
定刻には若干早いようですが、委員の皆様おそろいのようでございま事 務 局

すので、ただ今から、第３回日本海・九州西広域漁業調整委員会九州西（ 堀 次長）

部会を開催させていただきます。

本日の部会は、欠席のご連絡のありました石川部会長を除く１６名の

委員のご出席を賜っておりますので、本部会事務規程第５条第１項によ

り成立していることをここにご報告いたします。

また、ただ今申し上げましたとおり、本日は石川部会長が欠席でござ

いますので、本部会事務規程第３条第３項の規定により、畔田部会長職

務代理に、本日の会議の進行をお願いいたしたいと思います。

それでは、まず初めに畔田部会長職務代理よりご挨拶をお願いいたし

ます。よろしくお願いいたします。

本日は、委員の皆様を始め、来賓の方々におかれましては、九州西部畔田部会長代理

会にご出席頂きまして、ありがとうございます。

本日は石川部会長欠席のため、私が部会長代理として議事進行を努め

させていただきます。慣れない点も多々ございますが、どうかよろしく

お願いいたします。

当部会では３月１８日に第２回の会議を開催いたしまして、資源回復

計画対象魚種候補と優先順位について審議を行いました。そして、優先

度の高い魚種から具体的な資源回復計画の検討を行うといった基本的な

作業手順について、当部会として承認をいたした次第でございます。

本日の部会におきましては、今年度の九州西部海域の資源状況や、そ

の後の漁業者協議会、行政・研究担当者会議等における協議の経過等に

ついて事務局から報告していただき、委員の皆様にご審議いただきたい

と思っております。

この資源回復計画は、漁業者、県・国が一体となって、資源を回復し

ていこうという壮大なナショナル・プロジェクトです。その総論に関し

ましては大方、異論のないところだと思います。

私個人といたしましても、このようなプロジェクトに関われますこと

を大変光栄に思っているところですが、これから、具体的な内容に入っ

ていきますと、漁業に関わっておられる方たちの具体的な関わり方とい

うのが、ますます重要になってくると思います。

本日は水産庁から、中尾管理課長をはじめ、多数の方々がご列席され

ておられます。この場で、いい機会なので、是非、活発な論議を交わし

ていただき、実りの多い会になりますよう委員の皆様にお願いして、私

のご挨拶とさせていただきます。

どうもありがとうございました。事 務 局

続きまして、本部会の事務局であります九州漁業調整事務所の石部よ（ 堀 次長）

り、ご挨拶申し上げます。



九州漁業調整事務所長の石部でございます。石 部 所 長

本日は委員の皆様、遠いところ福岡まで来ていただきまして、誠にあ

りがとうございます。

私、先程、以西底びきの海難者の慰霊祭に行って来たんですが、昭和

３３年に記念碑を建立しておりまして、西の方にある光雲神社という、

黒田のお殿様を祀っておる神社があるんですけれども、そこの横に大き

な慰霊碑があります。そこの碑文に、その当時、博多湾に浮かんでおっ

た隻数が２２０隻、水揚量が１２万トンという隆盛を誇ったというふう

に書いておるわけですが、皆さんご承知のとおりですが、現在福岡には

以西底びきゼロでございます。いろんな事情があるわけですけれども、

資源の有効利用の仕方といいますか、それを痛感したところでございま

す。

本九州西部会、早や３回目ということで、委員の皆様もご存知のとお

りでございますが、他の委員会、部会においては対象魚種の選定並びに

。それに関わります資源回復計画の策定が行われているわけでございます

その内容を簡単にご説明させていただきたいと思います。

瀬戸内海におきましては、今年の４月から実施されておりますサワラ

の資源回復計画に続きまして、次期対象魚種としてトラフグ、カタクチ

イワシ、それから小型機船底びき網漁業対象魚種について、引き続き検

討を行うということになったようでございます。

それから太平洋側、太平洋南部会につきましては伊勢湾の小型底びき

の対象魚種の資源回復計画が策定されております。また、太平洋北部会

においては、仙台湾周辺海域の沿岸性カレイ類ということで、資源回復

計画の作成に着手することについて関係者と協議をしているということ

になっておるようでございます。

