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１．開催日時

平成２７年１１月２５日（水）１２：５９～１５：３５

２．開催場所

コープビル 第３会議室

（東京都千代田区内神田１丁目１－１２）

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

青森県西部海区 角田 順一

秋田海区 佐々木 健

山形海区 加藤 栄

新潟海区 小田 政市

富山海区 松野 均

石川海区 志幸 松栄

福井海区 齊藤 洋一

兵庫海区 吉岡 修一

鳥取海区 生越日出夫

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
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沖縄海区 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 金子 岩久

漁業者代表 伊藤 保夫

漁業者代表 川越 一男

学識経験者 清野 聡子

学識経験者 安成 梛子

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

２ 太平洋クロマグロ

３ トラフグ

４ 日本海沖合におけるベニズワイガニ

５ 日本海西部・九州西地域マアジ、マサバ、マイワシ

（２）新たなＴＡＣ対象魚種の検討について

（３）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

（４）平成28年度資源管理関係予算について

（５）その他
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５．議事内容

開 会

○事務局（竹越）

お待たせいたしました。定刻より若干早いですが、委員の皆様おそろいのようですので、

ただいまから第26回日本海・九州西広域漁業調整委員会を開催いたします。

私は水産庁管理課の竹越でございます。よろしくお願いいたします。

本日は海区互選委員のうち、京都府の西川委員、大臣選任委員のうち、藤田委員、濱田

委員、濱村委員が事情やむを得ず欠席されておりますが、委員定数29名のうち、定足数で

ある過半数を満たす25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、本委員会は成立いたしていることをご報告申し上げ

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

本日は大変お忙しい中、また冷たい雨の降る足元の悪い中、委員の皆様におかれまして

は本委員会に出席をいただきまして、ありがとうございます。

本日、水産庁からは長谷増殖推進部長さん、黒萩漁業調整課長さん、吉塚整備課長さん、

それから加藤管理課資源管理推進室長さん、藤田漁業調整課沿岸・遊漁室長さん、また国

立研究開発法人水産総合研究センターから日本海区水産研究所の銭谷資源管理部長さん、

西海区水産研究所の山田資源海洋部長さん初め、多数の方に出席をいただいております。

それでは、議事に入ります前に、水産庁の長谷増殖推進部長さんからご挨拶をいただき

たいと思います。

○長谷増殖推進部長

皆さん、こんにちは。本日は当委員会の担当部長であります浅川資源管理部長が出張中

のために、かわりまして私のほうからご挨拶させていただきます。

委員の皆様方におかれましては、ご多忙の中ご出席をいただきましてありがとうござい

ます。また、日本海北部会、西部会、それから九州西部会の委員の皆様におかれましては、

各部会でのご議論、ありがとうございました。

本日は太平洋クロマグロの国際情勢や今後の資源管理の方向性、トラフグの資源状況と
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管理の方向性、さらにこれまでもご議論いただいております新たなＴＡＣ対象魚種の検討

方法などにつきましてご説明させていただき、種々のご意見を頂戴したいというふうに考

えております。

以上が事務方からもらった挨拶の部分なんですけれども、せっかくこういう機会をいた

だいたので、若干、私の最近考えていることなどをお話しさせていただきたいと思います。

皆さんご承知のとおり、日本国の周りの海は多数の魚種を対象として、多数の小型漁船

が操業しているばかりではなくて、魚種選択性が極めて低い、言いかえれば魚種別の漁獲

量管理と最も相性のよくない定置漁業が沿岸漁業の中核をなしております。

クロマグロの場合、この委員会を含めて３つある広域漁業調整委員会によりまして、全

国で２万4,000隻にも上る、その承認がなされております。このうち当然、毎年毎年クロ

マグロ漁に大きく依存しているという経営者、漁業者も多数おりますが、そのほかに自分

の地先にクロマグロの加入がよくて、来遊がよくて、商売になるんであれば、そのときは

出漁しようというふうに思っておられる方もより多数おられるという現状だと思います。

一方、定置漁業につきましては、将来の日本の漁業を考えた場合に、燃油価格高騰の影

響も受けにくく、船上の人身事故も少なくて、労働時間も比較的ではありますけれども、

短いといったような条件があって、若い従事者も確保しやすいということだと思っており

ます。こういうことから、これからも沿岸漁業の柱になる漁業であるというふうに私確信

しておりますけれども、一方で、クロマグロの資源管理について言えば、先ほども申し上

げた魚種選択性が低いという予報上の大きな問題を抱えているという認識でございます。

太平洋のクロマグロは、現在、これまでもずっと議論してきている話でありますけれど

も、極めて資源水準が低くて、ＷＣＰＦＣとＩＡＴＴＣという太平洋の西と東の国際漁業

管理機関での議論・決定を踏まえた資源管理の取り組みがなされているところでございま

す。

その国際機関での資源管理ということになりますと、どうしても漁獲量の管理によるも

のが中心とならざるを得ません。欧米初の、よくグローバルスタンダードみたいなことを

言われますけれども、そういうものに何とか対応していくというのは本当にペリーの黒船

来航以来みたいな話で、もう水産の話だけではなくて、いろんな分野でそういう世界標準

と言われるものに合わせる努力を日本は延々としておるわけですけれども、このクロマグ

ロの問題もまさにそういう感じが私はしております。

国内のＴＡＣ制度が始まって20年たちます。さまざまな試行錯誤と工夫によって運用し
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てきましたけれども、定置漁業の漁獲量管理については実際上ほとんど手をつけてこなか

ったというのが現実でございます。

しかし、単なる国内の管理措置ということではなくて、条約に基づく国際約束、国際義

務として行うクロマグロの資源管理においては、そういうわけにはまいらないということ

でございます。

後ほどさらに事務局から最近の状況等々説明させますけれども、クロマグロの最大の漁

獲国として、これまでの管理を超える日本のさっき言ったような漁業事情、漁業現場に適

合した方策を何としてでもつくり出していく作業をこれから加速していく必要があるとい

うふうに痛感しているところでございます。

ちょっと抽象的な話で恐縮でございますが、本日も盛りだくさん、かつ我が国の資源管

理の核心部分に触れる、かかわる話になりますけれども、委員の皆様方におかれましては

ぜひ活発なご意見をいただきますようにお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただ

きます。

○橋本会長

長谷部長、ありがとうございました。

それでは、次に配付資料の確認を事務局からよろしくお願いします。

○事務局（竹越）

それでは、お手元の資料ですが、まず議事次第ということで左上がホチキスになってい

ます。本日の名簿や配席図が入っているものが１つです。それから、資料１－１で「資源

管理の取組状況」、両面になっております。裏側が黄色いものです。それから、資料１－

２で「太平洋クロマグロの資源状況と管理の方向性について」、資料１－３でトラフグに

関しまして。それから資料１－４－１から各資源状況のダイジェスト版、ベニズワイのも

のがございます。それから、１－４－２で「広域資源管理の取り組みについて」、それか

ら１－５－１でマアジの資源評価のダイジェスト版、それから続いて１－５－２で「マア

ジ（マサバ・マイワシ）の広域資源管理方針に基づく取組状況」、それから資料２で「新

たなＴＡＣ対象魚種の検討について」、それから資料３－１－１でフロンティアの関係に

なりますけれども、３－１－１、３－１－２、３－１－３という形で続いてまいります。

そして資料３－２－１、最後は資料３－２－３までございます。

それから、資料４といたしまして「平成28年度予算概算要求の概要」、左上にホチキス

とじしたものが配付してございます。
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以上でございます。もし落丁等、お手元にないものがありましたら、その都度おっしゃ

っていただければお届けいたします。

以上です。

○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、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、僭越

ながら２名を指名させていただきたいと思います。

本日の委員会の署名人としては、都道府県海区互選委員からは新潟県の小田政市委員、

農林水産大臣選任委員からは川越一男委員、以上のお二方に本日の委員会に係る議事録署

名人をお願いいたしたいと思います。

お二人の委員の方、どうぞよろしくお願いいたします。

また、本日は参考人として日本海かにかご漁業協会の岩田副会長にご臨席をいただいて

おりますので、一言ご挨拶をよろしくお願いいたします。座ったままで結構です。

○岩田参考人

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。

あと１点、ご報告になりますが、今回、委員の交代がございました。大臣選任の漁業者

代表委員でございました中川善文氏が一身上の理由により委員をおやめになりましたので、

後任として藤田博英委員に就任をいただいたところでございます。本日はあいにく藤田委

員はご都合がつかず欠席とされておりますけれども、次回の委員会で皆様にご紹介をした

いというふうに思います。

それでは早速、議事に従いまして議題（１）「広域魚種の資源管理について」に入りた

いと思います。そのうち、（１）の１の３つの「部会における取組」について、事務局よ

りご説明をいたします。

○事務局（竹越）

事務局です。今回、３部会ございました。昨日の１時から始まりまして、日本海北部と

いうことでマガレイやハタハタ、スケソウ、それから九州西部ということで、トラフグ、
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マチ類、ガザミ、それから本日の午前中に日本海西部ということで、アカガレイ、ズワイ

などについて話し合われました。

各魚種とも水研センターさんのほうから資源状況について説明いただきまして、各委員

さんから漁模様など、あと事務局から資源管理の取り組み状況についてご報告をしたとい

うことでございまして、種々、それぞれ資源に対応した取り組みがなされているというこ

とで、今後とも継続していくということが確認されております。

それから、本日の午前中、日本海西部においてフロンティア事業ということで、漁港漁

場整備計画の変更の説明がされまして、異存がないということになりました。これは本日

の委員会の議題にもなっておりますので、後ほど詳しく担当よりご説明申し上げます。

簡単でございますけれども、以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

事務局から昨日から行われている各部会の検討状況についての説明でございました。

何かご質問等は特段ございませんか。

それでは、ないようですので、早速、議題、次の（１）の２でございます。「太平洋ク

ロマグロ」の資源状況と管理の方向性について、水産庁資源管理部国際課、神谷参事官、

それから事務局より続けてご説明をしたいと思います。

○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。座って説明させて

いただきます。

お手元の資料の１－２になります。冒頭、長谷部長より紹介がありましたクロマグロの

国際的な管理の方向性について、まず私のほうから説明させていただきます。

１枚おめくりください。１－１の「国際的な資源管理の考え方」とございますが、これ

は皆様もうご承知のように、クロマグロというのは日本周辺で一生の大半を過ごしますし、

漁獲もほとんどが日本でございます。一方で、国連海洋法条約上では高度回遊性魚種とい

うものに分類され、そうなりますと管理の枠組みというのは国際漁業機関であるＷＣＰＦ

Ｃで決定されるということになります。

ＷＣＰＦＣの管理の基本概念、ＷＣＰＦＣと申しますか、国際漁業機関全般に通ずるも

のですが、管理の基本概念というのは、これは誰でもわかる、目標も明確であるというこ

とから、全てが数量管理で行うということを基本としております。数量管理というのが正
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確かどうかという点は別にいたしまして、誰にでもわかりやすいという観点で数量管理が

行われておるということでございます。

具体的に申しますと、現在の資源状況をベースにいたしまして、いつまでに、どのレベ

ルまで資源を回復させるかという当面の回復目標を決定いたします。その目標を達成する

ために、国別の漁獲上限を決定するという基本的なプロセスがございます。

太平洋クロマグロで申しますと、このいつまでにというのは2024年までに、どのレベル

というのは歴史的中間値の約３万トンまで回復させる。そのために、国別には30キロ未満

の小型魚を半減、具体的には日本国内では4,007トンの上限を決定するという管理が行わ

れております。これが①から③まででございます。

さらに④でございますが、定期的に実施される資源評価をもとに、この国別上限も見直

される、資源の回復状況が悪ければ削減されるということになります。

特にクロマグロのように資源が非常に悪いとされておる魚種では、漁獲上限の遵守とい

うのが非常に厳しく求められます。

ここまでが資源を回復させるという目標でございますが、⑥でさらに資源が回復した後

に、維持すべき、資源をどのあたりで維持したらよろしいかという長期的な管理目標、例

えば、資源をある一定水準付近で維持して、少なくともこのレベルは下回らないようにと

いったような目標を決めて、その具体的管理措置が今後も決定されるということになりま

す。

平たく言いますと、②のところは２段構えの構成になっておりまして、まず非常に悪い

資源をどこまで回復させるかという数値目標が第１レベルとしてありましたならば、回復

した後にさらにどこの水準で維持させるかというところが第２弾の目標ということになり

ます。

次のページをお願いいたします。「国際的な資源管理の考え方③」でございますが、こ

のような例外のない数量管理というのは、長谷部長のほうからも紹介ございましたが、今

までの国内の他の魚種とは異なる管理手法をとらざるを得ないということでございます。

水産庁にとっても漁業者の方々にとっても、また都道府県の皆様にとっても初めての経

験でございます。

日本として義務規定となっておりますのは、小型魚を4,007トンを上限とする。超過分

は翌年枠から削減ということでございますが、これは特定の漁業種類が例外扱いするとい

うことは、他の漁業へのしわ寄せとなってあらわれるということになります。
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このような状況から、今、我々に求められておりますのは、水産庁、また都道府県、業

