養殖・資源管理に関する全

国会議を開催いたしまして、９月はWCPFCの北小委員会が開催されます。ここではクロマグロの

長期管理目標に関する議論が開始されることとなります。現在、我々が定めておるここ10年間で

歴史的平均水準まで回復させるというのは、当面の管理目標でございます。これとは別に長期的

にクロマグロをどう管理していくかということに関する国際的な議論が開始されるということで
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ございます。

４ページ目をお開きください。先ほど言及いたしましたが、昨年生まれのクロマグロはかなり

水準が悪いということが危惧されております。水産庁では今後毎年クロマグロの加入状況に関す

る速報を年４回出していくこととしておりますが、特に昨年のことに関しては、もう既に12月に

ホームページで公表したところでございますけれども、2012年の加入が過去60年間で８番目に低

かったということでございますが、2014年の加入は、これをさらに下回る可能性が高いというと

ころでございます。したがいまして、こういう状況にあるということを各漁業者の皆様のみなら

ず、関係者、国民の皆様広く一般に、水産庁でも積極的に発信して皆様のご理解を得なければな

らないというところでございます。

次のページをお願いいたします。５ページ目でございますが、これは遊漁への取組でございま

す。これまで水産庁は漁業を中心に様々な措置を実施してまいりましたが、当然、遊漁はどうな

っておるのかという意見も多数ございますし、また国際的に見ても遊漁というのも管理されて当

然という存在でございます。我々といたしましては今実態調査を始めております。これは調査結

果がまとまり次第、遊漁の漁獲状況を改めて報告させていただくこととなります。また、あわせ

まして、遊漁者の皆さんにもクロマグロの状況というのを水産庁サイドから広くお知らせして、

資源管理に協力を求めているところでございます。

６ページをお願いいたします。水産庁では「くろまぐろの部屋」というものをホームページに

立ち上げております。これは漁業者のみならず、あらゆる皆様にクロマグロの状況を知っていた

だくと。広く議論し、認識を深めていただくという点で、特にクロマグロに特化したホームペー

ジを作成しております。この中で様々な決定事項や、行政的な関連文書を掲載していく予定とし

ておりますが、手始めに、次のページ、７ページになりますけれども、月別の漁獲状況の速報と

いうものを掲載しております。少し字が小さくて申しわけございませんけれども、３月６日付で、

今年１月末現在の30キロ未満小型魚の漁獲量343トン。その内訳が沿岸漁業94トン、大中型まき

網246トン、近海さお釣り３トンという結果を公表しております。さらに下の部分をクリックし

ていただきますと、９ページになります。１枚おめくりください。先ほど数字の羅列だけでござ

いましたけれども、これをさらに漁業種類別海区別で、特に沿岸漁業は海区別に月別の漁獲実績

とそれの累計を一覧表、グラフに示せるようになっております。まだ１月ということなので、グ

ラフが進んでおりませんけれども、この表の中にある点線の部分が、漁獲の上限ということにな

りますので、これが累計でどの程度まで達したかというのが一目でわかるようにしております。

さらに関連の部分をクリックしていただきますと、例えば日本海北部であれば、それの中の県
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別の中のさらに漁業種類別の漁獲状況が月別にわかるようになっております。太平洋クロマグロ

の漁獲上限の遵守というのは、資源の回復にとって非常に大切なものでありますので、水産庁と

いたしましても、このように積極的に情報を公開して、関係者に広く認識を共有していただきた

いと思っております。また 後になりますけれども、こういう非常に速いデータ収集ができるこ

ととなりましたのも、関係都道府県及び関係漁協の皆様のご協力のおかげというところもござい

ますので、この場をおかりいたしまして、お礼申し上げます。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

ただいま参事官から、クロマグロに関する管理、取組状況、今後の対応も含めた説明をいただ

きました。ただいまの説明につきまして、何かわからない点とか、ご意見とか、何かございます

でしょうか。

清野委員。

○清野委員

クロマグロの対策については、速く進めていただいて感謝申し上げます。それで、お願いとし

ては、かなり速いピッチでリアルタイムに近い形でデータが出ていると思うんですが、資料１－

４－１の例えば４ページ目のグラフがあります。これは割と全体をまとめたグラフだと思うんで

すけれども、そういう統計をとる側の目線という発表の仕方だと思うんです。例えば、九州西部

でマグロの養殖とか、ヨコワ釣りとかに依存している地域は、今もう本当に今年は獲れなくて、

正直なところ社会不安に近い状態になっています。それでこういう数字が出るとともに、結構地

元としては何でだろうということで、原因を早目に知りたいということになると思うんです。科

学者はなかなか原因がわからないとか、調査してからということになるので、そのギャップの間

に様々な憶測が飛んでしまうんです。それがどんどん社会不安を増すということになります。

これは実は有明海の問題においても、研究者も反省しているのは、科学者で調べている間に、

やっぱり地元はもっと早い、何らかの結論でなくてもいいから、こんなことがあるのではないか

とか、一緒に行政や研究者と一緒に議論するとか、何かそういう寄り添った調査というのが必要

になっていると思います。現在、今年度獲れなかったために結構、特に離島においては関連する

産業が結構大きいんですね。養殖とか、漁業とかでも別に漁業者だけではなくて、要するに波及

してしまうところが大きいものですから、このまま続けられるのかとか、もうこのままここに住

めなくなってしまうのではないかとか、もう本当にそういう悲観的な予測が立ってしまいます。
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ですから、先ほどの私のご質問と同じことなんですけれども、もっと地元目線に立った研究と

か、公表のやり方というのも、研究分野も含めてご一緒に考えさせていただけたらと思います。

是非、普及員の方とか、そういう地元に近い科学者とか行政と結ぶ方にも、一緒にご相談に乗っ

ていただくようなことがありますと、各分野の情報もお伝えしやすいと思いますし、憶測で疑心

暗鬼になって漁村の中で仲悪くなってしまったりしてもまずいと思いますので、是非それはお願

いできればと思います。ただ、このクロマグロは、いつになく速い対応を水産庁にしていただい

ていますので、それは、感謝申し上げます。

以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。ご意見、要望ということで、このマグロのデータの収集については

先ほども紹介ありましたけれども、各都道府県、あるいは漁協等の多大なご尽力によってこれだ

けのスピードで公表ができるという状況になっております。各都道府県も、私も県にいたことが

ありますけれども、各都道府県の普及員、それこそ漁業者に一番寄り添っている段階の人たちの

意見とか、そういった努力もこういった資源管理の問題にどんどん吸収されていけばいいのでは

と思っております。

他にこのクロマグロについて、何かご意見ありますでしょうか。

神谷参事官。

○神谷参事官

ありがとうございます。我々は特にクロマグロというのは、ある意味前例のないことを色々や

っておるわけですから、沿岸の漁業者の皆さんが色々な不安があるというのは十分承知しており

ます。それで、我々としてはできるだけで現場に行って、詳しく説明をするように心がけており

ますし、特に要請・要望があれば、どんどん前広に行ってやるようにしております。特に我々気

をつけないといけないのは、地元の漁業者の方と言いつつ、今ネットなんかが非常に進んでおり

ますので、色々な情報が漁業者サイドにも入ってくるわけですね。色々な情報というのは本当に

色々な情報がありますので、その中でやっぱり不安に陥るような情報というのも氾濫しがちなの

で、むしろ我々が積極的に現場に出向いて、バランスのとれた話をしていかないといけないと認

識しておるところでございます。

ありがとうございます。

○橋本会長

ありがとうございました。他にご意見ございませんでしょうか。よろしいですか。
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それでは、続きましてこの太平洋クロマグロの漁獲モニタリングの実施に関連して、沿岸クロ

マグロ漁業承認制における漁獲成績報告書の取り扱いについて、事務局から説明をいたします。

よろしくお願いします。

○事務局（城崎）

それでは、お手元の資料１－４－２をご用意ください。沿岸クロマグロ漁業承認制に係る漁獲

実績報告についてという資料でございます。まず、現状につきましては皆様方ご案内のとおり、

昨年11月に承認制の委員会指示を出しまして、漁獲実績報告書の提出を承認を受けた方にはお願

いしている状況でございます。しかしながら、従来までありました漁獲実績報告書の提出期限で

すとか、提出先は特に定めておりませんで、この資料の１－４－２の一番下のところに点線で囲

っているところがございます。８番、その他、これは委員会指示の一つの項目でありますけれど

も、この指示の実施に関し必要な事項については、委員会が別に定めるところによるということ

で、漁獲実績報告書につきましては、今進んでおります漁獲モニタリングと平仄を合わせる必要

があることから、11月の委員会当時は委員会が別に定めるとしてきたわけであります。そしてそ

の間に、本年１月からは漁獲モニタリングが開始されているというのは、今もご説明をしたとお

りであります。

そのような状況の中で、課題として２番に２つまとめております。１つ目は漁獲モニタリング

は沿岸クロマグロ漁業、これは承認制でありますけれども、それ以外にも定置網とか、全ての沿

岸漁業を対象としておりまして、取りまとめを関係都道府県に実施をお願いしているところでご

ざいます。実態としますと、傘下の漁業協同組合ですとか、漁業者の方々の協力を得て、委員会

指示の漁獲実績報告書と同様の内容で実績の報告を受けているという状況でございます。そして

（２）としまして、漁獲実績報告書は承認者に対して義務づけをしておりますけれども、漁獲モ

ニタリングを通じて漁獲実績を出されている方につきましては、漁獲の実績を把握するという委

員会指示の所期の目的は達せられているだろうと思っておりまして、漁業者の方が漁獲モニタリ

ングと委員会指示の漁績の両方の提出の作業をするというのは、過重な事務負担であろうと考え

ているわけであります。

つきましては３番目の今後の対応としまして、まず（１）として承認者のうち、自らが漁獲し

た全ての漁獲量を、漁獲モニタリングを通じて報告する方につきましては、漁獲実績報告書の提

出は必要ないと、このように整理したいと考えております。

一方で、この漁獲モニタリングによらない方につきましては、従来どおり委員会指示によって

漁獲のあった月の翌月末日までに所定の様式による漁獲実績報告書を委員会に提出するというこ
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とで、これについては従来どおり委員会に出してもらうことを考えております。その場合におき