また 日本海の日本海西部会においては 日本海西部のアカガレイ ズ、 、 （

ワイガニ）という資源回復計画がスタートしておりまして、さらに日本

海北部会については、マガレイ及びハタハタについて資源回復計画の対

象種として了承されたようでございます。長くなりましたが、ちょっと

ご説明させていただきました。

事務局をあずかる当事務所といたしましては、当部会においても、速

やかに資源回復計画の策定に向けた作業が行われるよう、関係県及び関

係機関と協議を行っているところではございますが、本日はその経過及

び関係県の意向等についてご報告させていただきたいと思っておるとこ

ろでございます。

委員の各位におかれましては、忌憚のないご意見をお願いいたしまし

て、本日の当部会が実り多いものとなることをお願いいたしまして、挨

拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

どうもありがとうございました。事 務 局

本日は、水産庁資源管理部管理課の中尾課長に出席いただいておりま（ 堀 次長）

すので、ご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

ご紹介いただきました水産庁管理課長の中尾でございます。一言ご挨中尾管理課長

拶を申し上げます。



本日は委員の皆様はじめ、ご出席の皆様方、大変忙しい中、この第３

回の九州西部会にご出席いただきまして、大変ありがとうございます。

ご承知のとおり、今年の３月に水産基本法に基づく水産基本計画とい

うものが閣議決定を経まして公表されております。この中で資源管理と

いうものが、中心的な施策ということで位置づけられております。資源

回復計画につきましては、平成１６年度までに５０程度の魚種の内、条

、件の整ったものから順次策定に着手するということになっておりまして

その審議にあたる広域漁業調整委員会の役割は大変重要になっておるわ

けでございます。これまでに３つの資源回復計画が策定、公表されてお

りまして、あと一つの資源回復計画が公表間近の段階に至っておるとい

う状況にございます。

本部会におきましては、昨年から候補魚種の検討を進めていただいて

おるわけでございますが、本日はこの場で、本海域に相応しい対象魚種

を選定していただきまして、次のステージである具体的な資源回復計画

の検討に進んでいきたいというふうに考えております。

本委員会の管轄海域であります九州西部海域は、韓国漁船や中国漁船

に相対しつつ、また、うちに入り組んだ地形によりまして、多様な海面

漁業関係が構築をされているという状況にございます。これに対応いた

しまして、資源管理をめぐる問題も多く、また、克服していかなければ

ならない課題というのも多くあるというふうに考えております。今後の

九州西部海区における資源回復計画の策定に向けての正否は、本部会に

かかっておりまして、この部会がその役割を十分に果たすことが、資源

回復のみならず、九州西部海域の水産業の発展に繋がるものというふう

に考えております。このため、委員の皆様方各位のご活躍を期待すると

ころであり、その重要な責任を果たすことにつきまして、心より敬意を

表すものでございます。本日は限られた時間ではございますけれども、

忌憚のない議論が交わされまして、有意義な会議となりますよう祈念い

たしまして、簡単でございますけれども私の方からのご挨拶とさせてい

ただきます。

どうもありがとうございました。事 務 局

本日は同じく、水産庁資源管理部管理課より佐藤資源管理推進室長、（ 堀 次長）

齋藤課長補佐、阿部課長補佐、増殖推進部漁場資源課より宮崎係長が出

席しております。また、西海区水産研究所東シナ海漁業資源部より堀川

部長の臨席をいただいておりますことをご紹介させていただきます。

加えまして、事務局であります当事務所におきましても、人事異動が

ありましたのでご紹介させていただきます。１０月に着任いたしました

、 。森田次長 同じく１０月に着任いたしました杉山沿岸課長でございます

以上でございます。

それではこれ以降の議事進行につきましては、畔田部会長職務代理に

お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは早速ですが、議事を進めさせていただきます。まずはじめに畔田部会長代理