界一体となった取り組みでございます。

特に水産庁に求められることといたしましては、妥当な長期管理目標が設定されるよう

に、論理の構築と国際交渉が求められますし、漁業者の皆様に求められることというのは、

漁獲上限をしっかり遵守していただくということになります。

当然、遵守の難しい漁業種類というのもございますので、そのために政府としてどのよ

うなことをやるのかというのも、当然、我々の義務としてあるわけでございます。

次のページをお願いいたします。これの下の表でございます。１－６、「30キロ未満小

型魚の漁獲半減により見込まれる回復」とございますが、現在2.6万トンの親魚資源を小

型魚30キロ未満を漁獲を半減すれば、2024年までには4.3万トンまで回復する。うまくい

けば大体７万トンぐらいまで資源が回復されるであろうと見込まれております。つまり、

この10年間で2.6万トンから７万トンという、３万トン強の増大が見込まれるわけでござ

います。

次のページをお願いいたします。一方で、ここで長期的な管理方法の話になってまいり

ますけれども、数量管理というのは基本的にコンピューターのシミュレーションというの

がメインになりますので、誰でもできる反面、いかような厳しいことでもきれいに計算が

できてしまうという欠点がございます。例えばアメリカでいいますと、先般９月に開催さ

れました北委員会には、今の回復目標じゃ手ぬるいんだ、2030年までに親魚資源を約12万

トンまで回復させるような目標を定めるべきである。それを達成するための新たな削減シ

ナリオを検討しようじゃないかということを提案しております。

これは資源を守るという、きれいに見える部分もありますけれども、実際はアメリカの

ほうは漁獲がほとんどないので、例えば、より理想的なものをある意味軽く言えることが

できるという状況になっております。

また、アメリカ政府なんかに大きな力、影響力を持っております環境保護団体の中では、

長期管理の目標というのは2030年までに24万トンまで回復させるべきだというようなこと

を言っております。

我々の暫定回復目標がこの10年間で約3.4万トン回復させるというところを、ほぼ同じ

ような期間で10万トン、もしくは20万トン以上回復しろと言うということは、これは翻っ

て、日本の漁獲がほぼゼロになっても達成できないような水準でございます。

どうしてこのようなことが簡単に言えるかというのを示したのが、このページ９、１－
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８の「漁業が無いと仮定した場合の親魚量」のところでございますが、コンピューターの

シミュレーションでございますので、もし漁業がなかったら親魚はどのくらいいるのかと

いうのは、計算上は出てまいります。これがこのグラフの茶色い点線になっておりまして、

もし漁業がなければ親魚資源というのは約100万トンから50万トンぐらいいただろうとい

うようなことになります。

一方で、この下の赤い部分が実際の親魚量でございます。青い点線が漁業がなかった場

合の親魚量の20％でございます。アメリカなどが軽く初期資源の20％と言っておりますけ

れども、これは実は、我々が過去60年間一度も達成したことのない数値でございます。

数量管理というのはわかりやすさというものはございますけれども、一方でこういうこ

とが非常に軽々に行われて、これがまた環境保護団体などの宣伝も相伴いまして、世界の

主流になっていくという、非常に恐ろしい部分がございます。

次のページをお願いいたします。そのような避けられない流れの中で、これからの国際

会議で予定されておるものが幾つかございます。

１つは、これは日本から提案したものですけれども、加入がこれからも非常に悪い状況

が発生した場合に、緊急的な措置を講ずべく、これは2016年に話し合いましょうというの

を提案して、多分、ことしの12月のＷＣＰＦＣでは採択されると思われます。また、来年

３月には資源評価が行われますので、そこで直近の資源状況と、また状況次第では現存の

保存管理措置の強化の議論にもつながりかねない部分がございます。

また、クロマグロはＷＣＰＦＣだけでなく、東部太平洋のほうでＩＡＴＴＣという機関

も管理しておりますので、そこと一緒に合同会合を開いて、大きな方向性を決めねばなら

ないということになります。

ここでの問題は、資源を回復するということは共通の認識であるわけですが、回復に伴

う痛みを東と、ＷＣＰＦＣとＩＡＴＴＣとの間でどのように分け合うのかという話が出て

まいります。当然、自分のところの痛みというのがより少なくなるような、せめぎ合いと

いうのが続きます。

また長期管理の目標も、来年においては何らかの方向性を見せることが必要となってま

いります。計算上の目標でなく、より現実的な目標を模索・検討することが非常に我々に

重要になってまいるところでございます。

ここでまた資料の４ページにお戻りいただきたいのですが、１－３の「国際的な資源管

理の考え方③」でございますが、今ここで大事なものは、再度強調させていただきますが、
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我々、水産庁には妥当な長期管理目標が設定されるように全力を尽くしてまいります。一

方で、漁業者の皆様におかれましては、特にクロマグロというのは世界中が今注目されて

おるわけでございますので、漁獲上限の遵守というところに非常な注意を払っていただき

たいというところでございます。

以上までが私のほうの国際的な管理の情勢でございます。

引き続き、事務局のほうにマイクを移します。

○事務局（竹越）

事務局です。続きまして国内の資源管理の取り組み状況ということで、14ページから、

２－１の「我が国の資源管理の取組状況について」でございます。

今、神谷からございましたとおり、国際的に非常に厳しい状況に置かれているわけでご

ざいますけれども、こういった中で国内の管理をどうしっかりやっていくかということで、

昨年来、浜の皆様のところに我々がお邪魔いたしまして、どんな管理ができるかというの

を考え、試行錯誤した結果、ことしの１月からまずは沿岸の皆さんにおかれましては６ブ

ロックに分けた管理というのを実施してございます。

２－１の上のほうからまいりますと、まずは我が国の漁獲上限が4,007トン。これが200

2年から2004年の平均漁獲実績8,015トンの半分ですので、小型魚の30キロ未満に関しまし

ては4,007トンになっている。これをまずはまき網とその他の沿岸漁業ということで、2,0

00トン、2,007トンとそれぞれ分けまして、まき網につきましては操業海区ごとにしっか

り管理してもらう。

それから沿岸に関しましては、沖縄から北海道まで、沿岸の皆さん入っての管理という

のは我々初めての経験でございますので、まずは皆さんと練ってつくり上げましたこの６

ブロックの管理というのをやらせていただいているということで、具体的には15ページの

地図のとおりになってございます。

進めていただきますと16ページでございます。それぞれブロックごとに管理期間という

のを考えておりまして、それは浜回りをいたした際に、なかなか日本列島は長いものです

ので、漁期というのがそれぞれの浜々で異なっている中で、この盛漁期に漁獲枠の満限に

近くなって、漁獲を本格的にとめなきゃいけなくなったときに、なかなか盛漁期ですとや

りづらいというお話がございましたので、種々、ＷＣＰＦＣは暦年の１月から12月でござ

いますけれども、大臣管理を除きまして、沿岸の６ブロックの皆さんにはいろいろお話を

お伺いしたところ、日本海北部に関しては４月から翌年の３月、ほかのブロックに関して
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は７月始まりの翌年の６月終わりがよろしいであろうということで、16ページの表のよう

な形になっております。

それから、ことし１月から始まっておりますので、どうしても半年ぐらいはみ出しがご

ざいます。この部分に関しましては、第１管理期間と我々呼んでおりますけれども、ここ

に入れるような形で。ですから、日本海北部でありますと１年３カ月、その他のブロック

ですと１年と半年というような形で、それぞれ漁獲上限を１年半分定めまして管理をして

いるという状況でございます。

17ページは、各ブロックごとに県の皆さん、漁業者の皆さん、系統の皆さん、いろいろ

ご意見を伺いながら、各ブロックに合わせた管理が大事だろうということで、それぞれ管

理規定というのを設けまして管理をしています。例えばご紹介いたしますと、日本海北部

ブロックでありますと定置が中心でありますけれども、ブロックの中に県が七つあるわけ

ですけれども、ここにそれぞれ県枠を設けてきっちり分けるのでなくて、県ごとの漁獲目

安として管理はブロック全体でしていく。他方で太平洋北部でありますと、青森と茨城に

は県の漁獲枠を設けて、その他の県はグループでやっていく。同じように、九州西部であ

れば長崎と山口に分けて、そのほかはグループでやっていく。種々、それぞれの地域の実

態に即した形で管理を進めて、ご協力いただきながらやらせていただいているところであ

ります。

１枚おめくりいただきますと、18ページ、大臣管理関係でございますけれども、大中型

まきに関しましては、実は2011年からずっと管理が始まっておりまして、今回2,000トン

という枠でございます。こちらもしっかり守っていく。それから、大型魚の30キロ以上に

関しましても、日本海の産卵期でありますけれども、1,800トンを超えないように管理を

したり、８月の操業を自粛したり、しっかりやっている。あと、近海竿釣りに関しまして

もしっかりやっていくというようなことになっております。

これら総体的に見ますと、２－３でことしの11月に公表しております漁獲の状況でござ

います。これは９月までの実績がまとまっておりまして、字が細かくて恐縮ですけれども、

日本全体では総計というところの累計になりますけれども、1,705トンの30キロ未満の漁

獲が今あるということでございます。太平洋北部でありますと278トンであったり、太平

洋南部であったら39トンであって、日本海北部だと414トンという形で、各ブロックごと

で漁獲が積み上がっているブロック、あるいはまだ進んでいないところと、それぞれ差が

出ている状況でございます。
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そのような中、１枚進めていただいて20ページ、２－４の「警報等の発出状況につい

て」でございますけれども、太平洋北部ブロックの漁獲が積み上がっておりまして、今月

の13日に操業自粛要請というのを出させていただいています。これは漁獲の積み上がり、

各ブロックごとの漁獲枠に対しまして、７割で注意報、８割で警報、それから９割で特別

警報という形で出させていただいて、９割５分を超えますと操業自粛要請というルールに

してございます。太平洋北部ですと、417トンの漁獲があったというふうに聞いておりま

す。ですので、13日に出させていただいているということでございます。

こういった状況を鑑みながら、我々、第１管理期間、大分、半年以上経過しております

けれども、今後の管理をどのように考えていったらいいのか。先ほど神谷からございまし

た、２－５に移ってまいりますけれども、まずはこの国際約束というのは守らなければい

けないということで、漁獲上限の遵守は必須であろう。これに向かって、国際的には管理

措置というのは種々こういった資源評価の結果により定期的に見直され、場合によっては

変更されていくものですので、こういったものにも合わせながら、我々国内というのは考

えていかなければいけない。

ただ他方で、やはり半年強、私も担当してあれですけれども、やはり各漁法が非常に多

い、それから漁民の皆さんも多数いらっしゃる。時期や地域、サイズ、量の変動が非常に

大きい。こういった中で、いかに公平性、透明性の確保を保ちながら、的確に漁獲量を把

握して管理をしていくのかというのがやはり問題になってまいります。

また、定置網に関しましても選別漁獲できるような漁具、漁法の開発とか、再放流でき

るような漁具、漁法の開発というのも早急に進めていかなければいけない。

こういった管理を種々の課題等を考えながら、例外なき数量管理ということで、しっか

り管理をしていくためには、浜回りの際もある意味、法令担保ということをおっしゃった

漁業者さんもいらっしゃったんですけれども、我々漁業法があったり、水産資源保護法が

あったり、それからいわゆるＴＡＣ法があったりするわけですけれども、こういったもの

で、現行のブロック管理も数量管理の一種なんでありますけれども、法令担保も少し見据

えながら、例えばそういった漁獲可能量制度、いわゆるＴＡＣと呼ばれているものですけ

れども、これを見据えながら、他方で現行のＴＡＣとはまた全然違う形にクロマグロとい

うのはいろんな、種々の問題ございますので、新しい形を考えていかなければいけないと

思いますけれども、今後の道行きとして、そういったものもしっかり皆様方からいろいろ

ご意見を頂戴しながら、今のこの６ブロックの管理について法令担保というものを検討し
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ていきたいと考えております。

１ページ進めていただきますと、ご心配の声等いろいろお聞きしております。「遊漁へ

の取り組み」でございます。遊漁者の皆さんも少なからず漁獲されているということでご

ざいますので、我々、基本的にはまずは漁業者の操業自粛に歩調を合わせていただく。や

はり本業の皆さんが我慢している中で、横で遊漁の方がとられるというのは感情的にもよ

ろしくございませんので、ここはしっかり漁業者への操業自粛要請と同様のタイミングで

遊漁者の方にも釣りを控えていただくように、理解と協力を求めていきたい。

その一環としまして、下のほう、23ページで水産庁のホームページでそれぞれ県ごとに、

ちょっと細かいんですけれども、赤色や黄色を塗っている部分ですけれども、各県でどん

なふうな注意報が出ていたり操業自粛要請が出ているのかというのを一覧でお示ししまし

て、協力をしっかり求めていきたいというふうに思ってございます。

最後、24ページが支援策ということで、収入安定対策の強度管理のタイプの加入状況で

ございます。それぞれの県で指針を取りまとめていただいて、共済に加入いただいて、収

入安定対策を皆さんにご活用していただきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

ただいま参事官及び事務局からクロマグロに関する資源管理の国際動向と、それから国

内で行っております今のクロマグロの資源管理の概況について説明がありました。

ただいまの説明につきまして、ご意見あるいはご質問等ございましたら、発言をよろし

くお願いいたします。

どなたかございませんでしょうか。

松野委員。

○松野委員

富山県の松野ですが、富山県は先ほど長谷部長さんも言われましたように、定置は選別

できない漁法、県内の80％水揚げしているんです。そして、20何ページかな、「補償をし

ていますよ」と言っても漁業者だけなんですね。

今、新幹線開業で氷見はブリ定食等を求めて、多くの観光客が来ていらっしゃいます。

地域全体が盛り上がっているんです。そういうところでマグロのために休業する、できな

いんですね。地域全体が疲弊してしまいます。
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だから、漁業者だけ補償しているからいいじゃないか、じゃ、地域の人はどうするのよ