まして、私どもでどなたが実績報告書を出しているかというのは把握することができますので、

当該報告書が提出されない場合には、次期の沿岸クロマグロ漁業承認については、特段取り扱い

というものも検討しなくてはいけないだろうと考えております。

（３）としまして、以上の運用につきましては、さきにご紹介したとおり、さきの委員会指示

で第８の規定に基づいて本委員会が定めることとしておりますけれども、この場でご議論いただ

きまして、ご承認いただければ関係都道府県の水産主務部長ですとか、各県の海区漁業調整委員

会の会長宛てに文書を出したいと考えております。その文書の内容といいますのは、裏面めくっ

ていただきますと、日本海・九州西広域漁業調整委員会の会長名で各県の担当の方に出す文面で

ございます。内容につきましては下記として、（１）（２）（３）と書いてありますけれども、こ

の内容につきましては今、表の紙で説明したとおりでありまして、このような取り扱いをするこ

とについて、ご議論いただいてご判断いただければと思っております。

説明は以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。ただいまクロマグロの承認制に係る漁獲実績報告の運用についての

説明でございます。ただいまの説明について、何かご質問等ございますでしょうか。

清野委員。

○清野委員

私ばかりであれなんですが。漁獲実績の報告や情報提供につきまして、特に産卵魚の、要する

にどういうような生態学的なステージにあるか。例えば放卵しているとか、そういうような情報

も含めて、ウォッチできたほうがいいんだと思うんですけれども、そのあたりについていかがで

しょうかというのが一つと、そういうデータによって漁業者からの情報提供をいただいて、もう

ちょっとマグロの生態というのが明らかになって、的確な管理が進むのではないかと思います。

それが一つです。もう一つは、かなり現場での情報収集の協力と、それから取りまとめの負荷が

あると思うんですが、一方でやっぱり関連する国際的な場面で行われている努力というのは、ど

ういうレベルなのかということで、政府では色々情報収集される機会があると思うんですけれど

も、現場が同じレベルで他の国もやっているんだったらまだ我慢できるんだけれども、なんか日

本だけが頑張って、それがもっと国際的にもいい意味で波及すればいいけれどということなんで

すが、そのあたり、わかる範囲で結構ですので、教えてください。

○橋本会長
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ありがとうございました。

○事務局（城崎）

まず、このクロマグロの資源管理につきましては、漁獲のモニタリングをきちんとするという

ことが一番の重要な、今の国内の取組では一番重要な点だと思っておりまして、それについては

各漁業者の協力を得ながらやっているというのは今ご説明したとおりであります。

それとは別に、クロマグロの生態などについては、先ほど神谷から話があったような加入資源

の状況の調査ですとか、あと関係国を含めた科学的な知見の収集というのをやっているところで

ありまして、その内容の深化というのをこれからも続けていくという状況だと思います。

○神谷参事官

それと、国際的な関係で、特にやっぱり我々も現場に行きますと、日本のみがばか正直なこと

をやって損しているのではないかと言われるんですけれども、これは卵と鶏みたいな部分がござ

いまして、日本は全体の漁獲の７割を占めておるわけですから、しょっぱなの言い出しっぺとや

るというのは、日本が先にやらないとついてこないという部分があります。一方で、日本がちゃ

んとやるんだから、それと同じものを皆でやっていくように、国際的な約束事にしてくれという

ことで、それを東部太平洋のIATTCや中西部太平洋のWCPFCで、日本と同等の措置を国際約束とし

て決めるというプロセスですね、それを踏んでいくということになります。実際、去年はそのよ

うなプロセスを踏んでいたわけでございまして、そうなりますと、去年の場合ですと、日本が半

減しますと、国内で半減しますと宣言したのが３月でございまして、IATTCで東部太平洋で同等

の措置が決まったのが11月。中西部太平洋では、韓国も含めて同等の措置がほぼ決まったのが北

委員会の９月で、正式に決まりましたのが12月ということで、やっぱり 低でも半年間、タイム

ラグが生じるわけなんですね。そういうときにやはり我々として大事なことというのは、そのタ

イムラグは生じるんだけれども、卵と鶏の議論ではないけれども、日本が真っ先にやらないとい

けないだという状況を理解していただくという、国内向けの努力とあわせて、外国にしっかり飲

ませる努力を同時並行的にやりつつ、またそれをできるだけ現場の方にわかりやすく説明してい

くことが大事だと思っておりますし、来年以降もそういう手順を踏んでやってまいりたいと思っ

ております。

○橋本会長

よろしいですか。クロマグロにつきまして、先ほどのモニタリングは、急いで数量について漁

業者等にも協力をしてもらいながら集めていく。またそれ以外の資源的な問題、生態等について

は、別途研究者を中心に、こちらも同時に深めていく。国際的な状況としても、日本が真っ先に



- 21 -

色々な管理をしていくということについて、国内にも理解を求めるとともに、外国にもちゃんと

ついてこさせるような努力を、国際資源管理の場でやっていくと、そういう色々なところの動き

でこの資源を守っていくような方向にしていくということでございます。

よろしいですか。ありがとうございました。

他にございませんでしょうか。もしなければこの漁獲成績報告書の運用につきましては、昨年

11月にお任せいただいた話ではございますが、ただいまお諮りした事務局の案で、当委員会から

関係都道府県、あるいは関係海区漁業調整委員会宛てに、資料１－４－２の裏の案で通知すると

いうことで、委員会として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。異議なしということですので、本案にて決定することといたしまして、

関係者へは追って事務局より裏面の文書でお知らせをしたいと思います。

それでは、議題１の 後の５つ目の議案になりますが、TAC魚種以外の広域重要魚種の資源管

理について、事務局よりご説明をいたします。

○事務局（城崎）

それでは、資料１－５をお手元にご用意ください。TAC対象以外の広域重要魚種の資源管理に

向けた整理表でございます。こちらの資料は、昨年11月に開催しました前回委員会でもほぼ同様

な資料をお出しをしております。ここにはご案内のとおり５つの魚種が載っております。現在、

TAC対象魚種７種でやっておりますけれども、今、この５つの魚種について検討しているわけで

ありますけれども、各魚種ごとに漁獲量の順位でいいますと、３位、10位、11位、15位、21位と

書いてございます。今現在、７魚種を適用しておりますが、これに５つの魚種が加わって12種類

ぐらい、このマダラぐらいまでいきますと、日本の全体の消費の８割ぐらいを占める、このよう

な状況になるわけでありまして、マダラぐらいまでが設定ができれば、日本で消費している多く

の部分というのは、管理の基礎として一応の数量の目標というものができる、そういう理屈には

なるわけでございます。しかしながら、これまで各方面から色々なご指摘、ご意見があるように、

また前回の資料でもこの右側に課題とまとめてありますけれども、仮にTAC指定をしたとしても、

実効性が確保されるのかどうかという現実的な問題があるというのは、この場でも何回かご説明

をしてきたとおりであります。

具体的には、例えばカタクチイワシであれば、シラスとカタクチイワシの関係で、シラスのほ

うが値段が高いけれども、量が少ない。そういうそのTACという量の管理をするときに、どうい
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うふうに扱えばいいのだろうかということもございますし、ブリについては、この整理のところ