本日の議事録の作成に関します議事録署名人の選出ですが、本部会の事

務規程第１１条によりますと、部会長から２名以上を指名するというこ



とになっておりますので、僭越ですが、部会長職務代理者であります私

の方から指名をさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。

（一同異議なし ）。

ありがとうございます。

それでは、今回の議事録署名人につきましては前回と同様、名簿順と

させていただきたいと思います。海区互選委員から渡邉委員、それから

漁業者代表委員から濵田委員のお二人にお願いいたしたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。

（ ）「 」 。 、続きまして議題の １ 水産資源の状況について に入ります まず

九州西部海域における資源の動向について、独立行政法人水産研究セン

ター西海区水産研究所の堀川東シナ海漁業資源部長に説明をお願いした

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

西海区水産研究所の堀川と申します。失礼ながら、着席して説明させ堀 川 部 長

ていただきます。

まず、お手元の方に資料１が配付されていると思います。まず、その『 資 料 １ 』

資料１の１ページ目ですが 「２００２年（平成１４年）資源評価対象種、

（日本海漁業資源）の資源状況」という資料がございますけれども、こ

れに基づいてまず説明させていただきたいと思います。

なお、このタイトルが日本海漁業資源の資源状況というふうになって

おりますけれども、当然九州西部会に対応する魚種も含まれておりまし

て、表現ぶりとしては日本海漁業となっておりますけれども、実質上は

九州西にも関わる魚種の資源状況を含んだ表であるというふうに解釈し

ていただきたいと思います。それで、各魚種の説明に先立ちまして、ち

ょっとどのように説明するかを簡単にお話をしておきます。

まず、ＴＡＣ魚種のうち、九州西部会に関連するマアジ、マイワシ、

マサバ、ゴマサバについて総括的にお話をさせていただいて、その他、

かなりたくさんの魚種がございますので、今回論議の対象になります、

資源回復計画の候補魚種、マダイ、ヒラメ、トラフグ、アマダイ類、ウ

ルメイワシ、これらについて資源状況について簡単にご説明をするとい

うことにさせていただきたいと思います。

、 、その他の魚種については その評価結果はダイジェスト版という形で

水産庁のホームページ上で公表されておりますので、詳しくはそちらの

方を見ていただくということにさせていただきたいと思います。

それではまず、ＴＡＣ魚種のうちのマアジについてご説明をいたしま（ ）マアジ

す。皆様ご存知のように、マアジはかつて１９６０年代には３３万から

４７、８万トンという非常に大きな漁獲量があったわけですけれども、

２００１年の段階では、それが１３万トンという非常に低い水準に落ち

込んでおります。若干、最低のところから今、少し戻りつつあるように

は思いますけれども、現在の資源の水準は中位水準ということで、大き

なトレンドとしては、減少する傾向にあるのかなというふうに考えてお

ります。もう少し詳しいお話をいたしますと、実は２００１年の夏に日

本海で、近年にない大きな小型魚の加入が見られたんですけれども、そ



れでマアジの方は、なかなか見込みがあるのかなというふうに思ってお

ったんですけれども、その後その漁獲が続きませんで、さてその魚はど

、 、こに行ってしまったんだろうということで 加入量が良かったけれども

その後の水準はあまりよろしくないだろうという判断はしておりました

けれども、最近この秋口になってから、２００１年生まれと目されるよ

。うなマアジがかなり漁獲されておるということが分かってまいりました

ただ、これもどこまでその豊漁が続いていくのか、それから年におしな

べて、果たしてその２００１年級がどのくらいの動向にあるのか、もう

少し様子を見ておかなければならないということで、実は明日２３日、

長期漁海況予報会議というのが鹿児島で、私共の主催で開かれますけれ

ども、その時にこういった最近の予報等を取り込んだ、また予報が出る

、 、 、ということで 若干 少し見方が修正される可能性もありますけれども

この資源評価をした時点では、中位水準減少ということになっておりま

す。

続いてマイワシなんですけれども、マイワシはかつて日本海の方でも（ ）マイワシ

１００万トン以上の漁獲があったわけですけれども、２００１年は１４

００トン、非常に低い漁獲になってきておるということで、またそのほ

とんどが１歳魚、２歳魚という小さいもので占められているということ

で、産卵が出来る魚がほとんど見当たらないということで、それを反映

いたしましてですね、産卵魚の調査をイワシ類等について、各県水産試

験場等の協力を得まして実施をしておりますけれども、２００１年にマ

イワシの卵で採集されたのは１粒しか採集されてないという状況でござ

います。こういったことでですね、マイワシは非常に低い資源水準にあ

って、動向も減少と、皆さんご存知と思いますけれども、こういった状