という話になります。

そして、先ほど国際上の問題だから、いつもとは違うんだよというお言葉をいただきま

したので、現場としても何とかしたい。だけどしようがない。昔の漁労長さんはうき魚と

細かいやつを分けて、うまく網の中でやった。でも、今そういうことの技術を持っている

漁労長さんはいらっしゃいませんね。

だからそういう現場にもう一回、前年度も現場に行ってお話をしていただいたんですけ

れども、もう一回現場に入って、どういうやり方ができるのかとか、実際に手法を一緒に

考えていただかないと大変なことになるということなんで、ひとつよろしくお願いをいた

します。

○橋本会長

ありがとうございました。

○藤田室長

ご意見、ありがとうございます。昨日も知事から大臣のほうにご要請をいただきまして、

その際にもご紹介をいたしましたけれども、現在、事業のほうでは青森県で、どういった

ことであれば可能性があるかという研究をしておりますし、あと、もうかる漁業のほうで

は、これから長崎県の定置のほうで選別網というものも試行していくということになって

おりますので、そういったものを我々といたしましても、よく見て、それで皆様にご披露

をしながら意見をいただいて、なおかつ、定置におけるブレーキのかけ方というんでしょ

うか、まさしく今おっしゃいましたように、ブリですとかサケの、いわゆる盛漁期にとめ

るというのはなかなか難しいというのが現実問題としてございますので、それ以外の時期

にどうやってブレーキをかけるかということについても、あわせて、都道府県の方なり皆

様のご意見を伺いながら、さらに検討を進めたいと思っております。

○松野委員

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。

一言で定置と言っても、やっぱり地区、地区で対象魚種も違ったり、やり方も違ったり

するようなことがあると思いますので、そういった、それぞれの地域に合ったきめ細かな

管理の対応ということが望まれるんではないかというふうに思います。
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角田委員。

○角田委員

青森の角田ですが、５ページの国際的な資源管理の考え方の担当者の説明は大変立派で

あって、この文章を見ると管理の数量、来年からはすごく厳しくなるような状況で、本年

度からも１隻当たりがもう数量がちゃんと割り当てられている状況で、来年になるともっ

ともっと厳しくなるような状況でありまして、来年からはほとんどのマグロは、50キロ以

上のマグロは制限されて、それでは小さいマグロ、例えば20キロ、30キロのマグロもうち

の日本海でもたくさん釣れます。

現在、私もことしは親戚からたくさんマグロをもらって食べました。大きなマグロは組

合で受け取るんですけれども、５キロ、10キロのマグロは組合は受け取りません。それで

大変うまいマグロをごちそうになりましたけれども、マグロの漁師さんは大変だと考えら

れます。

そうすると、来年からは特に厳しくなると、割当量も決定してしまうんで、そうすれば

マグロでもって生活ができないんだと。そうすれば別な仕事に転換するにしても、大変経

費もかかりますので、それじゃマグロ漁業者は生活ができないような状態は、皆さんご承

知のことであると思います。

この件について政府の方はどのように考えておりますか。簡単でいいですけれども、教

えていただければ、ご回答をお願い申し上げます。

○神谷参事官

来年もことしと同じ漁獲上限ですので、厳しくなることはございません。むしろ今の漁

獲量をしっかり守っていただくということが大事なことになってまいります。

○角田委員

保護することは確かにいいことなんです。ただしかし、その反面、それじゃマグロ漁業

者の生活は一体どうなるのか。そうなってくると、結局、漁業協同組合のほうでも、これ

は政府の決め方であってどうにもならないというような、ただ、「どうにもならない」と

いう一言で終わるのであれば漁業者も大変です。

来年はこういうことが厳しくなると、マグロを釣る人は獲っても規程が決まっている。

下前漁業協同組合は、ことしは１艘で115キロです。普通なら、１本釣れば100キロありま

す。２本か３本釣るとアウトですね。そうすると転換するについてもどうやって、他の魚

種はたくさんありますけれども、収入にならない魚種は意味がないんであって、これはど
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こでもマグロで生活する、日本海も太平洋側も大変だと思いますよ。

中身の文章は立派だと思いますよ、計画は。しかし、この計画を実行するには大変難し

い、時間と年数がかかると思いますので、漁業のマグロの生活を国のほうが何とか補償と

いうか、援助というか、そういうことをもう少し念頭に考えてもらえば、私は大変ありが

たいと思います。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

この太平洋クロマグロの話につきまして、ほかにご意見とかご要望ございますか。

清野委員。

○清野委員

非常に国際的に急展開の中で、関係される方が非常にご苦労されている様子、きょう承

りました。

九州西部ですとマグロの養殖とか、さまざまなそういったことで、新産業ということで、

この10年来蓄積してきたいろんな地域づくりがございます。これは漁業の問題だけではな

くて、離島政策だとか、あるいはインフラの整備とか、今の漁港という意味だけじゃなく

て、どういう地域になっていっちゃうのかというのが、ただでさえ離島とかかなり不安な

中で、次のビジョンを手厚く一緒に考えていただくような場をつくっていただきながら、

水産庁のほうで主導していただきながら、ほかの分野がそういうものに合わせていくよう

な、早急な介入を持っていただければと思っております。

やっぱり若い人たち、今少しトレンドが変わって、故郷に仕事があったら戻りたいとか、

自然の中で生きていきたいという出身者もいる中で、特に若手を出していくような教育関

係からも、やっぱりマグロというのは一つ、目指して若手も育成していたものですから、

次にかわるもので、かつ、余り国際的なものに左右されないで地道に生きていけるような

水産業のあり方とか、漁村づくりとか、海業ですか、そういうのも考えていただけたらと

思っています。

これは漁業だけではなくて、国土交通分野とか、経済分野とか、全てそういう分野の願

いであると思いますので、ぜひ、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。清野委員からは海業、若い人たち、次世代の人たちが地域で
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健全な生活を営んでいく上で、海業という形での検討も、クロマグロにももちろん関係す

るような、離島での蓄養漁業とか、そういう話だと思います。

ぜひ水産庁のほうもそういった方向性というものも頭に置きながら、この話を進めてい

っていただきたいと思います。

○神谷参事官

今のご指摘で、参考まででございますけれども、資料の43ページをお開きください。こ

こに「養殖業の管理」とございますが、実は2012年以降、クロマグロの養殖場の生けすと

いうのはもう固定されております。ですから、これ以上増えることはありませんが、生け

すがこれ以下になることもない。

一方で、養殖用種苗というのはこの2,000トンの漁業の枠の中で十分に確保されており

ますので、この規制が直に養殖漁業を変なふうになるという方向には働かないんだと思っ

ております。

○清野委員

そのあたりも多分、そういうヨコワの確保だとか、引き縄とか、そういった中でマグロ

についても今のようなご説明もいただいているんだと思うんですけれども、隅々までまた

わかりやすい情報などもいただけたらと思っております。

○橋本会長

ありがとうございました。

時間も進んでいるようですが、クロマグロについてほかにご意見。

大久保委員。

○大久保委員

30キロ未満の未成魚に対しましての資源管理は、私は評価しております。

しかし、長崎では壱岐対馬のほうでは若い漁業者がみずから立ち上がって、27年の６月、

7月、そして28年、29年、３カ年、30キロ以上のマグロを、産卵のマグロをとらないよう

に自粛しております。

この点におきましても、どうか皆さん方もご協力できるものなら、国のこともあります

から、一方では漁業者はこれを信じておりますので、何とか協力できるものならお願いし

たいと思います。

以上です。

○橋本会長
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ありがとうございました。

ほかにご意見、ございますか。

○神谷参事官

今の大久保会長のご発言なんですけれども、成魚のほうも漁業者みずからいろいろ取り

組まれているということは、資源管理に向けて非常にいいことだと思います。

一方で、夏場の禁漁を壱岐のほうではやられておるというところなんですが、また漁業

種類によっては夏場しかとれないという漁業種類もあるわけですから、一律横並びという

よりは、どういうふうにみんなで協力していけるかを話し合っていく必要があるんじゃな

いかというふうに認識しております。

○橋本会長

ありがとうございました。

大久保委員、そういったことでよろしいでしょうか。

野村委員。

○野村委員

いずれにしても、こういう資源管理を行っていかなきゃならないというのが前提条件な

んでしょうから、やはりそこでいろいろ不備があった場合には漁の協業化を図るとか、そ

ういう方向で何か補償制度とか設けてもらえれば、また違った意味でいい方向に行くんじ

ゃないかというふうに思うんですが、無理だったら何とかいい方法をまた見つけて、管理

する方向でいけるように、どうぞよろしくお願いします。

○橋本会長

ありがとうございます。

清野委員。

○清野委員

私の言い方が矮小化したのかもしれないんですが、さっき離島でのマグロ養殖の話があ

ったんですけれども、きょうのような情報で今後が見えない中で、水産庁も含めて進まれ

ているという状況の中で、どんなふうに、現場まで届くような協議の場とかお知らせの場

ができていくのかというのがもうちょっと見えると、その間に関係する人が、同じ暗中模

索でも、いつぐらいに、どんな場が設定されて、どういうメンバーで、何を話し合おうと

思っているみたいな話を、今後で結構なんですけれども、言っていただくといいのかなと

思っております。
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つまり、業界向けの説明とか、そういう団体の代表だけじゃなくて、かなり現場に入ら

れていると思うんですけれども、そのあたりの、かなり社会的な影響が大きいので、その

辺のめどがありましたらご教示ください。

○藤田室長

現段階で明確にこういう形で現場におりていきますというのを持っているわけではござ

いませんけれども、実際に今回の取り組みを導入する際には、我々の担当のほうが各都道

府県のご了解といいますか、ご協力をいただいて、関係の漁業者の方には随分浜回りをさ

せていただいて、この枠組みをつくって取り組みをさせていただいたという経緯がござい

まして、現在、まず都道府県の関係の方とはこの１年目の管理を踏まえまして、今後どう

いう形で進めるかという議論を進めております。

そういったものをまた恐らく広域漁業調整委員会ですとか資源管理分科会のほうにはご

説明をし、その間に必要に応じてと言いますか、都道府県の方から調整しながら、現場で

の説明ですとか意見交換から進めるということになろうかと考えております。

○橋本会長

よろしいですか。

このマグロの小型魚の管理についても、水産庁はこの方式を始めるに当たって、各都道

府県であるとか、あるいは必要に応じて浜回りということで進めてきて、１年目としてこ

ういう管理が始まって、まだ走りながら今後のもっといい取り組みについて考えていく必

要が多分生じてくると思いますので、そういった場面に応じて、また再度、現場とも話を

しながら、ぜひこの管理については政府、漁業者、地元、一体となって進められるように

今後も期待したいというふうに思います。

また、具体的な情報等が今後引き続き出ましたら、この委員会の場でも説明をさせてい

ただきたいと思います。

なかなか終わりそうで終わりませんが、クロマグロについてはそろそろよろしいですか。

それでは、時間の関係ございますので、次の議題の（１）の３に進めさせていただきま

す。「トラフグ」の日本海、東シナ海、それから瀬戸内海系群と、この資源状況と管理の

方向性について、これは事務局から説明したいと思います。

よろしくお願いいたします。

○事務局（竹越）

事務局です。お手元資料１－３でございます。「トラフグ（日本海、東シナ海、瀬戸内



- 21 -

海系群）の資源状況と管理の方向性について」でございます。

まず、このトラフグに関しましては、昨年からトラフグの全国会議ということで、西日

本の皆さんを中心に集まっていただいて、１回目は下関で開催いたしまして、２回目、こ

としも10月27日に下関でトラフグの関係の皆さん、漁業者の皆さん、系統の皆さん、それ

から県の皆さん、流通関係の皆さん集まっていただいて、検討しております。

この資料は10月27日の下関会議で私のほうから説明いたしました資料と同一のものを使

わせていただいております。まずポイントに絞りまして簡単にご説明したいと思います。

１枚おめくりいただきますと、トラフグの分布・生態でございます。左側に日本地図が

ございますけれども、赤い線が分布域でございます。瀬戸内海、有明海を中心に産卵場が

ございますけれども、ポイントは、トラフグは産卵回帰性がある。ですから、瀬戸内海で

生まれたものは外海に出てからまた瀬戸内海に戻り、有明で生まれたものは外海に出た後、

また有明に戻るというのがあると言われております。

１－２が「トラフグの成長」でございます。下のほうにグラフで赤と青の線で示してお

りますけれども、成長曲線と呼ばれております。０歳から１歳にかけてぐんと大きくなる

魚で、寿命が10年、全長が大体60センチぐらいになると言われております。雄が２歳で雌

が３歳で成熟するわけですけれども、なかなか管理の上でそれぞれ雄雌別に、これが子供

なのか親なのかという区分は難しいですので、まずは40センチで管理上は線を引っ張って、

40より小さいものは未成魚、40より大きいものは成魚というふうに扱ってはどうかと考え

ております。これはあくまで管理上ですので、40センチ未満の未成魚をとらなければいい

とか、そういう議論ではありません。あくまでも管理をする上での整理とお考えください。

進めていただきますと４ページでございます。「トラフグの漁獲動向」ですけれども、

左側に青いグラフがございますけれども、2002年以降から漁獲動向がまとまっております。

直近ですと2014年で219トンの漁獲があったと報告を受けております。多いときは350トン

を超えるときもあったんですけれども、年々減少傾向にあるということでございます。

下のほう、５ページが量の統計から尾数の統計に移りますけれども、年齢別の漁獲状況

です。下の帯グラフにございますとおり、青いところと緑のところが０・１歳です。これ

が大体40センチ未満になりますけれども、いわゆる未成魚です。トラフグの場合、尾数で

見てみますと、０歳・１歳の漁獲が７割以上を占めているということで、資源管理するた

めには、０歳であろうが、１歳、２歳、３歳であろうが、どの年齢でもしっかり管理が必

要なわけでございますけれども、どこから着手していくのが合理的なのかと考えますと、
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まずは０・１歳であろうというふうに考えております。