にも書いてありますけれども、約４割を占める定置網、この定置網の管理手法をどうするのか。

そこのところを解決しないと、なかなか数量管理の実効性という面で脆弱であろうと、このよう

にもなるわけであります。また、ホッケやウルメやマダラにつきましても、一部の魚量について

は資源量の推定ができていないということなので、漁業者の信頼を得た数値を設定することが残

っているという状況でありますし、ホッケについては、今北海道で漁獲努力量の３割削減の取組

がされている、そういうものも見る必要があると整理をしてきたわけでございます。

そのような課題を一つ一つきちっとやっていくということはあると思うんですけれども、大き

な方向性としては、消費の大きいものや、社会経済上の重要度に応じて、TACという大きな枠を

はめていくという方針というのは、そういう方針で行くのだろうと、このように考えているわけ

でありまして、そのためにもこの広域漁業調整委員会をはじめ、色々な機会を通じて関係漁業者

や行政の方々と議論をしてきたわけでありますし、これからも議論をしていく予定としておりま

す。

そのような下で、今回は裏面をめくっていただきますと細かな数字が書いてございます。こち

らの数字は、各魚種について議論を進めていくときに、どういう県に広がりがあるのだろう、ど

ういう漁法が該当していくのだろうということをまとめたものでございます。裏面の2013年、平

成25年は、直近の生産統計年報の資料でありまして、もう一枚、 後のページは2010年、これは

東日本大震災前の表であります。ちょっと似通って、ちょっと目がちかちかするかもしれません

けれども、直近の数字と大震災以前の前の数字をお示しをしております。これでわかりますのは、

やはり魚種によって関係する県、関係する漁業が大きく異なるということで、そういう当事者が

どの辺まで広がるのかなということを共有するための資料として、準備したものであります。こ

の県ごとの漁業種類別まではまだ分類ができておりませんけれども、TACをすることについて検

討していく場合に、どのあたりが当事者としてピックアップされるのかということが、大まかに

整理されているのだろうと思います。今後、関係者と色々な角度から検討してまいりたいと考え

ております。

なお、これは前回の委員会でもご指定ありましたけれども、魚種の中には資源状況が良好なも

のもありますけれども、資源状況が悪化したときにTAC管理にすぐ移行できるように準備してお

けというのが、先の資源管理のあり方検討会の提言でもありまして、そのことは前回の委員会で

もご紹介したとおりであります。資源状況が良好な今だからこそ、時間的な余裕もありますし、

資源が悪化したときにあのとき議論しておけば良かったなと後悔することがないように、これま
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での検討から一歩進めた検討を行っていきたいと考えております。まだ、具体的な検討の中身に

ついては、まとまっているものはありませんけれども、これからの議論になりますけれども、お

いおい皆様方にご紹介しながら、議論を進めていきたいと、そのように考えております。

本日の委員会では、そのあたりの進捗状況、検討状況についてご説明いたしました。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。ただいまのこのTAC対象魚種以外の広域魚種の資源管理の説明につ

いて、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。関係県の漁獲データ等があって、それぞれ

の魚種ごとの少しイメージがつかめるデータも提出されたところでございます。特段ございませ

んでしょうか。

清野委員、お願いします。

○清野委員

確かに目がちかちかして、数字ばかりなんですが、これを今後公表していただくときに、もう

ちょっとグラフとか、パーセンテージとかにしていただく方法があると思うんですが、特に割と

沿岸漁業の現場に行くことが私は多いんですが、全国的な漁業をされている方の漁獲量と、それ

から自分の地先のところの漁獲量との関係性というのがなかなか把握しづらい。こういった統計

データに当たればわかるんだと思うんですが、例えばですけれども、ブリについていうと、ブリ

は現在本当に大臣管理漁業でとられている方の量と、それから各県知事でとられているような漁

業との割合というのが、かなり迫ってきていると思います。今後、ますます沖で全国的にとられ

ている方と、各地先で生き残りをかけている、両方とも生き残りかけての中で、できるだけ冷静

に議論するためにも、このあたりの数字を色々な意味で判断しやすくするように、どのように見

せていただくかというのは重要なところだと思います。

今日の会議に本当な全国的なレベルで漁業をされている方のご出席があると思うんですけれど

も、そういう中でどのようにそういった規模のものを続けていらっしゃるから国民にある程度量

が行っているわけで、かと言ってそれと沿岸がやっぱりとれなくなっているということの、各地

域がさっきのように崩壊してしまっているというのが、これはご意見というか、回答というより

も、数字だけ見るとなんか現場はなかなかやっぱり判断しにくいので、多分、水産庁の中でもそ

ういう研究とかされていらっしゃる方もおられると思いますので、是非、せっかくのデータがあ

りますので、そういうことをお願いしたいと思っております。

○橋本会長
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ありがとうございます。

もし、今すぐこういった細かい数字をどういうところで公表するかという話ではないと思いま

すけれども、もし国民的な、クロマグロではないですけれども、新しい魚種のついての状況をわ

かりやすい形で公表するようなタイミングが来たら、数字の羅列ではなくて、万人に理解が得ら

れるような形で公表されたらいいのではないかなと思います。

ご意見、他にございますでしょうか。ちょっと時間が押しているようでございますけれども。

よろしいですか。

それでは、このTAC対象魚種以外の資源管理に向けての進捗状況等については、この辺で終わ

りたいと思います。

ちょっと議論も長くなりましたので、ここで若干の休憩をとりたいと思います。ただいま15時

19分でございますので、10分ほど休憩をとって、15時半に再開をしたいと思います。15時半まで

にはまた席にお戻りいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

午後３時１９分 休憩

午後３時３０分 再開

○橋本会長

それでは、時刻となりましたので、会議を再開いたしたいと思います。

次の議題は、広域資源管理に関する広域漁業調整委員会指示についてでございます。こちらは

例年同様に、九州・山口北西海域のトラフグ、有明海のガザミ、この２つの議事について委員会

指示についての審議をいただきたいと思います。

まずは１つ目でございますが、九州・山口北西海域のトラフグについては、はえ縄漁業に対す

る委員会指示（案）の概要を説明いただくとともに、前回の委員会で取り上げた瀬戸内海など、

他の海域を含めたトラフグ資源管理の全体像について、ご報告をしたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

○佐藤資源管理計画官

九州漁業調整事務所で資源管理を担当しています佐藤です。よろしくお願いいたします。それ

では、座って説明させていただきます。

トラフグ広域資源管理方針の資源管理措置に係ります日本海・九州西広域漁業調整委員会指示

第42号案と第43号案のご説明をいたします。資料２－１－１の一番 後の28ページをご覧くださ

い。議題１のところで、現行のトラフグ広域資源管理方針が一部変更をしたというご説明があり

ました。こちらにつきましては、平成27年２月23日に開催されましたトラフグ広域資源管理検討
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会議にて合意された内容でございます。変更された中身につきましては、４の広域資源管理のた

めに講じる措置の（１）①の休漁期間の設定のオのＥ海域、こちらを現行では４月１日から10月

31日までとなっておりますが、こちらを４月６日から11月５日に変更してございます。それから

②の全長制限でございますが、これまでは一部海域では20センチ以下の小型魚を再放流としてお

りましたが、全海域25センチ以下の小型魚は再放流するというように変更してございます。それ

から管理方針の実施期間でございますが、Ｅ海域の操業期間の変更に伴いまして、６番のところ

になりますが、平成29年４月30日までと変更してございます。こちらにつきましては引き続き漁

獲努力量の削減措置については、実効性を担保するために、広域漁業調整委員会指示を行うとい

うことにしてございます。

それでは、トラフグ広域資源管理方針の資源管理措置に係ります日本海・九州西広域漁業調整

委員会指示第42号案と第43号案のご説明をさせていただきます。それでは、１ページ目をごらん

ください。お手元には指示第42号と43号案の概要、それから42号案、43号案、トラフグはえ縄漁

業承認等事務取扱要領案を配付しておりますけれども、説明につきましては概要で説明させてい

ただきます。

トラフグの資源管理に関する広調委指示につきましては、２本からなってございます。１つ目

の指示第42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

出制の実施としまして、①承認制対象船は、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に、各県ごとに承認隻数の上限を定め

ており、６県で計271隻となっております。③としまして、届出制対象船舶は、総トン数５トン

未満のトラフグはえ縄漁船としてございます。

次に（２）の承認番号の表示につきましては、引き続き承認を受けたトラフグはえ縄漁船にお

いては、船舶の船橋両側の見やすい場所に承認番号を表示するということにしてございます。

（３）の漁獲成績報告書の提出の取りまとめ期間でございますが、平成27年９月から平成28年

４月までの操業記録を提出いただくこととなっております。また、操業記録を取りまとめていた

だくために、平成28年４月30日までとしてございます。関係漁業者の皆様にはご苦労をおかけし

ますけれども、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。

次に（４）の指示の有効期間につきまして、平成27年度漁期ということで、平成27年４月１日

から平成28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ためでございます。

続きまして、２つ目の指示第43号案は、操業期間等の制限に係るものでございます。まず
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（１）としまして、操業期間の制限ですが、２ページと３ページに概念図がございます。図のよ

うに、海域をＡからＥの５つに分けまして、海域及びはえ縄、底縄の漁法ごとに休漁期間を設定

することとしてございます。今回、期間の変更を行うのは、Ｅ海域でございます。

次に（２）の小型魚の再放流につきましては、全海域で全長25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。