況では、マイワシを狙って獲るというような状況ではあり得ないので、

混獲程度、混獲してやむを得ず漁獲される程度に抑えるべきというのが

私どもの評価でございます。

それから次にマサバの方に移らせていただきますけれども、マサバも（ ）マサバ

１９７０年代に非常に漁獲量が多く、だいたい３０万トンくらい獲れて

いたわけですけれども、２００１年には７万４千トンという低い水準に

なっております。その後の漁況の方も思わしくないということで、資源

水準は低位で減少傾向にあるというふうに、残念ながら私どもは考えて

おります。

それからそれに関連しまして、ちょっと飛びますけれども、ゴマサバ（ ）ゴマサバ

。 、 、の話もさせていただきたいと思います 実は漁獲統計の方では マサバ

ゴマサバというのは農林統計では分かれておりませんで、サバ類という

ふうにまとめて載っております。私ども生物学的な根拠を持って資源解

析をしておりますので、サバ類で解析するというわけには参りませんの

で、そのうちのサバとゴマサバをいろんな情報を基に仕分けをいたしま

、 、 、して マサバの漁獲量 マサバの漁獲量の推定値を私どもで求めまして

マサバの評価にはその値を、ゴマサバの値にはその値を使っておるわけ

ですけれども、近年かなりゴマサバが多いというような状況になってお

ります。

ゴマサバの方は近年増加傾向を示しておりまして、２０００年には減

少したけれども、２００１年にはちょっと増加したということで、マサ



バと対照的に資源水準は中位で、動向としては横ばいだということで判

断をしております。

以上でＴＡＣ魚種の簡単な説明を終わりまして、次に。

すいません。畔田部会長代理

ＡＢＣリミットというのと、ＡＢＣターゲット、これ簡単にどういう

数字なのか、せっかくなので少し説明をお願いします。

そうですか。堀 川 部 長

一応、ＡＢＣリミットの方は、ちょっと簡単に言ってしまうと、それ

、以上獲っては資源が減ってしまいますよという意味合いを持ったＡＢＣ

生物学的許容漁獲量、これ以上の漁獲をあげると現状よりも減少してい

。 、 、くだろうと思われるような値 それから ＡＢＣターゲットというのは

資源にはいろいろと不確実性がございますね。われわれいろいろ研究を

しておりましても、ある時々によっては非常に来遊量が多かったり、そ

ういったまた、予測よりももっと悪かったりという、そういった情報の

不確実性を含んで安全を見込んだ形でいくつかの係数をかけて、それよ

りももっと安全な値、つまりそれより、リミットより低い、より安全な

ＡＢＣというもの、これをＡＢＣターゲットというふうに呼んでいるわ

けでありまして、望ましくは、ＡＢＣターゲットを採用した方がいいだ

ろうと、そういう意味合いを持っております。それでよろしゅうござい

ますか。

はい。ありがとうございます。畔田部会長代理

それでは次にですね、九州西部会において検討を行っている魚種につ堀 川 部 長

いてのお話をいたします。

まずマダイなんですけれども、このマダイは、日本海西・東シナ海と（ ）マダイ

いう水域で一つの評価の単位というふうに考えておりまして、その漁獲

量というのは、１９９０年代に入って増加傾向を示しておったわけです

けれども、２０００年以降ですね、やや減少傾向に転じております。現

在の水準は過去いろいろ漁獲統計上判断すると、中位水準にはあるけれ

ども、どうも今まで増加していたものが減少傾向に入ったのではないか

というふうに今のところ判断をしております。

それから次にヒラメですけれども、これもマダイと同様な水域を一つ（ ）ヒラメ

のまとまりとして日本海西・東シナ海というような形で一つの評価の単

位と考えておるわけですけれども、ヒラメの漁獲量というのは１９９６

年までは３，７００トン前後で比較的安定しておりました。しかし、１

９９７年から減少に転じております。かなり減少傾向がずっと続いてお

りまして、従いまして現在のヒラメの資源水準は低位、それから傾向と

しては減少傾向にあるというふうに考えております。ヒラメがなぜ減少

、したのかということについてはいろいろ論議のあるところですけれども

、これはまた別な場所で今後検討されるのではないかと思いますけれども

日本海の北の方でヒラメの減少というのはかなり顕著なものでございま

す。



それから次に、トラフグの方に話を移したいと思います。サバ類の話（ ）トラフグ

と同じように、実はトラフグの水揚げ統計というのは、農林統計という

のはございませんで、はっきり申し上げて漁獲量も正確には分からない

という状態がまずあるということを頭の中に前提として入れておいてい

ただきたいと思います。それでは、その総漁獲量というものが分からな

いのにどうやって資源評価をするかということなんですけれども、これ

はやむを得ず、この日本海西・東シナ海系のトラフグの主要水揚げ基地

である下関の南風泊市場の水揚げ量の推移、そういうものを参考にして

資源の評価を行っているというのが実態でございます。そういった水揚

、 、げ量の今までのトレンドをいろいろと見て参りますと １９８９年以降

一貫して減少を続けておりまして、１９９８年から２０００年は、一番

多かった時、例えば１９７５年は１，０００トンぐらいあったんですけ