それぞれ真ん中の棒グラフは、青いのが有明海で、アズキ色の赤が瀬戸内海、緑が東シ

ナ海・日本海となっておりますけれども、それぞれの海域で特性ございまして、有明海で

すと０歳魚の漁獲が多くて、アズキ色の赤いものですと、瀬戸内海ですと各年齢別に満遍

なく漁獲されていて、外海のほうの緑は１歳以上で漁獲が進んでいる、こんな状況でござ

います。

これをもうちょっとつぶさに詳細を見ますと、おめくりいただきますと６ページのほう

でございますけれども、それぞれ20府県、日本地図に落としてみましたけれども、これだ

け多くの県の方、それからそれぞれの県の中には定置があったり、小底があったり、刺し

網があったり、はえ縄があったりと。この皆さんが一致団結して、みんなで管理をしない

となかなかトラフグの管理というのはうまくいかないということで、私のほうで今回、浜

回りということで、20府県対象に、何とか今のところ半分ぐらい、10県ぐらい回って、13

会場ぐらい現地に参りまして、漁業者さんとこういった資料を使いながら、現在のトラフ

グの状況をご説明しながら、どんな管理がいいのかというのを模索している状況でござい

ます。

１－６が「県別漁獲量」でございます。

進みまして２番でございます。「資源状況」です。どんな状況になっているかと言いま

すと、９ページにございます２－１の「トラフグの資源状況」ですが、右側の折れ線グラ

フの青いものが資源量であります。2006年、1,106トンというのがピークでございました

けれども、2014年は790トンということで、減少傾向でございます。

これをもうちょっと細かく見たのが、おめくりいただいた10ページであります。尾数に

なっておりますけれども、2005年が129万尾あったものが、ぐっと落ちまして44％減少い

たしまして、2014年は57万尾。ただし、ここ特徴的なのが、青いのが未成魚で緑が成魚な

わけですけれども、成魚が非常に低位ながらも横ばい、若干2008年から13年にかけては上

がっているようにも見える。他方で未成魚、つまり子供が減っているという状況でござい

ます。ただ寿命が10年と長いですので、なかなか成魚が減るまでには時間かかるかと思わ

れますけれども、2013から14にもしかしたらこれはシミュレーション上の若干の誤差かも

しれませんが、若干、緑の部分が落ちているようにも見えます。赤い印で丸をつけている

ところですけれども、これが来年の資源評価でさらに落ちてくると、親も減って子供も減

るという状況で、非常に厳しい状況になってまいりますので、まずは担当としてはこれが
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誤差であってほしいと願いつつも、他方で今、漁業者の皆さんにはそれぞれ資源管理をし

ていただいておりますけれども、これを徹底いただいて、これが当たらないようにまずは

やっていきたいと考えております。

それから、２－３が０歳魚の発生の加入の状況です。大体2000年以降、平均で42万尾ぐ

らいの加入があったんですけれども、2014年は14万尾に落ちております。ですので、まず

はこの厳しい海洋環境を乗り越えて、卵から資源に加入した未成魚、これについて少しで

も我慢をして親にしていくというのが１つの方策。

それからもう１つ、私のほうで浜回りや全体会議でお話ししているのが、2005年のよう

に66万尾とばーっと湧くように生まれる年が必ずこの後、出てくるかと思います。そうい

ったときに、何とか多く生まれたときに少しでも我慢をして親にできるような体制を今か

ら構築していく。きょうあすで目の前にいる魚を逃がせといっても、これはなかなか難し

い話かと思いますので、まずはこういった66万尾のように、たくさん生まれたときに残せ

る体制というのを今から話し合いながらつくっていきたいというふうに考えております。

12ページが水研センターにシミュレーションしてもらったものですけれども、今の漁獲

を継続した場合、今後どうなっていくのかというものでございます。2014年が219トン、

緑の点線でございますけれども、これが10年後にはぐっと落ちまして100トンぐらいにな

ってしまうということですので、何とか今の水準、200トンぐらいの漁獲は継続できるよ

うに管理をしていきたい。

下のほうに種々、各漁業者の皆さんに取り組んでいただいている管理の状況、体長制限

でありましたり、禁漁期間でありましたり、いろんなことをしていただいているんですけ

れども、こういったものをさらに深掘りしながら、こういった予測が当たらないようにし

ていきたいというふうに考えております。

おめくりいただきますと、「種苗放流」でございます。トラフグは非常に種苗放流の効

果が高い魚と言われておりますので、こういったものも国のほうで170万尾を目標にいた

しまして、しっかり種苗放流もしながら資源管理を、回復を後押ししていきたいと考えて

おります。

次に、３番以降が「資源管理の方向性」でございます。

３－１ですけれども、まずは今の水研センターのシミュレーション上、2013から16の間

には39％ぐらい資源量が落ちるという予想が出ておりますので、これが現実にならないよ

うに、まずは今の取り組みを徹底して、この予想が当たらないようにしていきたい。
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その上で１枚おめくりいただきまして、18ページでございます。「長期的な将来予測」

でありますけれども、このままの漁獲が続きますとブルーの折れ線になりますけれども、

種苗放流をあわせてしっかりやっていくと紫の点線になります。緑の点線、黄色の点線、

赤の実線は、それぞれ漁業者の皆さんにご協力をいただいて、漁獲圧を削減して頂くと、

念のため漁獲量ではありません、漁獲圧です。ですから出漁日数であったり体長制限であ

ったりということになりますけれども、こういったものを取り組んでいきますと、３割削

減すると緑の点線になりますし、４割ですと黄色の線と、５割というと赤線。ただ、割合

が上がっていくにつれて、漁業者の皆さんの生活がございますので、まずはどの辺でやっ

ていくのがいいのかという話し合いをしていった結果、この３割ぐらいというのがいいの

ではないかというような状況になってございます。

そうしますと、こういった取り組みをしますと、じゃ漁獲量が一体どうなるのかという

のが20ページであります。これもいろんな仮定を置いたもので、３－４になりますけれど

も、水研センターさんにシミュレーションいただいたんですけれども、赤い線でございま

す。これらの３割ぐらいの漁獲圧の削減をした場合、やはり数年、一、二年どうしても漁

獲量が落ちてしまうんですけれども、何とか10年以内には今の漁獲水準の219トン以上に

は漁獲量は維持できるであろうというふうに考えておりますので、これを目指しながらし

っかり管理をしていきたいと思います。

おめくりいただきまして、23ページ、３－７の「資源管理の方向性」でございます。ま

ずはこういった漁獲モニタリングで生物生態調査など、３つあるポツの上のほうですけれ

ども、こういった科学的知見の収集というのをしっかりやっていく。

それから、前回の下関会議で決まったことですけれども、いろんな方に資源管理ご協力

いただく以上、目標がないとなかなかうまく進みませんので、目標としましては今の2014

年の資源量が790トンですので、これを2002年から2014年までの平均ということで960トン

ございます。これをまずは目標にして資源回復させてはどうか。めどとしては10年ぐらい。

ただ、どうしても10年というのは長いとおっしゃる漁業者さんもいらっしゃいましたので、

中間的には５年ということで875トンを目標にやっていきたいというのが前回10月27日の

全体会議、下関での会議で決まったことでございます。

今後の道行きですけれども、この後、私ども水産庁も各浜にお呼びいただければ、入っ

て、じゃどんなふうに資源管理をしていったらいいのかというのを、この目標に向かって

具体的な取り組みについて検討をしっかり進めていくというような状況になってございま
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す。

それから最後、26ページでございますけれども、水産庁ホームページに「トラフグの部

屋」というのを設けております。先ほどのクロマグロでも「クロマグロの部屋」というの

を設けておりますけれども、こういった形で今回のこういった資料も全て公開いたしまし

て、漁業者者のみならず、消費者の方や一般の人にもごらんいただいて、トラフグについ

てご覧いただけるような形でまとめております。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

トラフグにつきまして、大変盛りだくさんの情報でございました。具体的な資源管理目

標を示し、たくさん生まれたときに残せるような方策、それとあわせて170万尾と言われ

ている放流も加えて、この資源を守っていくような方策を今考えておられるということで

ございます。

ただいまの説明に関しまして、ご意見、あるいはご質問等ある場合には承りたいと思い

ますが、何かございますか。

清野委員。

○清野委員

トラフグの産卵場になるような海域でのさまざまな改変というか、掘削とかそういうも

のに関して、その後、対策が進められていればご紹介いただければと思います。今のご紹

介、基本的に漁業関係で努力できる最大限に近いところと思いますが、いかがでしょうか。

○事務局（竹越）

直接的なお答えじゃないかもしれませんけれども、産卵場や生育場のマップ作りをしま

した。これは漁業者の皆さんから何とか岬の沖とか教えていただくんですけれども、なか

なか我々つぶさに地図上どこだというのがわからないものですから、このホームページに

も挙げておりますけれども、詳細マップで、ここが産卵場と言われている場所、生育場と

呼ばれている場所というのを公開いたしまして、今のような、何かやる際に、皆さんに少

しでもご協力をいただけるように、まずはそういったところの知見を整理しました。です

から、昔から言われている場所というような、科学的にはまだちょっとあやふなの部分も

含めまして、そういった作業をさせていただいております。

○清野委員
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具体的には例えば本当にフグで有名な下関沖の関門航路ですけれども、そういった九州

周辺の航路の維持管理に関しましては、水産庁のほうでそういう情報を提供していただき

ましたので、フグがそんな状況になっているというのを本当に初めて知った人ばかりが多

かったので、できる限りの配慮ということでございます。

ですから、先ほどのマグロもそうなんですけれども、多くの業界に伝わるようにしたら、

最大限の努力、みんな協力してくれると思います。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。

大変重要なことだと思いますので、今後も引き続き他産業部門にもこういった情報提供

が進むような取り組みをあわせてお願いしたいと思います。

ほかにこのトラフグについて。

安成委員。

○安成委員

私も、トラフグ及びフグは全体に養殖がすごく大きい産業となっていると思うんですけ

れども、そこの関係が天然のことだけでしたので、情報として教えていただければと思い

ます。

○事務局（竹越）

私のほうで今わかっているのが、委員が仰られたとおり、トラフグは養殖の方が大層を

占めております。養殖はご存じのとおり、人工で全てできますので、養殖用種苗を天然か

ら供給されているわけではなく、種苗から出荷サイズまで一貫したものとして成り立って

いて、資源管理の上で養殖を考慮しないといけない状況ではありません。

ただ他方で、価格という意味では天然に影響は少なからずあり得ますので、とは言って

もそれぞれ価格差は大きいですが、資源管理の上では漁業者さんの収入もございますので、

そういった面もしっかり見ながら、つまり資源管理も価格の面を見ながらやっていくのが

大事かなの思います。ちょっと直接の答えじゃないかもしれません。すみません。

○橋本会長

よろしいでしょうか。

○安成委員

資料で０歳魚、１歳魚の漁獲が非常に多いということで、その辺で養殖と関係があるの

かなと思ったんですけれども、０歳魚、１歳魚が非常に、漁獲が多い個別の理由みたいな
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ものはあるんですか。

○事務局（竹越）

資料は漁獲量ではなく、漁獲尾数ですので、尾数でいくと小さいものが多いということ

になります。それからやはりコフグの小さいのをもともと食べる文化、特に有明海などで

は天ぷらにされたり加工品にされたりして、昔から食べられているやに聞いています。た

だ量に直しますとやはり大きいのが主流になるかと思います。ただし、資源管理上、尾数

というのも１つの大事な観点ですので、そういった意味で尾数を先ほどでは挙げさせてい

ただいたところでございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

安成委員、よろしいでしょうか。

ほかに、何かございますでしょうか。

肥後委員。

○肥後委員

説明はなかったんですけれども、32ページに再生産成功率というグラフがあるんですけ

れども、再生産成功率の高かった2002年から2004年あたりは１ぐらいか、１以上。最近は

これが0.2に下がっているという。これだと親魚の量が５倍あっても同じ程度にしかなら

ない。これは少々の種苗放流なんかの影響よりも極めて大きい要素のようにもこのグラフ

では見えますけれども、この辺について要因は判明していないと一言が書いてありますけ

れども、この辺についてはどう考えればいいんでしょうか。

例えば環境問題とか、さっきの産卵場の問題とか、別に考えないといけない要素がある

のであれば、非常に大きな要素だと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○事務局（竹越）

再生産成功率については、私、実はこのトラフグの管理を担当した当初、まさにこの再

生産成功率の資料を見たとき非常にびっくりしたのが、つまり同じ思いを抱いたというの

が率直な感想です。

ただ、水研センターへ研究者へいろいろ聞いても、やはり答えとしてはまだ再生産成功

率が落ちていっている原因というのははっきりしない。他方でまた、水研センターさんに

お叱りを受けてしまうかもしれませんけれども、こういったデータの基礎となる漁獲量の

モニタリングというのも非常に大事なので、まずはことししっかりこのモニタリングの精
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度という観点から、足元からしっかり確認頂いて、各水試さんにもご協力をいただいて、