（３）の指示の有効期間につきましては、平成27年度漁期ということで、平成27年４月１日か

ら平成28年４月30日としてございます。

以上が、トラフグに係る広調委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。それでは、引き続き資料２－１－２のトラフグ資源管理検討会議の

概要について、ご説明を願います。

○事務局（城崎）

それでは、私から、資料２－１－２についてご説明いたします。日本海・東シナ海・瀬戸内海

系群の資源管理についてということで、昨年の資源管理のあり方検討会で、トラフグについてご

議論されましたが、その後の状況をまとめた資料でございます。

まず、１番、経緯・現状を書いております。この（１）（２）は、昨年の11月のこの広調委で

もご説明したとおりでありまして、（１）のあり方検討会の取りまとめ状況をご説明した上で、

（２）でこれまでトラフグ資源管理につきましては、こちら日本海・九州西広域漁業調整委員会

と、あと神戸でやっております瀬戸内海広域漁業調整委員会、こちらで資源管理について議論を

してまいりましたけれども、この各委員会の所管する海域を越えて分布・回遊しているトラフグ

につきましては、関係県が参画する横断的な検討の場を設けて、こちらで実施をしたいと。その

状況について適宜こちらの広調委とも連携したい、このようなご提案をさせていただきまして、

11月の広調委ではご了解いただいた、そういう状況でございます。

その後の取組がこの（３）以下でございまして、一つ大きな取組として、トラフグ資源管理検

討会議を昨年11月に下関市で開催をいたしました。こちらはトラフグの関係する20府県、これは

他にもトラフグを漁獲している県はあるかもしれませんけれども、今、水研センターが資源評価

を検討する上でベースとしている漁獲実績がある20府県の関係漁業者、行政試験研究機関をまず

基本としております。また、トラフグの資源管理を進めるときには市場流通からの支援ももらっ

たほうがいいだろうということで、下関唐戸市場ですとか、仲卸の組合の方々もお招きをして、

資源管理検討会議を開催をいたしました。
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その検討会議では２つの事項、①の事項として、種苗放流や調査研究と連携を図りながら、ト

ラフグ関係者が一体となって資源回復に取り組むということと、２つ目として、20府県、非常に

範囲が広うございますので、それをまず海域別、これは瀬戸内海と九州・山口西方と、有明海と

日本海中西部、この４つの海域に分けた上で、それぞれに作業部会、未成魚漁獲抑制と、種苗放

流と、成魚保護と、産卵場・成育場の場の保全と、この作業部会を組み合わせることで、それぞ

れでその海域テーマに合った議論をしていこうと、このように取り組むことを合意しております。

また、今のトラフグの漁業実態からしますと、漁獲の全体、これは尾数換算ですが、約７割を

未成魚が占めているという状況がありますので、この未成魚漁獲抑制に優先的に取り組むという

ことの合意ができております。

１ページめくっていただきますと、フローチャートがついております。こちらのフローチャー

トは昨年の11月にもお示ししたものでございまして、真ん中の緑色の資源管理検討会議と、右側

から来ます青色の部分でありますが、栽培漁業や海域栽培漁業推進協議会、左側から来ますトラ

フグ全国協議会、こちらは研究サイドの取組でありますけれども、こういうものが三位一体とな

ってトラフグの資源回復に取り組んでいくという状況の概念図でございます。

そしてもう１ページめくっていただきますと、先ほどご紹介をした検討会議のもとに設置をし

ました海域別・課題別作業部会の構成表であります。左側に海域で、上から日本海中西部、九

州・山口西方海域、瀬戸内海、有明海と区分けをしておりまして、これにそれぞれの府県をあて

がっております。一部、島根県は、海域的には日本海中西部に入るんですけれども、未成魚の回

遊状況等を考えると、未成魚の部分については九州・山口西方と合わせて議論したほうがいいだ

ろうと思っておりまして、若干、ここは色分けがきれいに並んでいるわけではございません。同

様に、鹿児島県と宮崎県につきましても、地域的には九州・山口西方に入るんですけれども、ト

ラフグの生態を踏まえますと、瀬戸内海と一緒に議論したほうがいいだろうということで、ここ

もグルーピングと若干違いがございます。いずれにしましても、このような区分けをして、右側

に書いてあります各作業部会のグループの中で、各海域ごとの取組を検討しているのが現状でご

ざいます。

そして、資料はまた１ページ目に戻っていただきたいんですけれども、（４）であります。そ

のようなグルーピングをした上で、まずは優先的に取り組んでおります未成魚の漁獲抑制につい

ての状況でありますけれども、下関の会議以降、現在まで２回作業部会を開催しております。す

なわち、瀬戸内海と九州・山口西方と有明海について、３海域について２回ずつ、計６回の会議

を開催しております。そこでの議論といいますのは、１つ目はこの①、一番 後の行にあります
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けれども、具体的な資源回復の目標をどういうふうに設定するかということと、裏ページに行き

ますけれども、２つ目の②としまして、平成27年の漁期、この春以降、各県の地先に小さなフグ

が回遊する時期を迎えますので、それに向けて当座どういう取組をするのかということを検討し

ております。また、③としまして、もう少し中期的な取組をどうすべきかということと、取組を

するときに不可欠な漁業実態をどうやって精緻に収集するかというその方法について、また、取

組をするときには、漁業者に対してどういう支援が必要かということについても、検討を進めて

いるところであります。そしてトラフグにつきましては、栽培漁業の重要種でありまして、栽培

漁業と資源管理を組み合わせることで、資源回復の相乗効果が期待できるという、そういう状況

にあります。トラフグにつきましては、九州及び瀬戸内海の海域栽培漁業推進協議会がトラフグ

の種苗放流の有効化等による資源の維持・造成のための広域プランを作成している 中でありま

して、こちらと連携をしながら取り組んでいくという状況でございます。

そしてご説明したような海域ごと、課題ごとに取組はありますけれども、それとは別にトラフ

グにつきましては今委員会指示の議論もしておりますけれども、広調委指示の承認によるはえ縄

の人たちは、もう随分長いこと資源管理の取組をしてきております。その１つが今ご審議いただ

いておる委員会指示でもあるんですけれども、彼らはえ縄漁業者の方にとっても、もう一歩未成

魚の漁獲抑制にどのように取り組むのかということについても、この海域作業部会の議論とは別

に、先日検討を開始したところであります。そして、今後の取り扱いスケジュールにつきまして

は、２以降に４つほど括弧を書いておりますけれども、まず１つ目は、未成魚漁獲抑制作業部会

の議論というのを、これからも引き続き続けて、この春の未成魚の回遊にあわせて取り組むべき

こと、短期的な取組というのをまず取りまとめをするというのが１点と、その他は中長期的な取

組ですとか、それに必要な支援策の具体案についても検討してまいる予定です。そして、今はそ

れぞれの海域ごと、部会ごとの議論をしておりますけれども、それを一度まとめて合同部会を開

催をして、海域間の相互の情報の共有と意見交換は実施をして、全体としてトラフグの資源管理

を進めていく予定にしております。

そして（２）としますと、今、一つ横に置いておる成魚保護と産卵場・成育場の保全に関する

作業部会についても、未成魚の漁獲が若干先行はしておりますけれども、他の作業部会について

も色々な情報の整理をしながら、27年度内には立ち上げをしたいと考えております。

そして（３）種苗放流については、広域プランの進展を待つことになりますけれども、資源管

理との連携としますと、種苗放流によって放流された稚魚が、できるだけ獲り控えをして成長し

ていく、そういう環境がきちんと確保されるように、資源管理と栽培漁業の連携というのを、今
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まで以上に努めていきたいと考えております。

そして（４）としまして、昨年11月に開催をしましたトラフグ資源管理検討会議の次回の開催

につきましては、トラフグの資源評価がまた今年の秋以降に出てきます。その結果を踏まえ、ま

た漁業者の操業の都合ですとか、各作業部会の進捗状況等を内容として本年11月以降の開催を目

指してこれから検討を進めていきたいと考えております。

こちらの資料の一番 後に、２ページほど紙をつけております。こちらはトラフグ資源管理検

討会議、昨年11月に開催をしました資源管理検討会議の概要でございます。こちらは水産庁のホ

ームページにも掲載をしておりますけれども、本日、末尾に添付させてもらっておりますので、

お時間のあるときにご一読いただければと思っております。

本件について説明は以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。続いてですが、そのトラフグについての委員会指示の概要の説明と、