れども、それの１０分の１の１００トンぐらいに落ち込んでおります。

２００１年にはさらにその水揚げ量、南風泊の水揚げ量が減少いたしま

して８５トンとなっております。その他の情報として、トラフグの各地

の産卵場が知られておるわけですけれども、こういった産卵場における

産卵親魚の漁獲量というものもいろいろ調べてみると、盛時の１０分の

１程度ということから、トラフグの資源状況、資源水準というのは非常

に低水準で、しかもどんどん減少する傾向にあるというふうに我々は判

断しております。従って、漁業の実態を無視して生物学的な話だけをさ

せていただくならば、トラフグ資源の維持回復を図るためには大幅な漁

獲の削減が必要となろうというふうに考えております。そこでＡＢＣの

リミットとターゲットの計算値がここでリミットが１４トン、ターゲッ

トが１１トンというふうになっておるわけですけれども、一体これはど

ういうふうに計算したのかということなんですが、先程申し上げました

ように漁獲量が把握できていないということで、天然トラフグの７、８

割が水揚げされているだろうといわれている南風泊におけるその東シナ

海、黄海、日本海西部海域産の水揚げ量、これを０．８で割り込んだ値

を漁獲量という仮の値として、それに対して南風泊における放流魚の混

入割合、これは大体１３％あるんですけれども、それに相当するような

部分、放流した部分については獲ってもいいでしょうということで１４

トンという値を算定しております。またその安全率を見込んで１１トン

という値を提唱しております。これはもちろん生物学的許容漁獲量とい

うことでございますので、漁業の実態は何ら考慮しておりません。それ

を考慮したあるべき漁獲量というのはまた別な観点から別の数字が出て

くるのかも知れませんけれども、ある意味で１４トン、１１トンといっ

た非常に低い値、これをＡＢＣとして与えないと資源はやっぱり減少し

ていってしまうのではないかと、ある意味での警鐘の意味でこういった

値を算定したというのが実態でございます。

それから次にアマダイ類の話に移らさせていただきます。このアマダ（ ）アマダイ

イ類については、実は私どもが評価の対象としておりますのがここで東

シナ海と書いておりますが、これは純然たる東シナ海での漁業で獲られ

るアマダイ類の資源評価ということにしておりますので、例えば日本海

西の地先の沿岸のアマダイについては、ここではちょっと対象とはして

おりませんので、そのことについてお断りをしたいと思います。



アマダイ類を漁獲してる漁業というのは、東シナ海では以西底びき、

沖合底びき、それから山口県の延縄、そういった大まかにはその三者で

あるわけですけれども、これらの漁業単独では資源水準の変化を代表す

ることは多分できないだろうということなんですけれども、まあ、どの

漁業においても最盛期に比べると、その資源の指標となるような例えば

ＣＰＵＥ等、減少が顕著であるということからアマダイ類についても資

源水準が低位であるというふうに考えております。ただ、動向としては

低位横ばいではないかなというふうに考えております。

( ) それからウルメイワシについてですけれども、これも対馬暖流系といウルメイワシ

う区切りで評価をしておりますけれども、１９９０年代の前半には漁獲

量が多かったんですけれども、９０年代の後半にやや減少し、その後少

し持ち直したということで、かつての漁獲量との比較から資源の水準は

低位で、動向としては横ばいというふうに考えております。ただこれは

いずれにしろ浮魚類ということですので、管理の方からどうなんだとい

うのはまた後ほどのご論議の対象になろうかと思います。

それから、資源評価対象魚種にはなっておりませんけれども、資源回（ ）マチ類

、 。復計画の候補魚種でありますマチ類について少し 触れたいと思います

私ども西海区水産研究所としてもこういったマチ類等の沿岸、磯根的

な資源についてはあまり情報を持ち合わせておりません。沖縄県の水産

試験場からの協力を得て少し資料を持って参りましたので、少しお話を

したいと思います。

沖縄県のマチ類、農林統計の属人の値なんですけれども、１９８０年

には２，１５０トンぐらいあり、それをピークにしてその後ずっと減少

を続けて１９９９年には４５７トンにまで落ち込んでおるということに

なっております。ただ、この統計の取り方そのものに少し難点があるよ

うで、その他に県の水産試験場としては、沖縄県の漁連の市場における

マチ類主要四魚種の統計と取扱量というようなことで、別のいろんな統

計も取っておられるようで、その統計を見ると実は属人統計よりもそっ

ちの統計の方が多くなってしまっているというようなことで、必ずしも

このマチ類の農林統計の値そのものが、資源の現状を必ずしも表しては

いないのではないかというふうに考えておられるようです。しかし、そ

ういった県漁連の取扱量についても、トレンドとしては減少していると

いうことは明らかでございまして、総じてマチ類の資源は減少傾向にあ

。 、 、るというような判断をされてるようです また このマチ類については

沖縄県内の漁船以外の県外船の漁獲というのもがかなりあるというふう