まずはこのデータの精度を見させていただきたい。他方で再生産成功率がこれだけ下がっ

ているというデータはデータとして、どんなことが原因なのかということをしっかり見き

わめていただく必要があると考えています。

また、原因結果が出るまでには、恐らく調査研究に５年とか長いスパン、中長期的なス

パンで答えが出てくるまで時間がかかると思います。そのときに答えは出たけれども、ふ

たをあけてみたらトラフグがいなくなっていたでは非常に切なくて、私もそれはなかなか

受け入れられないんで、まずそうなる前に、今の現実として管理はしっかりやらせていた

だく。あわせて、こういった科学的知見も水研センター等に頑張っていただくというよう

に考えております。

○橋本会長

ご説明ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。トラフグについてはよろしいですか。

それでは、次の議題に移りたいと思います。

議事次第によりますと、議題（１）の４というものになります。（１）の４では本委員

会の検討対象である「日本海沖合海域におけるベニズワイガニ」について、水産総合研究

センター日本海区水産研究所の銭谷資源管理部長さんから、資源の状況についてご説明を

いただいて、続いて事務局のほうから、このベニズワイガニの広域資源管理の取り組みに

ついて引き続いて説明をいたします。その説明が両方終わった段階で一括してベニズワイ

ガニについて質疑をお受けしたいと思います。

それではまず銭谷部長さん、よろしくお願いいたします。

○銭谷部長

日本海区水産研究所の銭谷でございます。ベニズワイガニについて報告させていただき

たいと思います。座らせていただきます。

資料につきましては、資料１－４－１の「平成27年度資源評価票（ダイジェスト版）」

というものが皆様のお手元にあると思いますけれども、それに基づいて報告させていただ

きます。

ベニズワイガニにつきまして、「漁業の特徴」ですが、これはかご網で漁獲されます。

青森から兵庫県の地先においては知事許可漁業、東経134度以西の兵庫から島根県の地先

と大和堆・新隠岐堆などの沖合漁場における大臣許可漁業の２つの許可漁業があります。
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大臣許可漁業では2007年９月より鳥取県境港の水揚げ船を対象に、2010年９月からは兵

庫県船を加えた全船に個別割当制、いわゆるＩＱの制度が導入され、漁獲上限が規定され

ております。

次に、「漁獲の動向」です。漁獲量につきましては、裏のほうにグラフがあると思いま

す。３つのグラフがありますが、全体をまとめたもの、知事許可漁業が左下、大臣許可漁

業が右の下にあります。漁獲量のほうは漁獲努力量の増大と沖合域への漁場の拡大により

まして、1983年に５万4,000トンまで増加しました。その後は減少しまして、2001年以降

は１万5,000から１万8,000トンで推移しております。2014年は暫定値ではございますが、

１万6,000トンというふうになっております。これは全体的な話です。

それで、「資源評価」につきましては、大臣許可水域と知事許可水域に分けまして、緯

度経度１度ます目の単位で、漁場面積と、その中で行われております漁船が１曳網当たり

にどれだけの漁獲物があったかという平均ＣＰＵＥというのがありますが、それを乗じた

ものを積算したものを資源量指標値といたしまして、資源状態を判断しております。

「資源状態」ですが、系群全体につきましてはここのページの一番上のほうの図、折れ

線グラフがありますけれども、その中に高位、中位、低位というように境界線が打ってあ

りますが、その中で、現在のところ中位水準であるというふうに判断しております。

大臣許可水域につきましては、右のほうのグラフの折れ線グラフを見ていただくとわか

りますけれども、ほとんど全体的なのと一致しておりまして、中位水準であるというふう

に判断しております。

知事許可漁業のほうは高位水準でのレベルまで移乗しております。大臣許可と知事許可

で増減の傾向は若干違うんですけれども、過去５年間の増減傾向を見ますと、いずれも横

ばいというふうな判断をしておりまして、なかなか説明がしづらいんですが、全体でまと

めますと、水準は中位、動向は横ばいというふうに判断しております。

それから「管理方策」ですが、大臣許可、知事許可、それぞれに分けましてＡＢＣを算

出したものを合算しております。大臣許可漁業につきましては、2007年から個別割当制度

が導入されまして、上限漁獲量が規定されているということになりまして、知事許可漁業

のように通常の過去の漁獲量の動向と指標値を、資源の水準をもとにしたＡＢＣの算定手

法では、各漁業関係者の方の合意が得られにくいということがわかりました。

それからほかにシミュレーション等もいたしまして、一応、資源の水準は維持できると

いうような判定をいたしまして、本年度よりそこの管理基準、大臣許可漁業のところに書
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いていますが、中位水準のときには1.0という値を掛けて、あとは資源量の変動に基づい

て前年のＡＢＣの増減を決めるというやり方に変更しております。

それで、資源の変動のほうが若干落ちていまして、0.97という値を掛けることになって

おりまして、2015年のＡＢＣリミットというのが１万509トンというふうに、2007年の漁

獲量をもとに設定しておりましたが、2016年におきましては１万5,900トンというような

値となっております。

知事許可漁業につきましては、資源量水準が高位であるので、1.0というパラメーター

を掛けて、それからここ３年の漁獲量、それから資源量指標値の増減の0.98という値を掛

けまして、あわせて計算しております。

すみません、細かい数字が違ってしまいました。合算して2016年ＡＢＣは１万5,900ト

ン、ＡＢＣターゲットという漁獲量の不確実性をもとに0.8掛けしたものが１万2,700トン

というようなＡＢＣを出しております。

以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。

引き続きまして、このベニズワイガニの広域資源管理の取り組み状況について、事務局

から説明をしたいと思います。

○事務局（原）

事務局の境港漁業調整事務所資源課長の原と申します。よろしくお願いします。座って

説明させていただきます。

お手元に配付しております資料１－４－２をご覧ください。平成17年度から平成23年度

までを計画期間とします資源回復計画におきまして、休漁、漁獲量の上限設定、脱出口付

きかごの導入などに取り組みまして、資源回復計画終了後も同様の取組を継続していると

ころでございます。

ベニズワイガニの水揚げにつきましては、９割以上が加工原料ということで利用されて

おりまして、陸上の加工業との結びつきが非常に強うございます。そういうことで、境港

ベニズワイガニ産業三者協議会というのは生産、加工、仲買、卸売業の３つの関係者で構

成されてございます。

資料をめくっていただきまして、裏面の２ページをご覧ください。最近の取り組み状況

を報告いたします。
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広域資源管理に係る会議といたしまして、境港ベニズワイガニ産業三者協議会を２回開

催しております。

それから、関係会議といたしまして、資源評価調査日本海ブロック資源評価会を開催し

てございます。

続きまして、２の資源管理措置の取組状況につきましては、取組内容を一覧表にまとめ

ております。一覧表の下の（２）をご覧ください。ここに漁獲量の上限設定、すなわち、

個別漁獲割当について記載してございます。個別漁獲割当制度につきましては、公的規制

ということで、平成19年に境港に水揚げされる大臣許可船を対象に導入しております。平

成22年から兵庫県香住に水揚げする大臣許可船が加わりまして、大臣許可船全船が対象に

なったということでございます。

この制度導入時におきまして、過去の漁獲実績を基礎とした個別漁獲割当を算出してお

りましたけれども、平成25年から直近の資源評価のＡＢＣを基礎とした算出方法に変更し

てございます。また、ＡＢＣの変動がベニズワイガニ産業に及ぼす影響を緩和するために、

諸外国の制度を参考といたしまして、本年５月から繰越規定という制度を導入しておりま

す。

次に、（３）の「脱出口付きかご導入の効果」につきまして説明します。現在、大臣許

可船全船で脱出口付きかごを導入しておりまして、その効果として、漁獲物の大型化の傾

向が顕著に表れてございます。

続きまして、次の３ページをご覧ください。こちらにつきましては、「資源管理の取り

組みの広報活動」ということで、以前、清野委員のほうから漁業者の努力をもっと一般に

ＰＲすべきというご意見をいただきまして、新たに追加した項目でございます。

丸の「インターネット上における紹介」というところをご覧ください。ここで紹介して

いる記事というのは、「週刊ダイヤモンド」という雑誌の出版社のビジネス情報サイトで

出ているものでして、境港ベニガニ有志の会の取組が特集されております。本日は皆様に

は配付しておりませんけれども、興味ある方はこちらにＵＲＬを書いてありますので、後

で見ていただきたいと思います。

この境港ベニガニ有志の会につきましては、資源回復計画を契機に、境港産のベニズワ

イガニの付加価値を向上させるということを目的としまして、生産、加工、飲食、自治体

などの有志で結成された組織でございます。

次の「園児を対象とした研修会」ということで、カニ集会の写真を載せております。こ
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のカニ集会ですけれども、境港ベニガニ有志の会が年間８回ほど開催してございまして、

今年で５年目を迎えております。地元の保育園、幼稚園で定着した行事となっておりまし

て、非常に喜ばれております。

このカニ集会で何をやっているかと言いますと、紙芝居、それからかにかご漁具を使用

した遊びを通して、ベニズワイガニの生態、資源管理の取り組みを紹介しております。ま

たこの他、おいしいカニの茹で方、上手な食べ方を紹介して、子供の食育に取り組んでい

る状況でございます。

最後でございますが、一番下の「水産エコラベルの活用」ということで、マリンエコラ

ベルジャパンの取り組みということで、左側にポスターを載せております。エコラベルと

いうのはこの黄色い丸の部分でございますけれども、このポスターは昨年の７月に1,800

枚作成しまして、カニの直売場、飲食店、ホテルや旅館でポスターの掲示にご協力いただ

くなどの取組を行っております。

また、右側の発泡スチロール魚箱のラベルにつきましては、ベニズワイガニの活魚出荷

をふやそうという企画をやっておりまして、その中で試作したものでございます。こうい

う取組を通じまして、資源管理の取組を消費者等へ広くＰＲしているところでございます。

以上でございますが、説明を終了いたします。

ありがとうございました。

○橋本会長

ありがとうございました。

ベニズワイガニにつきまして、資源の情報、それから資源管理の取り組み、少し新しい

情報も含めて事務局から情報提供をいただきました。

ベニズワイガニにつきましては、ほかの魚種にない加工卸売業者、あるいは加工仲買業

者、そういったものも含めてこの魚種の資源管理とともに、広報普及等も含めて行ってい

くということでございます。

それでは、このベニズワイガニにつきまして、資源状況の説明とこの資源管理の取り組

みについて、まとめてご質問、あるいはご意見等あれば伺いたいと思います。

何かございますか。

先に、参考人の日本海かにかご漁業協会の副会長の岩田さんから発言をお願いいたしま

す。

○岩田参考人
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日本海べにずわいがに漁業の取組状況は、先ほど原様よりご説明ございましたので、私

は漁業者の一人として一言述べさせていただきます。

平成19年度の過去の実績を基に始まった個別割当制度の導入時は、正直、漁業者同士で

はなかなか調整がつかず、幾らか苦労をいたしました。またその後、算出方法の変更の際

にも色々考えさせることもございましたが、しかしながら、現在は小型ガニ脱出リング付

きかにかご同様、各船にくまなく浸透いたしまして、全船が前向きに取り組んでおります。

結果、ベニズワイガニの資源には良好な漁業環境にあり、価格も比較的安定をしており

ます。平成17年の資源回復計画から始まり、現在に至るまでのプロセスには、水産庁の皆

様をはじめ、関係する皆様には心から感謝を申し上げたいというふうに思っております。

しかしながら、今後の状況はどうかと言いますと、昨年も説明いたしましたが、ベニズ

ワイの漁獲量の約半分は日韓の北部暫定水域で漁獲をしておりますが、両国の操業ルール

が違う中、年々、韓国側の操業圧力が強くなっております。我々大臣許可船もそうですが、

兵庫県の小型ベニズワイかご業界も大変な苦労をしておるような状況でございます。

しかしながら、不利な状況の中でも韓国側の独占をされないよう努力することこそ、日

本ＥＥＺへの漁獲圧力を抑えて、ひいてはべにずわいがに漁業全体の資源管理体制への貢

献であるというふうに思っておりますので、これからも精進してまいりたいと思っており

ます。

以上、簡単ですが説明とさせていただきます。

○橋本会長

ありがとうございました。

日本海かにかご漁業協会の副会長からのご発言でした。

それでは、改めましてベニズワイガニにつきまして、資源状況、あるいは取り組み状況

に対するご質問、ご意見をいただきたいと思います。

清野委員。

○清野委員

きょうご報告いただきました紙芝居を初め、こういった地域の子供のころからの水産業

への理解とか関心を高める、そして地域の魅力発信ということにつながりましたこと、大

変ありがたく存じております。

このことは非常に重要なモデルであると考えておりまして、このベニズワイについて、

要するに協議会を境港のほうで三者協議会ということでつくられて、その協議会の中で多
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くの漁業の方以外の産業の生産加工とか、卸売とかとつながって議論すること。そして、

こういうイベントも実は学校教育とか一般の市民とかいろんな人とのつながりをつくる１

つの、大きな能力向上にかかわるところだと思っております。

私、この委員会でそういった広報のことを何回も言っていることの１つに、そういうソ

フト的なことの大事さというのがあって、協議会とか地域での教育委員会を巻き込んでま

でのこういう活動を継続するという力が、今後の漁村のモデルになると思っております。

ですから、写真だけ見ると楽しいところばっかりに見えたり、こういう広報は。だけど

その裏に多くの人が、いろんな能力を持った人とかかわって形にしていくということだと

思います。

このことが先ほどのクロマグロの議論なんかでもきっと参考になると思います。

それはこの中でも持続可能な漁業ということがありますけれども、持続可能性という中

に水産資源だけではなくて、国際目標として持続可能な目標ということで、ことしから約

15年間、国際目標としてＳＤＧというのができている中に、多くの多様な立場の人が協力

して、話し合いながら物事を達成するという条項がございます。この持続可能な水産物と

いうのが、実はそういった社会的なソフトもある中で取り組まれているということをもっ

ともっとセットで発信していただくと、最終的な生き物とか魚の話だけではなくて、漁村

での意思決定のあり方だとか、そういった１つの産業を中心に、持続可能な社会につない

でいくということになるんだろうと思います。

ですから、きっと新しい時代に入って、国際的に理解してもらうことが自分たちも高め、

今のかにかごの関係からお話がありましたような、他国に対してもきちんと伝えるべき姿

勢を見せる努力につながるだろうと思っております。

以上、非常に重要な展開のお話、きょうはありがとうございました。

○橋本会長

ありがとうございました。大変重要な方向性もいただきました。

このベニズワイガニについては、先ほど脱出口つきかごの話がありましたけれども、今

から10年以上前に私が所属しておりました開発センターというところで、この調査、開発

を一番最初にやって、この脱出口つきのかごが全船導入されて、資源管理に役立っている

ということを聞くと、昔あれだけ苦労して何万匹、何十万匹のカニを計測しながら調査を

続けていた苦労が報われます。ありがとうございました。

ほかにこのベニズワイガニにつきまして、ご意見ありますでしょうか。
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今回こういった広報活動のような情報も出していただきましたので、ぜひほかの資源に