昨年11月に行われましたトラフグの資源管理検討会議、その概要についての説明でありました。

以上でトラフグの説明は終わりですが、ご質問やご意見等、何かわからなかったこととか、何

かございますでしょうか。

清野委員。

○清野委員

資料２－１－２の中で、ページでいうと課題４で、水産庁から産卵場・成育場の保全は、物理

的なことを含め時間かけざるを得ないことというのが報告されたということなんですけれども、

それについてまた機会があったらご説明いただきたいんですが、今、時間がないのでご意見とし

ては、今すぐでもできることというのはありまして、先ほど午前中の会議でも言いましたけれど

も、ここの産卵場のところは、例えば関門航路だとか、あるいは玄界灘の砂利採取とかで、結構

トラフグの産卵にとっても必要な土砂というのを、コンクリート材料でとるとか航路維持のため

にとっています。その際に結構濁水も出たりするんですね。トラフグの保護というのは、本当に

この下関周辺にとっても非常事態ですので、ご提案としてはきちんとした情報もあると思います

ので、やっぱりできるだけそういう工事を控えて、産卵時期はできるだけ当たらないでほしいと

いうこととかを要請するということはできるかと思います。航路維持はどうしてもしなければい

けないところはあると思うんですけれども、時期の調整は、両立するところだと思いますので、

是非下関関係機関、集中しておりますので、情報共有していただきながら進めていただけたらと

思っております。
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以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。何か今のご意見に対して、ご返答はありますでしょうか。

○事務局（城崎）

産卵場なり成育場の保全というのも、未成魚漁獲抑制に並ぶぐらい重要な課題だと認識をして

いるんですけれども、まずは研究機関の指摘もあって、未成魚漁獲抑制から優先的に取り組んで

いる。それに追いかけるように、成魚保護とか、場の保全についても、これから議論を進めてい

く予定です。場については、確かに山口県内にも色々あるんですけれども、各産卵場のポテンシ

ャルからすると、他にも瀬戸内海点々と幾つかございます。そういう中で、どういうところから

どういう取組をしていくかというものの、まずそのデータサーベイも必要かなと思っております。

一方で、山口県、特に下関市とか、トラフグの主要産地では、トラフグに関する研究も進んで

いる面もあって、そういったことも日ごろから連携を取りながらやっておるので、そういう各現

場の関係県の意見も踏まえながら、どういう取組、優先順位でやるのがいいのかということも考

えていきたいと思っております。

ご意見、どうもありがとうございます。

○橋本会長

よろしいですか。

○黒萩資源管理推進室長

今、清野委員がおっしゃったような成育場として保全すべき水域を情報提供するというのは、

そんなに時間かけずにできると思いますので、検討会議とかで相談しながらやっていきたいと思

っております。

○橋本会長

上野委員、どうぞ。

○上野委員

今、清野委員から、土砂採取の関係の話が出ましたが、これは漁業権区域であれば、それとも

う一つは、調整規則上、県が許可しているんですよ。だから土木サイドも土砂採取の許可がいる

んですが。だからそこら辺のその産卵場とか、砂をとるとかいうのは、むしろ県の考え方で、ど

うにでもなるのではないですかね。むしろ国というよりは。規則上、そうなっていますから。

○清野委員

つまり、そういったせっかくデータがあるのであれば、ここはやっぱりトラフグのためにも
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色々時期とか場所とか調整をお願いしますということで呼びかければ、本当にどの地域もトラフ

グ、すごく経済的にも重要なので、比較的データに基づいて、あと重要魚種ですので、合意も得

られることもあろうかと思いますし、国だけではなくて、県とか、あるいはその土木サイドも含

めて、情報提供をいただけたらと思います。ありがとうございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

他にトラフグについて、ご意見ございますか。この委員会指示の内容と、それから昨年の11月

の資源管理検討会議の概要について。他にコメントございませんでしょうか。よろしいですか。

それでは、よろしければ、２つ目の委員会指示の関係で、有明海のガザミについて、事務局よ

り説明をいたします。

○佐藤資源管理計画官

有明海ガザミ広域資源管理方針の資源管理措置に係ります日本海・九州西広域漁業調整委員会

指示第44号案につきまして、ご説明いたします。

お手元の資料２－２の裏面の参考をご覧ください。現行の広域資源管理方針の実施期間が平成

26年度で終了いたします。そこで平成27年度以降の取組について、関係者間で検討しまして、本

年３月３日のガザミ広域資源管理検討会議にて、有明海におけるガザミの広域資源管理について

は、これまで資源回復を図ってきたが依然として低位水準であると考えられると。平成27年度以

降も、引き続き関係漁業者、関係県及び国が連携協力する広域資源管理の取組が重要であるとい

たしまして、現行の枠組み、それから対象漁業で取り組んでいくこととなっております。

また、資源管理の目標及び実施期間につきましては、引き続き資源の減少傾向を抑制し、現状

の資源水準の維持・回復を図ることを目標としております。実施期間につきましては、平成27年

４月１日から、平成30年３月31日までとし、必要に応じて見直しを行うということにしてござい

ます。

それでは、また資料２－２をご覧ください。平成27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、引き続き実効性を担保するために昨年度と同様の指示を行うこととしてござ

います。まず１の指示の内容につきましては、有明海において、平成27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。

次に、２の指示の有効期間につきましては、平成27年度でございますので、平成27年４月１日

から平成28年３月31日までとしてございます。

以上がガザミに係る広調委指示の説明でございます。
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○橋本会長

ありがとうございした。有明海のガザミにつきましては、広域資源管理方針が27年４月１日か

ら３年間延長になる。それに基づきまして、本年漁期の６月の15日間の採捕禁止、これは例年ど

おりの指示を出したいと、こういうことでございます。このガザミの委員会指示について、何か

ご質問、ご意見等ございますでしょうか。よろしいですか。

それでは、本委員会として、先ほどのトラフグの２つの委員会指示も含めまして、日本海・九

州西広域漁業調整委員会指示第42号と第43号、これがトラフグについて、それから先ほどの第44

号、ガザミについての委員会指示、この３本を発動するという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。またあわせまして、今後の事務手続上、部分的な修文でありますとか、

文言の訂正、そういったものがありましたら、私にご一任いただきたいと思いますが、それでよ

ろしいですか。

（「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、事務局はこの委員会指示についての事務手続を進めていた

だくようお願いいたします。

それでは、続きまして、議題（３）に移りたいと思います。議題（３）は平成27年度資源管理

予算の概要についてでございます。事務局より説明をいたします。

○事務局（城崎）

それでは、資料３をお手元にお願いいたします。資料３、資源管理の推進ということで、平成

27年度予算概算決定の概要の資料でございます。資料の体裁は、１枚目の裏表に各事業の説明が

ありまして、それ以降、各事業ごとにポンチ絵というものをつけております。色々な事業を組み

合わせての資源管理の推進にはなっておりますけれども、このうち、特に各県、各漁業者と関係

の深い資源管理高度化推進事業について、ご説明をいたします。この資料３の頭紙の真ん中あた

りに、主な内容として資源管理高度化推進事業と書いてありまして、その内訳が２つの事業から

なっております。それぞれ資源管理指針等高度化推進事業、資源管理体制高度化推進事業と書い

ております。この事業、２つ並んでおりますけれども、平成26年までは、このそれぞれの事業か

ら高度化という言葉がありませんで、資源管理指針等推進事業と資源管理体制推進事業、この２
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本の事業が別立てで運用しておりました。これまでは資源管理指針・計画体制へのその参加促進

が中心になった取組であったわけですけれども、資源管理のあり方検討会の議論等々を踏まえま

して、今後は計画の評価・検証を通じて、それぞれの計画の見直しを通じて高度化を図っていく

と、そういうことで両事業を整理・統合して、組み替え新規として概算要求をしているものであ

ります。

１ページめくっていただきますと、この資源管理高度化推進事業の概念図が書いてございます。

一番下に、事業構成ということで、黄色で囲っている部分でありますけれども、ここにまず資源

管理指針等高度化推進事業については、大臣管理漁業など、広域資源等を対象とする漁業につい

て、①、②、③に取り組む者に対して支援をすると書いてございます。こちらは沖合底びき網漁

業ですとか、大中型まき網漁業などの大臣管理漁業ですとか、トラフグやサワラなどの広域資源

に関する資源管理体制の高度化を図るためのものでありまして、大中型まき網であれば先ほどご

紹介したようなIQ方式の実証試験調査、これは左側に①で赤く色分けしている部分がありますけ

れども、こういう調査ですとか、沖底とかまき網、あるいは広域資源であるトラフグだとか、そ

ういうものの調査をする場合には、これは右側の③の青色の部分でありますけれども、こういう

事業を通じて必要なデータを集めていくというものであります。そしてまた、各漁業種類ごとに

漁業者検討会の開催などをするということで、ここの部分は真ん中の②、緑の部分になっており

まして、こういう①、②、③のような取組を念頭に、この事業の構成を考えております。

そして一方で、都道府県知事管理漁業につきましては、下の事業構成に資源管理体制高度化推

進事業と書いてあります。知事管理漁業につきましては、②、③に取り組む者に対して支援をす

ると考えておりまして、都道府県に設置されております資源管理協議会を通じて支援をするとい

うものであります。知事管理漁業の計画を高度化をするためには、各都道府県に設置をされてお

ります資源管理協議会の役割が重要になってくるわけでありますけれども、協議会が行う資源管

理計画の評価・検証、先ほどのあり方検討会後の取組にもありましたけれども、今後、資源管理

協議会なりで各計画の評価・検証をして、高度化を推進してもらう。そのために必要なデータ収

集などというものは、この③、右側にあります青色の部分で対応するというものであります。

また、これまでの資源管理協議会の大きな業務として、漁業者の取組の履行確認の作業がござ

いました。この履行確認の作業につきましては、引き続き真ん中の②、緑の部分で、運営を支援

していくと考えております。また、トラフグですとか、太平洋クロマグロの漁獲のモニタリング

等々で、漁協の方々、色々な取組をしていくことになりますけれども、そのような取組に対して

も必要に応じて、資源管理協議会を通じて支援していくということになります。
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そしてこのように資源管理指針・計画体制の高度化を図っていくということになるわけであり