に聞いております。また、一応漁業者としては、こういったマチ類の漁

業を許可を得て漁獲してるもの以外に、どうも巻き網船がその曽根近く

に来るので、その実態がどうなっているのか全然その巻き網が違法とい

うわけではございませんけれども、そういった実態がどうなっているの

かそのことについて非常に気にしているようです。そういった情報も加

味しながら、いろいろと調査をしていきたいというふうな考えのように

お聞きしております。いずれにしろ、かなり沖縄県としては、マチ類に

ついて沿岸資源動向調査という我々の委託調査や、県独自の資源管理推

進調査といったものを組まれまして、適切なマチ類の資源管理を導入し

ていこうという気運が高まっているように聞いております。



以上、すべてではございませんけれども、評価対象魚種の資源動向に

ついて、ＴＡＣ魚種及び九州西部会における資源回復計画候補魚種につ

いてのお話をいたしました。以上です。

マチ類を含めてご説明いただいて、どうもありがとうございました。畔田部会長代理

ただいまの説明につきまして、ご質問等ありましたらお願いします。

トラフグなどについて長崎県の委員さん、何かご質問等ありましたら

お願いします。

よろしいですか。石 原 委 員

資料２－３のところで 「現時点で長崎県の漁業者が反対をしているた、

め、当面３県における漁業者協議会の場で具体的な資源回復方策等につ

いての検討を進めると同時に、長崎県の漁業者には理解を得られるよう

十分な話し合いを継続する必要がある 」と書かれておりますが、トラフ。

グに関しましては、前々回の委員会で長崎県の意向は資源回復計画に反

対であると、その理由もあげております。

ただし、今回、先程読み上げましたように、賛成３県で具体的にどう

進めるかということを協議して行こう。そして、長崎県には理解を深め

るよう努力しようとあるんですが、だいたいこのトラフグに関しまして

は、過去から現在に向かいまして、沖合でいろいろ問題がないように関

係４県が、４県延縄協議会で話し合いをやりまして、漁業調整は自主的

な規制の話し合いでうまくいく。ただ、資源回復計画に対して長崎県の

意見が他と違いまして、色々な諸事情により反対である。

ですから、今後の進め方につきまして、３県が協議を進めていくと同

時に、この場には長崎県の漁業者をオブザーバーとして参加させていた

。 、だくようにお願いしたい 私がお願いしたことを要領よくまとめますと

こういう文書になるのかも分かりませんが、その点をもう１回お願いい

たします。

今のお話は後の議題で。畔田部会長代理

今の堀川部長のお話に関連する質問は他にないでしょうか。

マチ類の漁獲高推移についてお伺いしたいんですけれども、漁獲量に三 木 委 員

関しての統計２つ出ておりまして、そのトレンドとして検証していると

いうことは同じだと思うんですけれども、昭和５０年代に大きな差が生

じていると思うんですが、この点、水揚げ地の変化だとか他県船の存在

の状況が変わっただとか、いろんなことがあると思うんですけれども、

その辺ちょっと教えていただけないでしょうか。

その理由については沖縄県に聞かないと私としてちょっと分からない堀 川 部 長

んですけれども、事実としては１９９３年以降、農林統計による漁獲量

よりも県漁連の市場における主要４魚種の取扱量の方が上回っていると

いう実態がありますけれども、そのことについて沖縄の方で補足してい

ただけたら有り難いんですけれども。おそらく県外船との関係とかもあ

るんだと思うんですけれども。



これ以下は農林統計は載っていないんでしょう。伊 野 波 委 員

私が持っているところの資料 「沖縄県水産試験場の事業報告２００２堀 川 部 長 、

年」というのをいただいているんですけれども、その中、それに基づい

てご説明をお願いします。

皆さん持っているのはこれなんですよね。これと傾向が全然違うんで伊 野 波 委 員

す。１９００何年というお話をなさっておりましたが、これは４８年か

らしか載ってませんよね。

本日付けておりますカラーの参考資料なんですが、後ほど私の方から事 務 局

簡単に説明させていただきますので、その時にまた伊野波委員の方から（石山計画官）

ご意見を頂戴したいと思います。

他に。畔田部会長代理

、 。石 原 委 員 私たちは漁師ですから 手元に沖縄の資料があるわけではありません

ただ、漁業者としての感じというんでしょうか、資源に対する。

「ＴＡＣ早わかり」というのを水産庁が出しましたね、ホームページ

に。そこから取り出した資料によりますと、あの当時でさえも水産庁の

考え方は我が国の水産資源は横ばいかやや減少気味であるというふうに

書かれております。

突飛な話ですが、私この何日か前に近所のまき網の乗組員が月夜間に

帰って参りまして、会長、実は今度の漁で新記録が生まれた、私は新記

録と聞いた瞬間この資源が少ない時に何をそんなに新記録を獲ったのか

と思ったのですが、その新記録というのは漁獲のことではなくて、いわ

ゆる網打ちの回数、これは大型まき網なんですが、今まで最高でどんな

。 、 。に努力しても一晩で７回であった 今回 初めて８回網を投じたんです

、 、ですから資源のことをいう場合に 漁獲努力量とでもいうんでしょうか