ついてもこういう取り組みがありましたら、今後も参考にしていただきたいというふうに

思います。

それでは、ベニズワイガニにつきましてはよろしいでしょうか。

それでは、次の本委員会の所掌の魚種でございます、議題（１）の最後でございますが、

「日本海西部・九州西海域マアジ、マサバ、マイワシ」について、まず資源状況につきま

して水産総合研究センター西海区水産研究所の山田資源海洋部長さんからご説明をいただ

いて、続いて事務局より、この３魚種の広域資源管理の取り組みについて説明をいたした

いと思います。

先ほどと、ベニズワイガニと同様、資源の状況と取り組み、全ての説明を終えた後、一

括して質疑を行いたいと思います。

それでは、西海区水産研究所の山田資源海洋部長さん、よろしくお願いいたします。

○山田部長

西海区水産研究所の山田と申します。よろしくお願いいたします。座って説明させてい

ただきます。

私のほうから、マアジ、マサバ、マイワシの資源状況についてご報告させていただきま

す。お手元の資料１－５－１に基づいて説明していきたいと思います。

まずマアジですけれども、日本海西部・九州西海域のマアジというのは、対馬暖流系群

と言われていまして、そこの図に示すように、東シナ海から九州、山陰、それから東北の

日本海側沖合に分布しているものです。東シナ海、ここのマアジの漁獲の約８割はまき網

漁によるものでございます。あとのマサバ、マイワシもそうですが、これらは97年からＴ

ＡＣによる数量管理が導入されている資源でございます。

漁獲の動向ですけれども、２ページ目の上に図があります。73年からの漁獲量の推移が

棒グラフで示されています。80年ぐらいに非常に少ない漁獲量でしたが、そこから漁獲量

は回復して、95年前後、20万トンを超えております。最近は、2006年以降は大体横ばいで

推移しておりまして、2014年の漁獲量は12万1,000トンでございました。

それで棒グラフ、よく見ると上のほうの色がちょっと濃い青で示していますが、これは

韓国による漁獲量でございます。韓国でもアジ類を数万トン毎年漁獲しております。日本

に比べると少ないという状況です。

黄色い折れ線グラフ、これは資源密度指数と呼ばれるもので、努力量とかの変化を補正
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したもので、最近では比較的高いレベルにあるということがわかります。

資源評価では、この資源密度指数のほかに、漁獲データを使って資源量を推定しており

ます。それが中段ぐらいの図になりまして、３つありますけれども、左上の図の青い折れ

線グラフが資源量の推移を推定した図でございます。資源量は90年代から一旦ちょっと一

時期落ち込んでいますけれども、2000年代初めにかけては45万トンから50万トン前後あっ

たと推定されております。近年、特に過去５年を見ると、資源は増加傾向に、ややふえて

いますけれども、長い目で見てここは横ばいという状況で、現在は中位水準と判断してお

ります。

この中位水準、低位水準の判断ですけれども、それは右側の親魚量の推移のところにも

示していますが、2000年ぐらいのところでもって加入量が大きく、そこを境にして中位と

低位の境をしております。これをリミットとしていますが、左下の図で親と子の関係を示

しています。大体、親が減ると子も減るというような大ざっぱな傾向が認められておりま

すことから、15万トンを切ると加入量が見込めないというところもありまして、15万トン

を低位と中位の境にしています。

一方、中位と高位の境ですけれども、この期間より前の60年代には漁獲量は今よりもず

っと多い30、40万トンもとれていたという記録もありますので、観察されている73年以降

では低位と中位の水準しかないというふうに考えております。

そして、管理方策ですけれども、現在、親魚量はBlimitより高いというところから、中

位水準でもあるということで、現状の漁獲圧を維持する。それから親魚量を現状で維持す

る。それから逆に資源量をさらに多く維持するというような漁獲シナリオを設定して、20

16年のＡＢＣを算出しております。

いずれのシナリオでも確率評価のほうをごらんいただきたいんですが、加入量の変動を

見込んでも100％近い、80、90％の確率では５年後維持できるというふうに評価をしてお

ります。

あと、管理方策についてはこのＡＢＣだけではなくて、管理方策のまとめのところにも

２つ目にありますが、マアジについては０歳魚の漁獲を控えることで、加入量当たり漁獲

量や資源量の増加が期待できるというところも記述させていただいています。

それから、４ページのほうには先ほどの漁獲シナリオで漁業を継続した場合、５年後ど

うなるかというような将来予測をしているところでございます。

（２）の加入量変動の不確実性というのは、浮き魚類は環境によって大きく再生産関係
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変わることがありますので、過去の経験に基づいて、その変動を取り込んだときの将来予

測というものを示していまして、太い線が平均値、その上下にあります細い線が、上が1

0％、下が10％、つまり、平均値に対して80％の信頼区間でもって幅を示した図でござい

ます。ここから確率評価の数字を出しているというところです。

続いて、マサバのほうに移りたいと思います。資料の５ページになります。

マサバについては漁獲の大半はまき網漁業によるものでございます。マサバは数量管理

されていますけれども、この資料についてはゴマサバと合わせた数量管理になっておりま

す。

「漁獲の動向」ですけれども、棒グラフのほうで示しております。韓国の漁獲量も黄色

で示しております。マアジに比べると、特に最近では韓国の漁獲というのが我が国の漁獲

と匹敵する量になっております。

2000年以降、おおむね８万から12万トンの状況、過去に比べたら低い水準で漁獲は推移

しております。

そのほかマサバについては中国も漁獲しておりまして、中国の統計によれば2013年には

サバ類として51万トンという漁獲の記録が出ておりまして、かなり日韓の漁獲に比べると

大きいような漁獲勢力になっております。

資源評価ですけれども、日本と韓国の漁獲の情報を用いて、資源量をコホート解析とい

う手法で推定した図が６ページの図になります。３つ同じように図がありますけれども、

左上の図が資源量の推移を青で示しています。高位と中位の間はこの間の資源量の推移の

上位３分の１を高位として、それ以下を中位としたものです。大体100万トンの資源水準

を境となっていますけれども、95年ぐらいまでは高位と中位を行ったり来たりという状況

でしたが、97年からは中位水準に落ち込んでおります。

その右側の図になりますが、低位と中位の境目については資源量というようなものでは

なくて、そのうちの親魚量の推移をデータでもって決めておりまして、96年から７年にか

けて大きく親魚量が落ち込んでいます。97、98。このあたりを資源回復の閾値とする、資

源管理基準というような形のBlimitを設定して、低位と中位の区切りとしております。最

近では、97年以降は低位水準を推移しているというような状況でございます。

低位水準ですが、資源の動向については過去５年の資源量の推移から横ばいというふう

に判断しています。

あともう１つ下に、左下の図ですけれども、これも親子関係を示した図で、マサバも親
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子関係にある程度の相関が見られます。親魚量をある程度のレベルに持っていけば、加入

量が見込めるというような資源でございます。

管理方策ですけれども、これはマサバの場合には資源が低位水準ということで、親魚量

を回復する漁獲シナリオを３つ用意してＡＢＣを算定しております。

一方、７ページのほうになりますけれども、現状の親魚量を維持するシナリオや、現状

の漁獲圧をこのままの状態で漁業を続けた場合の、ＡＢＣとは言いませんけれども、算定

漁獲量というものも一応出しております。

特にこれらについては資源がどんどん落ちている、回復に向かわないということで、算

定漁獲量としているところでございます。

「期待される管理効果」、７ページの下のほうになりますけれども、ＡＢＣを算定した

シナリオ、それから算定漁獲量になったシナリオも含めて、５つのシナリオごとに将来予

測の資源量と漁獲量の推移を示しております。

繰り返しになりますが、現状の漁獲圧、それから親魚量を維持するシナリオでは、資源

量はこのまま減少していくか、現状維持するだけで回復に向かわないということがこの図

からもわかるかと思います。

さらにマサバについては加入量の不確実性というところで、将来予測をした図がその次

の８ページの図になります。先ほどと同じように、太線が平均値で、上下でそれの80％信

頼区間というような形でもっての細い線が上下に示されております。

続きまして、マイワシでございます。マイワシについては最近量が見え出したので、皆

さん、期待をされている資源かと思います。そこに示した分布図ですけれども、これは高

水準期のものでして、現時点ではまだここまで分布域は広がっておりません。産卵場もま

だ九州北西側に限定されたものになっております。

漁獲量の推移は下のほうにあります。長期的に60年代から示しますと、80年代後半には

150万トンの漁獲を上げていましたけれども、それ以降急激に減少して、2001年には1,000

トンまで落ち込んでおります。

その右側のほうは2000年以降を拡大して示した図になりますが、2004年以降は漁獲量は

増加して、2013年には８万5,000トンと、2000年以降では最大の漁獲量になりました。た

だその後2014年、急減しまして、9,000トンというような漁獲量になりました。

マイワシについての外国の漁獲状況としては、韓国がとっていますけれども、最近は少

なく、2014年の漁獲量は300トンというレベルでございます。
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10ページに資源評価の方法を示しております。マイワシについても漁業データに基づい

て、コホート解析というもので資源量の推移を推定しております。それから、それは年齢

別に分かれますので、親子関係とかをいろいろ分析しております。

結果ですけれども、まず３つ、３段に分かれていますが、上から資源量、中段がそのう

ちの親魚の量、下段が親子関係になります。左側が全体、右側が2000年以降のものを示し

ております。資源量は2000年以降で見れば大分上昇はしております。過去５年で、親魚の

量でもって見ても、過去５年を見れば、最近ちょっと頭打ちですけれども、ふえている、

増加傾向は維持されておりまして、中位水準になっております。

それから、申しわけないんですけれども、親子関係の図の最近の図なんですが、Blimit

が位置が小さいほうに出ていますけれども、100の軸のところに本来あるべきでして、こ

れは訂正をさせていただきたいと思います。2014年あたりがBlimitになります。最近では

Blimitを超えているというところでございます。

それで、資源管理方策ですけれども、一応、Blimitは超えておりますので、現状の漁獲

圧の維持、親魚量の確保、親魚量の維持というようなものを中心にしております。ただ、

加入変動が非常に大きいということで、もう１つ、長期的に安全な親魚量の確保というよ

うなシナリオを用いてＡＢＣを算定しております。

12ページには同じように、それぞれのシナリオに基づく将来予測を、それから加入量の

変動を示した将来予測を載せております。マイワシについては加入量変動が大きいという

ところが特徴かなというふうに考えております。

以上です。長くなりましたけれども、終わります。

○橋本会長

ありがとうございました。

続きまして、広域資源管理の取り組みについて、この３魚種について事務局から説明を

いたします。

○事務局（小林）

九州漁業調整事務所沖合課の小林と申します。日本海西部・九州西海域マアジ（マサ

バ・マイワシ）広域資源管理方針に基づく資源管理計画で取り組まれている状況について

ご説明させていただきます。座って説明させていただきます。

資料につきましては、資料１－５－２をご覧ください。本方針は、資源回復計画を受け

継ぎまして、資源の回復に向けた取り組み内容を後退させることなく、継続して定めてい
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るところでございます。これは各団体で作成している資源管理計画で実施されております。

取り組み団体といたしましては、表中にございます５つの団体が参画しております。

今期の取り組み状況でございますが、漁獲努力削減措置といたしまして、小型漁獲回避

のための漁場移動と、それらに関する情報の共有、一月に一定期間を休漁するという管理

措置等を実施しております。

また、ここにはございませんが、保護措置といたしまして、５島西方沖地区において整

備を進めてまいりました湧昇流漁場、いわゆるマウンド礁ですが、本年10月15日に完成い

たしました。このため、管理方針中にありますとおり、今後魚礁の中心から半径１マイル

においてマアジ、マサバ、マイワシの採捕を目的とする操業は行わないということを、関

係機関に対しまして改めて漁業者への周知指導をお願いしております。

また、11月９日の日に広域資源検討会議を開催いたしました。この中で各団体の取り組

み状況、それから今期の漁獲状況について報告がありまして、資源評価や取り組み等につ

いて情報共有を行っておりますが、管理方針の改定について検討を開始いたしました。

改定の検討結果につきましては、次回のこの委員会でご報告できるように取り組んでま

いりたいと思っております。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

マアジ、マサバ、マイワシにつきまして、資源状況の説明と広域資源管理方針に基づく

取り組み状況の説明でございました。

ただいまの説明につきまして何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。

○金子委員

マサバにつきましては、今現在、11月が盛漁期でございまして、特に済州島周辺でとれ

ております。ただ近年、マサバについては非常に小さいサイズが主体で、やはり400グラ

ムアップの親魚と言われる魚が非常に少なくなっております。その中においては、やはり

黄海のほうで中国漁船がかなり小さな魚をとっているという情報もあります。

そういった中で、水研センターのほうで中国の漁獲量についての把握というものがどの

ぐらいできているかということを少しお聞きしたいと思います。

○橋本会長

ありがとうございます。
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水研のほうから情報ありますでしょうか。