ますけれども、なかなかすぐに一足飛びに物事が進むわけではありませんで、この真ん中あたり

には、矢印が４つほど書いております。まず、右側の矢印の上に評価と書いておりまして、ここ

には計画等に関する漁業者自身による評価結果と書いてあります。この評価結果というのは、先

ほどの説明でも話したように、これは自己点検の部分でありまして、この漁業者自身による自己

点検というのが、本年２月で今完了して、その全体取りまとめしているということは、先ほども

ご説明をいたしました。

そういう自己点検の結果に科学的な評価・検証をあわせて、その計画がどういうふうに改善す

る必要があるのかということを検討するということが、下に向く矢印であります。そういう改善

に向けた検討をして、その検討結果を踏まえて改善の計画などをつくっていく。これが左に向く

矢印でありまして、その実行をもって計画等の高度化、見直しを図っていく。これが上に向く矢

印であります。そういう矢印をぐるぐると回しながら、全体として指針・計画体制の底上げを図

っていく。これがこの計画の高度化・見直しの考え方であります。

今後、国会でのご審議をいただくことになりますけれども、予算要求の状況については、以上

でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。資源管理の予算の関係の説明で、資源管理高度化推進事業を中心に

説明をいただきました。

ただいまの関係予算の概要についての説明で、何かおわかりにならなかったこととか、質問と

かございますか。

松野委員、どうぞ。

○松野委員

まず、冒頭に今日の会議が、北陸新幹線開業以後であったということで感謝申し上げます。新

幹線に乗らせていただきました。

今、資源管理云々でありましたが、先ほどクロマグロのところで言えば良かったかもしれませ

んが、富山県の場合はこの氷見がクロマグロが特に入るということで、せんだっての県からの説

明では、場合によってはマックスで20日間ほど休業しなければならない。その20日間、要はブリ

が 盛期のときに、20日間休まなければならない。それは先ほど清野先生も言われましたが、地

域が崩壊する、漁村がなくなってしまう、そういう単に20日間に「積立ぷらす」で95％を補償す

るからいいじゃないかという問題でもないように思うわけでありまして、特にそしてまた定置は
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受動的な立場、動くことはできないんですね。船だったらば能動的にとるとらないは判断できま

すが。そういう意味では非常に難しい立場にあると思っております。そういうことからして、例

えば漁業者だけを守るというのであれば、これは平均的なその積立ぷらすアルファを予算立てし

ていただければいいのかなと。更に付け加えて地域全体を考えると、ではどうなってしまうの。

その地域全体を考えた対策についても是非ともこの資源管理の中に予算立てをしていただければ

ありがたいなと思うわけであります。

よろしくお願いいたします。

○橋本会長

何か予算の要望について、応答はございますか。要望ということでよろしいでしょうか。

他に何か予算のことについて、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。よろしいですか。

それでは、多少時間も押しているようでございますので、議題（４）その他という項目に移り

たいと思います。こちらの議題では、国が行う漁場整備事業、フロンティア漁場整備事業という

ものでございますが、この事業につきまして、事務局より説明をいたしたいと思います。資料４

でございます。

○本田上席漁港漁場専門官

水産庁整備課上席漁港漁場専門官の本田でございます。よろしくお願いいたします。座って説

明をさせていただきます。

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。資料４をごらんください。まず

１ページは、フロンティア漁場整備事業の概要でございます。事業制度を簡単にご紹介いたしま

す。この事業は国が資源の回復を図るための魚礁等整備を資源管理と一体的に行いまして、水産

資源の生産力の向上を図ろうというものでございます。２に記載していますとおり、排他的経済

水域であること、TACまたはTAE魚種であること、保護措置が講じられているものであることが要

件となっております。一番下の５番目のところに記載していますが、現在では日本海西部地区、

五島西方沖地区、隠岐海峡地区の３地区で事業を実施しております。

このフロンティア漁場整備事業を実施するに当たりまして、事業計画をつくるんですが、その

事業計画の策定、あるいはその計画の重要な変更がある場合には、この広域漁業調整委員会の意

見を聴取することになっております。それらに該当しない軽微な変更を行う場合には、その変更

の内容について、広域漁業調整委員会に報告することとなっております。

本日の説明は後者の事業計画の軽微な変更について、報告を行うというものでございます。

２ページをごらんください。裏面になります。軽微な変更を行う日本海西部地区の事業概要で



- 36 -

ございます。左上に事業概要を書いておりますが、総事業費が65億円、事業期間が平成19年度か

ら26年度、左端のその下に保護育成礁のイメージ図が描かれておりますが、2,000メートル四方

の中にブロックを設置して構成される、これを１群、１つの単位として、合計でこういったもの

を21群整備する計画となっております。整備位置は平面図の中にありますが、東から但馬沖に３

群、赤碕沖に６群、隠岐の島の北、隠岐北方に６群、浜田沖に６群、図面では、赤、青、緑、黒

の四角の印で場所を示しております。現在のところ、赤色の四角が整備済み、これが13カ所ござ

います。それから青と緑が整備中、黒色が未整備の地区ということになっております。

今回、ご報告します軽微な変更の内容ですが、その下の欄をごらんください。工事の完了の予

定時期を現計画では変更前ということで、平成26年度としておりましたが、これを平成28年度に

２年延期するということでございます。その理由といたしましては、21群ある保護育成礁、それ

ぞれの工事を行うに当たりまして、それぞれの利用のあり方を関係者と合意を得た上で着工して

きておるわけでございますが、一部の整備の箇所について、若干調整に時間を要したこと、それ

から隠岐の島の北の隠岐北方、それの一番北のところにある第３、第４の箇所につきましては、

関係者との調整の結果、他のところのブロック、構造と異なりまして、より視認性の高い、漁業

者がソナーとかで視認しやすい高層の魚礁を採用するということになり、その構造形式の検討に

時間を要したということが要因であると考えております。

今後につきましては、残りの計画の箇所につきましては工事をする上での測量設計、調整等は

要しておりますので、これらの早期完了を目指しまして引き続き事業の進捗を図ってまいりたい

と考えております。

本日、ご報告させていただく内容は以上でございます。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。ただいまフロンティア漁場整備事業について、計画の軽微な変更の

ご説明がありました。この説明につきまして、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。

志幸委員。

○志幸委員

今、この議題の中で、一番私興味を持ってここへ出席させていただきました。また清野さんが

色々と意見も述べられておりました、良いことだと思っております。その地域、集落、漁獲高の

問題についてもですけれど、今後、私たち資源管理型漁民にかかわって資源を増やすためにやっ

ておるわけで、水産庁はこういう国営事業、フロンティアを、28年度以降の予定はあるんでしょ

うか。ちょっとお聞かせ願いたい。
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○本田上席漁港漁場専門官

先ほどもご説明させていただきましたが、この日本海西部地区については、現計画が28年度で

終わるということでございます。その他の地区としまして、１ページ目の下にあります隠岐海峡

地区、これはマイワシ、マアジ、マサバを対象にしたマウンド礁、人工海底山脈という海底に大

きな山をつくるという事業ですけれども、こちらの事業がまだ引き続き続くということです。

○志幸委員

私はこの魚礁というものについて、すごいなと思っている。やはり色々資源管理はしています

けれども、この魚礁は国がやるべきことかなと。日本のこれからの漁民のために、また資源のた

めにやる必要性があるのではないかなと思う。この予算が２年間遅れたのは、漁民とのコンセン

サスが遅れたんだろうと思うんですけれども、それはさておいて、やはりこういうものは、漁民

が何を言おうと、国が進めるべき問題。特に日本海沿岸には。環境も全部変わってきております

けれども、魚の流れも変わってきております。私は石川県ですけれども、隠岐の島と今福井の人

にも言っているんです。イワシ、サバの群れが来なくなって、北前はなかなか困るねと。そうい

うのはやっぱりそうやって関わって、それがもとで日本の沿岸の漁業内容は今後変わってくると

思うんです。だから、早急に予算を計上して、部長さんにはこういうものを早く進めていただき

たいと思うんです。

以上です。

○橋本会長

志幸委員の強い要望ということでお聞きしておいてよろしいですか。

○志幸委員

そうそう。俺がもうおらんような時代、100年後の富山湾見てみます。俺はこの業界にもう二

十数年、三十年ばかりおります。橋本さんは富山湾で今、ブリが獲れる、あれが獲れるというの

を全部ご存じだと思うんですけれども、これはマリノベーション構想で石川県が富山湾の中に魚

礁を入れたんです。もう二十数年前。あれから富山県の魚の流れが変わってきていると思う。生

態も変わります。漁民の方々は目の先しか見ませんけれども、私たちはもう30年後、50年後のこ

とを見据えた中で、魚礁を水産庁にお願いしていくべきではないかなと思うんです。これはこの

委員会を尊重すると言われましたので、橋本会長、部長さんに要望しておくことを望みます。

以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。志幸委員からは、フロンティア事業、大変重要な将来を見据えた事
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業なんだから、もっとしっかりやれと、こういう趣旨でご意見をいただいたと。