あがってくる水揚げの資源量だけを考えると、そこに漁師がサバイバル

というか生き残り作戦で、それこそ１回網打ちするのに１時間２０分く

らいかかるんですが、それを一夜のうちに８回も繰り返すところまで来

て、こういう漁獲があがってくるということは、海の底のことですから

覗いてみなければ分からないでしょうけれども、我々漁業者の感じとし

ては先生方のおっしゃった値よりも、もっとシビアなものが出るんじゃ

ないのかなという実感がいたしております。以上です。

堀川部長、その辺はどうでしょうか。畔田部会長代理

当然漁獲努力量を加味して、例えば、簡単にいえばＣＰＵＥといわれ堀 川 部 長

る単位努力量当たりの漁獲量というような、漁獲量の補正をして資源の

指数にするということもしておりますし、それから、近年我々が一番よ

く用いている方法はコホート解析と呼ばれているもので、漁獲物の年齢

組成の解析をいたしまして、その年齢で０歳魚、１歳魚、２歳魚、３歳



魚と、これは年齢に従って数が少なくなっていることは誰にも分かるこ

となんですが、同じ生まれの、例えば２００１年級は０歳魚の時より１

歳魚の方が少ないのは当たり前で、獲られて、それから自然死亡で減っ

ていくと、そういうのをモデル化して、それを積み重ねて試算するとい

うようなコホート解析という方法を用いてますけれども、これについて

は、漁獲努力量というものが正確に分かりづらい、それから漁業によっ

て漁獲努力量を比較するのがかなり困難。例えばまき網と底びきとか、

そういう同じアジを獲るのでも漁獲努力量を同じ漁であれば比較できる

けれども、違う漁業についてはちょっと比較できないということがあり

まして、そういった方法も用いております。ですから、当然漁獲努力と

いうものを十分加味し、また、漁獲努力の変動の影響を受けないような

形での資源を反映した解析をするようには心掛けております。

いずれにしろＴＡＣの方の値も、もちろん漁業者の獲れる量というこ

とで注目されていると思いますけれども、さらにＡＢＣの方も漁業者の

皆様の参考にしていただくと、ＡＢＣの値がかなり厳しい値であるとい

うことがお分かりになると思いますし、漁業という社会経済的な影響を

加味しないで考えれば、かなり厳しい値を我々は出しているというふう

に思っています。

分かるんですが、私たちが本当に漁師として、直感として感じること石 原 委 員

です。例えば、まき網、これは五島海区では沿岸の小型なんかはもうあ

、 。 、る村では１８統が 今は９統か８統で半分以下になっておる それから

五島一の奈良尾の大中まき網も半分以下に、３分の１くらいになってお

る。そんなにまき網が減っている中で、残されたまき網がものすごい漁

獲努力量によって資源を、ここ（資料１）に書かれているように、例え

ばこの魚種の中にはまき網のものもあれば、他のものもありましょうけ

、 、 、 、れども ここの左側のブリ資源 このブリ資源のところは 昭和５９年

長崎県の水産試験場が長崎県の大型定置の漁業制度改革後のピーク時の

ブリ資源の評価と、それから昭和５９年の大型定置に対するブリの資源

とを比較したら、比較した大型定置がだいたいピーク時の５％から３％

しかブリが獲れていないという発表をしているんです。それから１７、

８年ですが、大型定置のブリは影を潜めている印象なんですけれど。

ところがこの当時、ブリ全体の水揚げはどうだったかというと、沿岸の

大型定置は３％、５％と言ってるかも知れないけれども、まき網が獲る

量を考えればＴＡＣよりもむしろ資源は上がっていると言われていた。

ところが、それから十何年かの間にまき網もガクーンとブリの資源も少

なくなった。だから、そんなこんなを考えてみると先生の説明は分かり

易いんですが、我々が肌で感じる、沖で釣りをしたり、定置で網を持っ

たり、まき網とかから色々聞きに行ったりした感じとはもっと資源の点

では、厳しく考えた方が正解じゃないのかなという印象で、申し訳ない

んですがそういう印象がございます。

その辺、実際に漁業をやっておられる人の感性と研究の方とうまくい畔田部会長代理

くようになっていくと思うんですけれども、資源状態が厳しいというの

は基本的には研究の方でも同じということで、今度資源回復計画という



ものが大事なときに出来たと思います。

それからトラフグの話で放流魚の割合が１３％あるというのは、トラ

フグというのは種苗放流で資源の増大ということも考えられないことは

ないということもあるんでしょうか。

そういう考え方も成り立つし、いかにトラフグ資源そのものの母集団堀 川 部 長

、が小さいかということを表しているかというふうにも解釈できますので

そのトラフグ資源がかつてほど解析するだけの放流尾数っていうのが一

体どれだけになるのかっていうのも実際試算していないので分からない

んですけれども、かなり膨大なものになるのではないかなという気がし

ております。

いずれにしろ、トラフグというのはかなり広域に回遊するということ

でございまして、近隣各国とのことも考えなくてはいけないということ

で、危機的状況にありますけれども、かなり難しい側面を持っているこ

とも事実です。

どうもありがとうございました。色々、まだあるかとも思いますが、畔田部会長代理