○山田部長

実際の全体の中国の漁獲の情報というのは、実は把握はできておりません。中国が出し

ている統計による数値しか持ち合わせておりません。

あと、日中の間で資源専門家小会議というのがありますけれども、これは暫定水域だけ

での情報交換ということですので、黄海とかの情報についてはあいにく持ち合わせていな

いところでございます。

○橋本会長

そういうことでございますけれども、ほかによろしいですか。

黄海の中国側の漁獲とかは、日中の漁業委員会等では紹介したり聞いたりはできないよ

うな形になっているんでしょうか。これは行政のほうかもしれませんけれども。

○山田部長

場外とか、聞くことはできるんですけれども、どれだけ正確な数字を彼らも、研究者も

知っているかというのはわからないです。

○橋本会長

ということで、まだ中国の情報については非常に不十分な状況だということでございま

す。委員のほうからは今現在の足元の状況についての情報提供がございました。

そのほかにアジ、サバ、イワシについて何かご質問等、ご意見でも構いませんが、あり

ますでしょうか。よろしいですか。

清野委員。時間が押しておりますので控え目に。

○清野委員

今、金子委員からもご紹介あったような形で、今、日本近海でとれるものがどうしても

小型化せざるを得ないということも、また消費者の方にも状況は知っていただいて、安く

提供するためにそういう状況の中でもとられていると思いますので、それをもって危機感

を、もっと世論を盛り上げて、さっきのような国際的なデータがきちんと、さまざまな環

境とか漁業のテーブルに出てくるような世論形成につながればと思っています。

以上です。

○橋本会長

わかりました。

このマサバ、マイワシ等についても、そういった漁業者が苦労している状況も含めて、
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消費者のほうにも伝わるような情報提供がなされればよいかというふうに思います。

それでは、大分、予定の時間を過ぎておりますので、次の議題（２）に移らせていただ

きます。

議題（２）「新たなＴＡＣ対象魚種の検討について」、事務局より説明をいたします。

○加藤室長

資源管理推進室長の加藤でございます。

資料２をごらんいただきたいと思います。昨今ご案内のとおり、資源管理に関しまして

はさまざまな議論がいろいろなところでなされているところでございます。そのような中

で、昨年には資源管理のあり方検討会というものも開催をされる中で、そういったものを

踏まえまして、ＴＡＣの関係につきましても27年漁期からはＡＢＣを上回るＴＡＣが設定

されていたものについて、関係者の皆様のご理解とご努力を得ながら、ＡＢＣを超えるこ

とのないようなＴＡＣに全てがなってきたというのが27年漁期の状況でございます。

一方で、ＴＡＣ対象魚種の追加につきましては、こちらの資料の上の段にもございます

けれども、我が国の漁獲量の多い魚種の中で、この青い棒につきまして既存のＴＡＣ魚種

でございますけれども、緑色のものにつきまして、漁業上重要で日本人の食生活にかかわ

りの深いものの中から、これら５魚種、カタクチイワシ、ブリ、ウルメ、ホッケ、マダラ

につきまして、これは平成20年ごろが初めだったかとは思いますけれども、そのころから

これら魚種につきましてＴＡＣ対象魚種としてどうなのかという観点での検討が行われて

きたところでございます。

そして、この広域漁業調整委員会の場でもこれまで随時ご意見をいただいてきたところ

でございますが、今般、これを踏まえまして、水産庁としてＴＡＣ魚種の追加につきまし

て、具体的な検討を進めていく段階に入ってまいりたいと考えているところでございます。

下のグラフでございますけれども、ＴＡＣ制度につきましてはことしで20年目となって

おりまして、平成９年の開始以降、漁業者の皆様のご理解、ご協力をいただきながら、当

初試行錯誤的なこともやりながらここまで進んできたわけでございます。

そういう中で、ＴＡＣにつきましては毎年の資源評価の状況に応じました機動的な数量

設定を行う中で、管理を行ってきた中で、例えば資源が悪化する局面にあるときに、急な

資源の減少を和らげることに役立つような形も含めて、全体として資源の安定ですとか供

給の安定に一定の効果があったのではなかろうかというふうに考えているところでござい

ます。
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この折れ線グラフの青いものが全ＴＡＣ７魚種の資源量でございますけれども、真ん中、

2003年のところからサンマも含めた７魚種、それより左はサンマを計算が出てなかったも

のですから、サンマを除いておりますけれども、2003年以降で見ますと全体の資源量の合

計がおおむね1,000万トン程度で推移しているということも見られるところでございます。

こういうような中で、この緑色で示しておりますこれまで検討対象となってきた５魚種

でございますけれども、この中でカタクチイワシとウルメイワシにつきましては、緑を塗

り潰した部分が知事管理漁業の割合、斜線の部分が大臣管理漁業の割合でございますけれ

ども、これらにつきましては８割方、知事管理漁業が占めております中で、沿岸域に薄く

広く分布をしていて、年によって漁場変動が激しく、そういう中で漁獲枠を各県に割り振

って管理をしたとしました場合には、非常に変動が大きい中で、管理が非常に難しいので

はないかというふうに考えているところでございます。

また、ブリにつきましては、北海道から九州まで広い海域で漁獲され、最近では北海道

での漁獲もふえておりまして、水温の変化等によるものだと思われますけれども、こうい

った漁場形成が変化する途上におきまして、都道府県ごとに数量配分をして管理を行うと

いった場合には、大きな混乱を来すことも想定されるのではないか。現状では管理が非常

に難しいのではないかと考えております。

それからホッケにつきましては、資源の状況が非常に厳しいところでございます。これ

は水温の上昇などの環境の影響なども考えられているわけでございますけれども、北海道

庁さんが主導されて、平成24年から漁獲量、あるいは漁獲努力量の３割削減の措置に取り

組まれておりまして、その推移を見守っていく必要があるのではないかというふうに考え

ております。

マダラにつきましても沿岸域のいろいろな漁業で漁獲されていまして、ＴＡＣ管理上の

課題はいろいろあるというふうには承知をしておりますけれども、現時点で資源が高位で

安定している中でも、過去、資源の増加と減少が繰り返されております。こういうような

中で、欧米などでのマダラのＴＡＣ管理の実績なども参考にしながら、今後、そういった

資源の変動、あるいは供給の変動といったものを緩和する効果が期待できるのではないか

ということを考えておりまして、全体として道県、管理漁業の比率が他の魚種と比べれば

相対的に低いというようなことも踏まえて考えますと、今後、水産庁といたしましてはマ

ダラに注力をして、具体的な検討を開始してまいりたいと考えているところでございます。

もちろん、ＴＡＣの管理につきましてはいろいろと漁業者さんの管理上の手間ですとか、
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いろいろなご苦労等が生じてくる部分がございます。そういった課題を、現場の声をお聞

きしながら整理をさせていただき、また資源評価の制度の向上などについても精査をしな

がら、ＴＡＣ管理ができるのかどうか、できないのかどうか、そういった面も含めまして

課題を整理しながら、具体的な検討を関係道県さん、漁業者の皆さんと情報交換、意見交

換を行いながら、解消させていただきたい。そしてこの広調委の場におきましても逐次ご

報告をさせていただきながら進めていきたい、そういったふうに考えているところでござ

います。

現在の７魚種につきましても、いろいろな形で模索をしながら、また途中で留保の扱い

ですとか、それから期中改定の仕組みですとか、いろいろと仕組みを導入しながら、この

20年こぎ着けてきたというところかとは思いますので、マダラにつきましても課題のとこ

ろからどういったことができるのかどうかを含めて検討させていただきたいと思っている

ところでございます。どうか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。

新たなＴＡＣ対象魚種の検討については、事務局のほうから、マダラに注力をして今後

の具体的なＴＡＣ管理についての検討を進めていきたいというお話でございました。

この今後のＴＡＣ魚種として管理していくとした場合の課題等について、もし現場の皆

様からの視点で何かご意見等あれば承りたいと思いますが、よろしくお願いします。

川越委員。

○川越委員

新しい魚種で、５魚種の中でマダラを対象にする、そしてとにかく大臣管理分のマダラ

に焦点を当ててきたという中で、我々として今までの説明を聞いていても、マダラの資源

評価の今のレベルでは不十分ではないかというふうに考えていて、そして我々が関わると

ころの北海道さんのほうのレベルで言われているのかも分からんのですけれども、日本海

の西部というのは評価の対象魚数というふうにはなっていないと思うんですが、いずれに

してもどのようにＴＡＣの管理の仕方をするかということは慎重にやっていただきたいし、

特に日本海の西部は非常に大臣管理魚のそこの部分というのは非常に近年、単県において

は500トンレベルで安定した漁獲がある。そして１つのそこの重要な魚種にも至っている

ということで、現場の部分もそういう意味合いも十分考えていただきたい。
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何も我々はマダラをＴＡＣ魚種に追加することを全く反対をしているという意味合いで

ないということは含んでいただきたいわけですが、十分そこに至るまでにはプロセス等々

は説明をしていただいて、慎重に図っていただきたいということを一言申し上げたいと思

います。

○橋本会長

ありがとうございました。

その他、このＴＡＣ魚種の関連について何かご意見。

どうぞ。

○伊藤委員

北海道の伊藤でございます。

先ほど川越委員のほうから言われたとおり、マダラのＴＡＣ魚種についての追加の検討

についてはやぶさかではございませんが、この関係するさまざまな漁業種類や着業者もか

なり多い。都道府県もかなりまたがっているということで、本当に大変管理が難しい魚じ

ゃないかなと思っております。

ちなみに、北海道は こことは違って、沿岸漁業の割合が多いんです。沖合の大臣許可

よりは多いということで、大変漁業者を納得させるにはどのぐらいの効果があるのか、難

しいのかなというふうには思っておりますが、実質的には多少管理がしやすい沖合漁業だ

けではなくて、沿岸漁業も同等に管理をしてもらわなければだめだと思います。

それと漁業者全員が納得してこの管理に臨んでいかなければいけないと思いますので、

その点よろしくお願いしたいと思います。

○橋本会長

ありがとうございました。貴重なご意見をいただいております。

そのほか、何かこのＴＡＣ検討について。

○川越委員

もう一言言わせてください。先ほど水産庁の方、非常に我々としては聞こえが悪いとい

うか、何でもかんでも欧米のＴＡＣ管理を参考にしながらと、そういうふうなことを言わ

れると非常にアレルギーを感じる部分がございます。そこら辺よく何でもかんでも欧米か

いや、全然漁業の形態が違うんじゃないか。特に日本というのはずっと沿岸漁業もありの、

沖合漁業ありのということで、よくそういう現場を踏まえて、そこらも十分配慮していた

だきたい。何でもかんでも欧米のＴＡＣを参考とかいうことになると、非常にアレルギー
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を感じますので、よろしくお願いします。

○橋本会長

どうぞ。

○加藤室長

すみません、舌足らずで失礼いたしました。

冒頭、長谷部長からもございましたけれども、舶来物を何かそのまま、おっしゃいます

ように押しつけられて行うということではなく、日本型の、例えばカレーライスが今や日

本食になり、あるいはハンバーグが日本食になっているように、日本型の数量管理という

ものは、まだ20年ではないかという見方もできると思いますので、おっしゃいましたよう

に、現場の声を十分にお聞きしながら、日本に合った形というものがいかにあり得るのか

どうかというところで検討を進めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

ぜひ検討を進めるに当たって、日本の漁業の実態の緻密な情勢、あるいは漁業者のご意

見、そういったものを酌んで検討を進めていっていただきたいと思います。

ほかにございませんでしょうか。

それでは、次回の委員会でも多分、このＴＡＣ魚種の検討状況というのはさらに報告で

きるよう、水産庁で検討を進めていっていただきたいと思います。

それでは、続きまして議題（３）に移ります。「国が行う漁場整備事業（フロンティア

漁場整備事業）」と言いますが、これについて入りたいと思います。

水産庁の漁港漁場整備部整備課の田中上席漁港漁場専門官より説明をいたします。

よろしくお願いします。

○田中上席専門官

フロンティア漁場整備を担当しております水産庁整備課、田中でございます。よろしく

お願いいたします。座って説明をさせてもらいます。

この議題につきましては平成19年度に策定をいたしました日本海西部地区の計画と、平

成25年度に策定をいたしました隠岐海峡地区、２つの地区におけます計画について、漁港

漁場整備法第19条の４項の規定に基づいて変更を行い、そして公表するに当たりまして本

委員会のご意見を求めるものでございます。

まず、日本海西部地区からご説明をさせていただきます。なお、当地区につきましては
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午前中に開催されました日本海西部会にてご説明をさせていただき、ご了承をいただいて