他に何かこの点について。どうぞ。

○川越委員

志幸委員が一生懸命言ってくれたことで、私は嬉しいなと思い感激しているわけですが、実は、

このフロンティアは２年延期だと本田氏から言われて、少し落胆はしているわけです。しかし反

面、非常に 近、水産庁の頭は和らいだということで、感謝しているんです。例えば隠岐北方は、

ズワイガニの広範囲の優良漁場である。我々はここの資源回復の目的もある。相変わらず韓国の

不法操業が絶えず、日韓という難しい部分でのせめぎ合いがある中で、このフロンティアで整備

されるところには、本当に期待している。ここらで本当に現場の漁業者と意思疎通をやってくれ

ていることには、感謝を申し上げたい。しかし、遅れるということには甚だどうかなということ

で思いますし、志幸委員言われたとおり金沢は新幹線で本当に景気が良いみたいですけれども、

一府五県海区におけるズワイガニは、地域産業への二次的な波及効果というものは本当に絶大な

ものがあるということは間違いないんです。ここは十分、心しておいてやっていただきたいし、

志幸委員も昨今の資源管理とこの事業は当然セットであるということを声を大にして言われまし

たが、私も頑張ってやっていただきたいということで、よろしく申し上げます。

○橋本会長

ありがとうございました。

両委員からは、力強いご意見をいただきました。他にこのフロンティア整備事業について意見

はありませんか。よろしいですか。

それでは、議題の４の議事については以上でございますが、事務局から３点ほど別途報告事項

があるとのことでございますので、ちょっと時間も若干押しているようですので、概略を簡潔に

ご説明願います。

○内海課長補佐

栽培養殖課の内海と申します。よろしくお願いします。

私からは、第７次栽培漁業基本方針について、ご説明いたします。資料は５でございます。前

半部分の写真とかポンチ絵は、この基本方針の概要が載っておりまして、後半部分に全文文章で

載っております。農林水産大臣が沿岸漁場整備開発法というものに基づいて、概ね５年を１期と

して沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育

成に関する基本方針、いわゆる栽培漁業の基本方針というものでございますけれども、これを定

めることとされております。現行６次の基本方針が、26年度末で終了しますので、引き続き27年
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度から第７次というものの基本方針が必要になって、その作成に向けて準備してきたところでご

ざいます。具体的には26年３月と５月に県の担当者のレベルで準備会合をまず開いて、その後、

10月、11月に栽培漁業のあり方検討会ということで、学識経験者ですとか、水研センター、ある

いはその６海域の栽培漁業推進協議会の代表者の方々、それと関係団体という方々から、この検

討会を開いて内容を詰めてきたというところです。

この基本方針は、水政審の意見を聞いて定めることになっておりますので、この11月にこのあ

り方検討会で検討した内容、これを主要事項として、水政審に出して審議していただいたという

ことで、さらに今年の２月になりまして、２回目の水政審に今日の資料についている本文を案と

いう形で諮問しまして、それで了解、いわゆる答申を３月６日にいただいているところでござい

ます。

基本方針の構成でございますけれども、文章のところを見ていただくと、１、２ページ目が前

文という形になっておりまして、栽培漁業の現状を記載しております。それを受けて、３つの形

で基本的な指針及び指標、技術の開発に関する事項、その他の事項という形で文章ができている

ということです。前文の内容としましては、栽培漁業というものが始まってから半世紀の歴史を

有しているということとか、水産基本計画と栽培漁業の基本方針との関係、あるいはウニとかア

ワビの地先種での放流とか、あるいはヒラメとかトラフグのような広域種の種苗の放流の現状等

を書いてございます。それらを踏まえて、３つの指標とか事項とかがまとめられておりますけれ

ども、資料４のカラーの部分に戻っていただいて、そこで説明していきたいと思います。

まず、基本的な指針及び指標というところなんですけれども、この青の中に入っている数字が

ページ番号になるんですが、まず１ページ目に、資源造成型栽培漁業の推進ということで、内容

は５次から６次のときに、それまで放流した魚、全て獲ってしまうというようなことを前提にし

て放流をやってきているということだったんですけれども、６次のときに資源造成型ということ

で、資源を取り残して再生産を確保していくというような方向転換がありましたので、それを７

次でも一層推進していこうとしております。

次、２ページ目でございますけれども、ここは漁獲管理との連携の強化ということで、今日の

議論にもありましたトラフグのような、特にその資源が悪化している魚種については、適切な漁

獲管理と種苗放流を一体的に実施していこうとしております。

次、⑤というところでございますけれども、広域プランに基づく広域種の種苗放流の推進とい

うことで、これは各県がばらばらにその広域種を放流していても、なかなか効果が出ないという

ようなときに、こういう関係県で海域の栽培漁業協議会が中心となって、こういう広域プランを
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つくって、それに基づいてそれを勘案して各県が放流していきましょうと。そういうことで効率

的にやっていきましょうということを盛り込んでおります。

次、⑦でございますけれども、ここに放流効果の把握と生物多様性の保全への配慮としており

ます。ここは資源造成型を進めていく上では、再生産、放流したものの再生産がどうなっている

のかというようなことも検討していく必要がありまして、こういう遺伝子の技術を使った再生産

の検証なんかもしていきましょうというようなことを入れております。

次に⑨というところでございますけれども、ここは種苗放流と、種苗の育成の場の整備との連

携と書いております。藻場・干潟の保全、あるいは回復のための漁場整備、こういうものと種苗

放流も一体的になって、より効果を上げていこうというふうな内容をしております。

次に10ページ目でございますけれども、ここは東日本大震災からの復興ということを盛り込ん

でおります。被災地、まだまだ被災前の状況に戻っていませんので、それについて、色々これま

で支援してきたということと、今後もやっていきましょうというような内容になっております。

とりあえず水産復興プランというものにあわせたこともあって、平成27年度末までにそういう回

復を目指していきましょうというような内容になっております。

次に12から17というところでございます。資源造成型栽培漁業の推進のための技術開発の推進

ということでございます。それで、放流の技術のことをここに盛り込んでいるわけでございます

けれども、まず放流適地ですとか、あるいは適正なサイズ、これはコストの面を考えた適正なサ

イズですとか、さらには放流したものをどうやって資源造成に結びつけていくかということで、

育成の技術をこの丸の円でつないでおりますけれども、そういう形で一連の技術開発をやってい

きましょうとしております。

次に⑭でございますけれども、ここは環境の変化に適応した栽培漁業を実施するというための

技術開発ということでございます。地球温暖化、貧栄養化等に対応する中で、今、各県が左側の

緑色のところに書いていることを実際やっているということで、ここにまとめておりますけれど

も、その放流時期、サイズの検討をして、例えばヒラメであれば、種苗生産の時期を早めて水温

が低い時期に放流するとか、アワビであれば水温が低い時期に放流するためにそのサイズの見直

しも実施しているということがあります。右側は、近年、二枚貝が非常に減少しているというこ

ともありますので、国としても二枚貝の増殖技術の開発というものをやっていきましょうという

ようなことを盛り込んでおります。

次に15でございます。ここは技術劣化の防止と書いておりますけれども、種苗生産施設ができ

て三十数年たちます。そこでできた当時に職員さんの方、雇われて技術者としてやってきたわけ
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ですけれども、その方々も高齢化してしまっているということでございますので、そういう方々

の後継者、これを計画的に確保していきましょうということ、技術も継承していきましょうとい

うことを書いております。

次、⑯でございます。栽培漁業の技術の展開ということで、栽培漁業の技術としては、親魚の

養成、種苗生産、疾病等の防除、技術開発は養殖魚に活用できますし、さらに標識技術は、例え

ば資源管理等の生残率の推定等に役立つんだろうということで、栽培漁業と他の水産分野で活用

されるよう、横断的な技術開発をやっていきましょうとしております。

⑰でございます。水研センターの役割ということで、栽培漁業の技術開発と普及、さらには指

導・助言、それと疾病等の防除に関する指導及び助言をやっていきましょうとここに明確に位置

づけております。

⑱でございますけれども、これまでも栽培漁業、関係者が連携してやってきているんですけれ

ども、６次の基本方針では、そこがあまり明確に書かれていなかったという色々な指摘もありま

して、ここに国は栽培漁業の基本方針を策定し、水研センターは栽培漁業に関する技術の開発、

指導・助言を行う。さらに、豊かな海づくり協会は、国や水研センターと連携をとって、都道府

県間の連携調整、情報の収集及び提供等をやって、栽培漁業の普及促進をしていこうとしており

ます。また、都道府県は基本方針に調和した基本計画というものをつくって、県下の関係者と一

体になって、栽培漁業を推進していきましょうとしております。

後、⑲のところでございますけれども、下のところに基本方針の期間等と書いております。

初めにおおむね５年を１期として定めるとしてあるんですけれども、今回は水産基本計画の変更

の時期も考慮して、27から33年度までの７年間というふうなものを１期というふうにしておりま

す。その間に、水産基本計画で変更があって、こちらの栽培漁業の基本方針の変更も必要があれ

ば、それもあわせてやっていこうというものになっております。

なお、栽培漁業、都道府県については、この国の基本方針に調和する内容で基本計画というも

のを策定することになっておりまして、各県はその基本計画を着実にやっていくということにな

っております。

以上、簡単でございますけれども、第７次栽培漁業基本方針の説明を終わります。

○橋本会長

ありがとうございました。第７次の栽培漁業基本方針の概要について、かなり詳しく説明をい

ただきました。

次の浜の活力再生プランについても、引き続き説明をよろしくお願いします。
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○事務局（城崎補佐）

それでは、資料６をお手元にお願いいたします。浜の活力再生プランでございます。こちらに

つきましては、もう実施、随分時間も経過しておりまして、基本的な仕組みというのはご了解で

きていると思っております。基本的には魚価の向上の取組とコスト削減によって、漁業者の所得

の大幅な増加、５年間で10％の増加をというのが目的であります。

幾つかかいつまんでご紹介をしますと、資料をめくっていただきますと、下のほう、平成27年

度の支援事業の状況が書いてございます。27年度は6,000万円の事業となっておりますけれども、

27年度、一つ大きな追加の事項がございます。左側にSTEP2と書いてありますけれども、従来はS

TEP1、各浜ごとにプランをつくるときに、その調査等にかかる費用を50万円支援するというもの

がありましたけれども、STEP2としまして、幾つかの浜が連携して機能の再編等を取り組んだほ

うが効果的であろうという場合も指摘されておりますので、このような幾つかの浜が集まって広

域プランをつくる際に、１プラン当たり200万の支援を考えているというのが、平成27年度の追

加された部分でございます。

そしてページめくっていただきますと、次のページにはこの浜の活力再生プランの関連施策が

書いてございます。左側には26年度の補正予算を含む優先採択されるプランが書いてございます

けれども、平成27年度からは右側のオレンジ色の部分で書かれている９事業について、浜のプラ

ンの承認を受けた地域が優先的に採択される、そういう状況になっております。

その下の日本地図、これは今の取組の状況でございまして、プラン取組地区数は550、すなわ

ちこれは各浜々に地域水産業再生委員会が設置されている数でありまして、そこでプランが検討

されて、今現在、327プランが承認されているということで、今も承認申請が続いておりますの

で、年度内には400ぐらいはいくのではないかというふうな見通しでございます。

そしてもう１ページめくっていただきますと、こちらは収入向上の取組と、コスト削減の取組

の状況でございます。収入向上については、漁獲量の増大に関係する部分が緑色、品質や衛生に

関するものが青色、下が出荷拡大に関するものはオレンジ色で書いておりますけれども、実態と

しますと真ん中の青色の部分、漁業者が生産から洋上でも色々な取組ができるということでのプ

ラン内容というのが多いという傾向があるようです。下のコスト削減については、２つ大きく分

けておりますけれども、１つは省燃油活動に関する部分と、もう一つは協業化による経営合理化

のものでありますけれども、全体的な傾向としますと、船底の清掃等のメンテナンスの強化、こ

の緑色の部分の取組が多いという状況があるようであります。

後のページは、承認の事例を４つほど付けております。こちらの事業は水産庁のホームペー
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ジにも掲載されておりますけれども、プランはまだ作っていない地域ですとか、プランを作った

けれども、その見直し等する予定がある場合には、こういう資料もご参考にされればいいと思っ

ております。今、作成されている327、全てのプランについて、水産庁のホームページにも掲載

されておりますので、こちらもごらんになっていただければと思っております。

説明は以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

それでは、 後の水産物の放射性物質調査について、これも簡単にご報告よろしくお願いいた

します。

○事務局（城崎）

資料７をご用意をしております。資料７につきましては、従来どおりの取組の今現在の進捗状

況でございます。こちらにつきましては、今日はちょっと時間も相当急いているので、細かい説

明は割愛させていただきますけれども、特に 近の新聞などでも報道されていることについて、

ご説明いたします。

実は今年の２月の話ですけれども、東電の福島原発の１号機から４号機の原子炉建屋の山側に

ある排水路、これは通称Ｋ排水路と呼んでおりますけれども、このＫ排水路でデータの公表が遅

れているという事態が起きました。これは東電では平成26年の４月から水質のモニタリングを実

施してきたわけでありますけれども、その間に雨が降っている時期には告示の濃度基準の 大で

22倍も上回っていたにもかかわらず、この事実を２月24日まで公表していなかったということが

発覚しております。これによりまして、改めて東電の情報公開の姿勢が問われるとともに、漁業

者を含む関係者からの信頼が損なわれたと、このような指摘がなされているわけであります。

水産庁ではこのＫ排水路の事実が発覚した翌日、２月25日でありますけれども、東京電力を水

産庁に呼びまして説明を求めるとともに、遺憾の意を伝えているところでございます。そしてそ

の際に、あらゆる再発防止策を講じるとともに、対策の進捗状況について情報提供すること、２

つ目として、全ての情報を迅速かつ正確に公表すること、３つ目として本件について漁業関係者

に丁寧な説明を行うこと、この３つを強く申し入れをしたところでございます。

なお、このＫ排水路が放射性物質を含む雨水等を港湾外に流し続けていた期間も、魚介類の放

射性モニタリングというのは継続されておりまして、全体的な傾向として放射能の濃度の低下傾

向というのは続いておりまして、今回のことが原因と思われる大きな変化は見られていない状況

であります。
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それ以外の関連情報としますと、在外公館、在京大使館の他、国際会議の場等を通じまして、

我が国の取組ですとか、今日、お示ししているような検査の結果を説明して、関係各国には過剰

な規制にならないような申し入れを行っている、働きかけを行っているところでございます。特

に、一昨年、平成25年でありますけれども、９月から輸入規制を強化している韓国政府に対しま

しては、積極的な働きかけを行っているところでございまして、昨年12月と今年の１月には、韓

国からは専門家の委員会が来日をしまして、関係漁業者にも色々ご協力をいただいたところでご

ざいます。そのような情報の公開につきましては、今日お配りしている資料７の 後から２ペー

ジ目、一番 後には、出荷規制のチャートの前のページですけれども、消費者への情報提供とい

う項目がございます。この情報提供の中で、下に赤い矢印で今回の報告書と書いてありますけれ

ども、ここにありますとおり、これまで３年間のモニタリングの検査の取組を総括して、わかり

やすく中身を構成しまして、報告書を作成をしております。これをホームページに掲載すると同

時に、その内容を海外にも発信するために、英語版も作って海外への情報発信もしているところ

でございます。こちらにつきましても、昨年５月30日に水産庁のホームページにも掲載をしてお

りますので、こういう資料もあわせてご覧になっていただければと思っております。

簡単ではありますけれども、放射能の放射性物質調査についての説明は以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。以上で報告事項に係る説明が終わりました。

ただいまの説明について、何か質問等ございますでしょうか。よろしいですか。

その他、特段この機会にどうしても一言だけ言いたいというようなご意見がございましたらお

願いします。

それでは、皆様のご意見も委員会の中で出尽くしたようでございますので、ここで次回の委員

会の開催予定について、事務局より説明をお願いします。

○事務局（城崎）

例年どおり、次回の委員会は、今年の11月ごろに開催したいと考えております。日時や場所等

につきましては、各部会との関係もございますことから、会長や各委員の方々のご都合もお聞き

しながら、決めていきたいと思っておりますので、その際にはよろしくお願いいたします。

○橋本会長

次回の委員会は、例年どおり11月に予定されているということでございますので、よろしくご

予定をお願いいたします。

それでは、大分、時間を経過してしまいましたが、委員各位、あるいはご臨席の皆様方には、
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大変長時間議事進行へのご協力、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、そういったものを踏まえて、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、冒頭に議事録署名人に指名させていただきました京都府の西川順之輔委員、農林水産大

臣選任委員の中川善文委員、このお二方には後日事務局から委員会の議事録が送付されますので、

署名をよろしくお願いいたします。

それでは、大変長時間ご苦労さまでございますした。これをもちまして第25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。

閉会