いるところでございます。

お手元の資料３－１－１をごらんいただきたいと思います。本事業の概要と整備内容の

変更についてご説明をいたします。

本事業は、日本海西部海域におけますアカガレイ、ズワイガニ、この資源の保護増大を

図るために、兵庫県沖から島根県沖にかけて保護育成礁21基を整備する計画でございまし

て、平成19年度から事業を開始しているところでございます。今回、保護育成礁21群から

11群追加をいたしまして、全体で32群整備をするということに伴いまして、計画事業費が

65億円から137億円増加するとともに、工事の完成年度が28年度から５年延長いたしまし

て、平成33年度とする必要がございまして、本計画を変更するものでございます。

資料３－１－２をごらんいただきたいと思います。今回変更を行おうとします特定事業

計画の本体は、資料３－１－３として配付をさせていただいておりますが、大部でありま

すので、変更点についてこの３－１－２に基づきまして説明をさせていただきます。

まず「変更理由」でございますが、アカガレイ、ズワイガニの漁獲量というのは依然減

少傾向にございますので、さらなる資源回復を図るために、今回、11群の追加整備を行う

こととし、計画の変更をするものでございます。

また、３の「変更後の施行に係る区域及び工事に関する事項」の（２）につきまして、

先ほど述べましたとおり、工事種目として但馬沖での２群、赤崎沖での２群、隠岐北方沖

での５群、浜田沖での２群、計の11群、これを保護育成礁として追加をしてございます。

また、工事の完了予定時期を５年延長いたしまして、平成33年度としてございます。

また、変更後の事業費に関する事項ということで、計画事業費については11群の追加に

伴うこと、またこれまでの整備におけます工事の資材の単価、労務単価等の上昇に伴いま

す増額分も合わせまして、変更後の事業費を137億円としているところでございます。

また、この変更後の効果に関しまして、事業費の増加、あるいは完了予定時期の変更に

伴いまして、費用対効果分析を現在の知見に基づきまして再計算をし、Ｂ／Ｃにつきまし

ては1.56ということとしております。

その他の項目については内容等の変更はございませんが、水産業や地域の情報に係るデ

ータについては最新のものとなるように更新をさせていただいているところでございます。

続きまして、資料３－２－１に基づきまして隠岐海峡地区の計画変更についてご説明を

いたします。
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本事業は日本海西部・九州西海域におけますマイワシ、マサバ、マアジ資源の増大を図

るために、隠岐海峡において、この右下の図にありますような湧昇流漁場、マウンド礁漁

場でございますが、これを１基整備するものでございます。25年度から事業を着手してお

りますが、今回、施工上の理由からマウンド礁漁場の内部の構造の変更に伴いまして、計

画事業費が34億円に増加をいたします。また、工事の完成年度が１年間延長し、平成29年

度とする必要がございますことから、計画の変更を行うものでございます。

資料３－２－２をごらんください。先ほど同様に、変更する計画の本体は３－２－３で

配付をさせていただいておりますが、その変更点につきまして、この２－２に基づきまし

て説明をさせていただきます。

まず「変更理由」につきましては、施工性に基づく湧昇流漁場の構造変更に伴いまして、

事業費を増加するとともに、マウンド礁漁場を構成する魚礁ブロックの製作数の増加に伴

いまして、工事の完成年度を１年延長し、平成29年度とするものでございます。

また、３の「変更後の施行に係る区域及び工事に関する事項」の（２）につきましては、

今述べましたとおり、完了時期を１年延長いたしまして、29年度といたします。

また、４の「変更後の事業費に関する事項」につきましては、計画事業費34億円として

おります。

５の「変更後の効果に関する事項」でありますけれども、同様に事業費の増加、完了予

定時期の変更等々を最新のデータに基づき再計算をした結果、Ｂ／Ｃは3.97となります。

その他の項目については内容等の変更はございませんけれども、記述データ等について

は最新のものとしてリバイスをさせていただいております。

以上、２地区について本委員会にご意見を求める特定漁港漁場整備事業計画の変更書

（案）の概要でございます。

どうぞ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２地区について説明をいただいたわけですが、最初に説明をいただいた日本海

西部地区、こちらの説明につきましては、ズワイガニの保護育成礁ということで、この本

委員会の前に午前中に開催されました日本海西部会でも同様の説明をいただいております。

部会のほうではこの日本海西部地区の事業計画の変更につきましては、ご意見はいろい

ろいただきましたが、結果として異存はないという旨決定しているということをご報告申
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し上げます。

後段の隠岐海峡地区のマウンド礁につきましては、マイワシを主体にということで、本

委員会で説明をいただいております。

ただいまの説明につきまして、ご質問、あるいは今後の進め方等、ご意見ある方は承り

たいと思いますが、何かございますか。

よろしいですか。ありがとうございます。

それでは皆さん、飛行機の時間もあるでしょうから、何か慌てなくちゃいけないかもし

れませんが、本委員会といたしまして、今回の日本海西部地区、それから隠岐海峡地区、

この特定漁港漁場整備事業計画の変更については異存ないという旨、農水大臣宛てに回答

することといたしたいと思いますが、それでよろしいですか。ありがとうございます。

それでは、駆け足になりますが、次の議題（４）というのに移りたいと思います。議題

（４）は「平成28年度資源管理関係予算について」でございます。

事務局より説明いたしますが、時間も迫っておりますので、要領よく説明のほうをよろ

しくお願いいたします。

○事務局（竹越）

資料４です。平成28年度予算概算要求の概要でございます。

「資源管理・資源調査の強化」ということで、いろんな事業、各種の事業を束ねており

ますけれども、46億4,400万円の要求となっております。資源評価の精度向上を図るため

に、資源調査・研究を充実するという内容でございます。しっかり予算要求作業を進めて

まいりたいと思います。

以上でございます。

○橋本会長

予算の関係につきましては、水産庁のホームページにも載ってございます。資源の調査

等に重きを置いて、予算も増額しているということでございます。

それではよろしいでしょうか。

それではどんどんいきますが、議題の（５）は「その他」でございます。

事務局では用意している議題は特にございませんので、せっかくの機会でございますの

で、何でもよろしいので。

志幸さんが手を挙げていますので。どうぞ。

○志幸委員



- 50 -

早く、皆さん時間も焦っておられるみたいですので。今日は色々と、紙で読み上げたい

と思います。なかなか意思が伝わるかわかりませんけれども、石川県の漁業調整委員会の

中でまとめたこととか、いろんな石川県の方々が言われること、そういうことを紙でまと

めてありますので、ひとつ読み上げたい。理解してくださるよう、皆さんお願いいたしま

す。

今日はベニズワイガニですから、皆さんに関係あることだと思うんですよ。だから全員

が賛同して、理解して、水産庁に物を申していただければ光栄なんですけれども、これか

ら読み上げますので、よろしくお願いいたします。

実際には外国船の問題なんです。最近の水産状況によれば、スルメイカ資源量はＴＡＣ

制導入に比べて増加傾向にあるということですが、日本近海におけるスルメイカ漁獲量は、

近年急激に落ち込んでいる状況にあるんですよ。これも大久保さんが前回も言われたとお

りでございます。これが現場の現状でございます。

そういうことで、こうした中で漁業者の一部から、うちの方は中型イカ釣り船が多いん

ですね。外国船とのあれ。スルメイカの産卵場である東シナ海に行っておる船もあります。

それから中国の虎網漁船により、産卵を間近に控えた親イカを捕るというような状況が

我々漁民のほうからも聞こえてくるわけでございます。小さなイカを捕ってしまう。そし

て外国船は大量に混獲しているんじゃないかということを懸念されるわけでございます。

そういう意見を聞いた方々がよく私たちに耳打ちされるわけです。無論、正直言って確

たる証拠があるわけじゃないんです。これを皆さん、証拠があるわけじゃないんです。私

たち、この委員の方々、憶測でやっておるんですけれども、正直言って外国船と水産庁が

余り過激なもめごとしてもらっても困るんですけどね。

しかしながら、これは事実だと私は確信しておるわけなんですよ。総漁獲量のうちスル

メイカが占めている割合の多い本県にとっては、その影響は甚大なものであります。中国

漁船の横行をそのまま見過ごすわけにはいかないんですよ。去年は監視船を造っていただ

き、いろいろとやっております。

一方、昨今のテレビ報道や新聞記者によれば、北太平洋の公海上においても台湾や中国

の大型漁船が、皆さん、「クローズアップ現代」を見られたと思いますよ。かぶせ網とか、

大量のサンマを早急に捕ってしまう。私もサンマとかマスを捕っていました。サンマ船も

本当に資源管理が早くから、昭和の時代からサンマの漁船がやっているんですよ。それに

つけ加え、そんな時分の今、「クローズアップ現代」によれば３倍、４倍のトン数のあの
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台湾、中国、漁船が捕るということは、これは日本近海にとっては大きな問題だと私は思

うんですよ。

それをやっぱり水産庁が検討していっていただかなきゃならん。そして日本の沿海に来

遊する魚の問題をこれから、先頭に立って水産庁にはやっていただかなきゃならん。

ほうっておけばサンマの資源も全部無くなりますよ。部長さん。本当にすごい。あのト

ン数を聞けばびっくりしますわ。

この点について、皆さん、生意気なことを言う。「クローズアップ現代」に７カ国です

か、北太平洋漁業委員会。この前、前の次長さん、私たち本県におられました宮原委員が

音頭をとってやっておられます。ああいいことだなと思って、本当に賛同するわけでござ

います。そういうものを賛同しながら、みんな我々漁民のほうも一手に水産庁、バックア

ップしながら、資源回復を願うものでございますよ。

それで急激な増加を抑制して、公海上の操業をいろいろと、まき網のＶＭＳとかいろん

なものを皆さんやっておられますけれども、その問題を無駄にしないでひとつやっていた

だきたいなと思っております。

ただ、中国、韓国とか台湾の船を抑圧せいというのでなくして、話し合いをしながら、

やっぱり日本近海の今後に続く、これからの若い漁業者の方々が続くような交渉をやって

いってほしいなということは、石川県の委員会からの要望でございます。水産庁の方々、

またここに参席の皆様方、本当にご賛同願えればいいなということで、私も大分歳いって

きましたので、最後の最後の仕事だと思うんですよ、これは。これからの３代、４代に続

く日本の資源の問題だ。

皆さん、本当にありがとうございます。今後また賛同してよろしくお願いします。

以上でございます。

○橋本会長

ありがとうございました。

ほかにありませんか。

ほかにないようでしたら、増殖推進部長。

○長谷増殖推進部長

せっかくの志幸さんのご発言だから、短くやりますけれども、中国からの東シナ海の話、

中国から情報をとるのは非常に難しい、いろいろ努力しているけれども難しいと山田部長

からもさっきお話がありましたけれども、当然、中国政府もよくわかってないことを聞き



- 52 -

出すのは難しいという話だったと思いますけれども、当然、そういう努力をしっかりやっ

ていきたいというふうに思います。

それからサンマの話、三陸沖の話、「クローズアップ現代」の話が出ましたけれども、

今までは東シナ海、あるいは日本海の暫定水域が中国船、韓国船に占拠されるという話を

ずっとやってきましたけれども、太平洋側も似たような状況になったということで、大変

な状況変化だと思います。

ただ、紹介があったように、ことしの７月19日にＮＰＦＣ、新しい条約が発効して、ご

紹介があったような取り組みを、何とか隻数をふやさないというようなことを鈴をつける

というかな、これも東アジアの国だけじゃなくて、アメリカ、カナダ入ってもらって、剛

柔連携していろいろ。怒ったり、時には笑顔で握手したり、寝たり、転んだり、いろんな

ことをしながら何とか日本の漁業権益を守る。当然、我々はそういうつもりでやっていき

ますので、ご理解いただきたいと思います。

イカの減少の話は、その話もあるし、水温の影響だとか、回遊、経路の問題もあるんだ

と思うんですよ。大分沖を通るようになってきているという話も聞きますので、そういう

ものについて予算の話、説明省きましたけれども、資源調査予算も相当拡充して要求して

います。今は財務省の査定を受けているところですけれども。

調査をしたって、水温の温暖化はどうしようもないですけどね。モニタリングをちゃん

とできるようなということでやっておりますので、よろしくお願いします。

きょうの会議の中で、角田委員からは漁業の転換の話、それから清野委員から離島振興

の話もありました。マグロにしろフグにしろ、その資源を守って、その漁業を存続させて

いくというのがまず最初ですけれども、時にはそういう漁業転換の話。市山さんは帰っち

ゃったけれども、檜山のスケソウダラ、うまくいかないというんでイカ釣りに転換したい

とか、事業をやらせてもらっていますけれども、そういうことを含め、離島の振興を水産

庁だけで全部というわけにはいきませんけれども、離島の交付金をつくったりいろいろや

っていますので、浜の担い手が頑張れるように、背中を押せるような施策を打ち出してい

きたいというふうに思っていますので、ご理解とご支援をよろしくお願いします。

よろしくお願いいたします。

○志幸委員

浜の皆さん、全員、今の水産庁、バックアップしますので頑張ってくださいよ。この北

太平洋、これは私は正直言ってうちもこのマグロの管理には文句はありますけれども、頭
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を押さえて、こうやってみんな理解してマグロもやっていますので、よろしく頑張ってく

ださい。

以上です。

○橋本会長

ありがとうございました。

日本海・九州西の広調委も最後になると、水産施策全体にかかわるような大きな話にい

つも結論としてなるんで、大変いいことだと思います。

それでは、そろそろ皆様のご意見も出尽くしたと思いますので、この辺で意見交換を終

了したいと思います。

事務局におかれましては、本日いただいた貴重なご意見を踏まえて今後の委員会の運営

なり、行政施策の展開なり活用していっていただきたいと思います。

それでは、引き続き次回の委員会の開催予定について事務局より説明いたします。

○事務局（竹越）

次回は例年どおり、来年２月から３月ごろを予定しております。また別途日程調整いた

しますので、よろしくお願いいたします。

○橋本会長

ありがとうございました。

次回の委員会は例年どおり年明けの２月ないし３月ごろに予定されているということで、

年度末ではございますが、委員の皆様にはよろしくご予定のほどをお願いしたいと思いま

す。

委員各位、あるいはご臨席の皆様におかれましては、議事進行へのご協力、あるいは大

変貴重なご意見を多数いただきまして、まことにありがとうございました。

本日、議事録署名人に冒頭指名させていただきました新潟県の小田委員、農林水産大臣

選任委員の川越委員、このお二方には後日、事務局から本日の委員会の議事録を送付いた

しますので、よろしく署名のほうをお願いいたします。

これをもちまして第26回日本海・九州西広域漁業調整委員会を閉会させていただきます。

閉 会