次の議題に入らせていただきます。

「九州西部海域における資源回復計画対象魚種候補・優先順位につい

て」に入ります。

前回の部会のおさらいといたしまして、事務局より提案されました優

先度の高い魚種から具体的に資源回復計画の検討を行うということで、

当部会は了承するということで基本的な考え方としては結論に達してお

ります。

また、委員の皆様からいろんなご意見が出されましたことを受けて、

部会長の方から、事務局及び関係各県にもっと漁業者協議会等の場で検

討を重ねるようお願いをいたしました。そういう前回の経緯も踏まえま

して、事務局の方から、前回の部会から今日までの特定魚種の選定に係

る状況及び事務局側で考えておられる優先順位等について、説明をお願

いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

九州漁業調整事務所の石山でございます。事 務 局

それでは私の方から、前回の部会からこれまでの候補魚種の選定に係（石山計画官）

ります状況等につきまして説明をさせていただきたいと思います。

座らせていただきます。

資料といたしましては、資料の２－１、２－２、２－３と先程のカラ

ー刷りのマチ類の漁獲高推移、参考資料となっておりますがその４つを

使いましてご説明をさせていただきます。

前回の部会では私ども事務局より提案をいたしました８魚種につきま

して、それぞれマークを付けまして、いわゆる優先度の高いもの、若し

くはこれはもう少し後に検討した方がいいのではないかというような表

示をさせていただきました。そこで、先程、畔田部会長代理のお話にも

ありましたとおり、優先度の高い魚種から具体的に資源回復計画の検討

を行っていきましょうということで了解がいただけたのではなかったか

と思います。



それではまず資料２－１ 「漁業者協議会等の開催実績」というものを『資料２－１』 、

ご覧下さい。

山口県から沖縄県まで前回の部会の後から今日まで、開催されてきて

おります漁業者協議会の開催状況をまとめてございます。

前回の部会終了以降、特にマチ類とトラフグの２魚種につきまして、

重点的に関係する県を中心といたしまして、検討が重ねられてきており

ます。

その他の魚種につきましても、２、３の県におかれましては検討がな

されておりますけれども、それらにつきましては、これまでこちらの九

州西ブロックにおきます検討の内容に関します説明といったものが多か

ったようでございます。

従いましてこの資料におきましては、マチ類とトラフグに関します漁

業者協議会といったものが約半分を占めております。と言いますのも、

、前回の部会におきまして鹿児島県の上村委員からマチ類につきましては

これ前回のお話なんですが、熊毛、奄美海域におきまして、漁業者の大

部分が零細な経営体でありまして、マチ類に対しましての依存度も非常

に高くなっておるということもありまして、減船、休漁をはじめとした

資源回復計画の策定といったものは、漁業者サイドの理解は得られてお

りませんというようなご発言があったかと思いますけれども、更にはマ

チ類については、自由漁業でもありまして操業規制が困難であるといっ

たことですとか、漁獲データや操業実態等の把握が困難でありますとい

うこと、それと生物学的なことがまだ完全に分かっておらないというこ

と等によりまして、前回の時点では、鹿児島海域におけますマチ類の計

画の策定といったものは出来ないのではないだろうかといったような趣

旨のご意見を頂戴したところであります。

同時に上村委員からは、もっと幅広く漁業者の方に戻して、そういっ

た方々の意見を十分考慮をした上で、もう少し時間をかけて検討をして

、 。いただく必要があるのではないか というようなご発言もございました

そういった経過もございましたので、その後、前回の部会の終了後、

鹿児島県の担当の方ともご相談をさせていただきまして、お手元の資料

、 、の２－１の３枚目以降に 鹿児島県におけます漁業者協議会の開催内容

実績が記載されておりますけれども、奄美大島、屋久島、徳之島、沖永

良部島といったようなところにおきまして、漁業者協議会を持っていた

だいた次第です。

私ども事務局からもその場に出席させていただきまして、漁業の実態

と漁業者の皆様方から生の声を聞かせていただくと同時に、マチ類を中

心とします資源回復計画に関しましての意見交換といったものを行って

きたところであります。その結果でありますけれども、大方の漁業者さ

んからマチ類につきましては資源も減少しており、資源回復計画につき

まして実際のところ要望がないわけではありませんが、前回の上村委員

のご発言にもありましたような問題点もありますので、もう少し時間を

かけて検討するよう配慮してくれないか、というようなご意見を頂戴し

たわけであります。

次にトラフグについてなんですが、先程来からもお話に若干出ており

ますが、前回の部会の時点でも山口県さん、福岡県さんにおきまして、



関係いたします漁業者さんの皆様から要望が出されておりましたので、

その後も引き続き福岡県をはじめといたしまして、数回のトラフグに関

します漁業者協議会を開催していただいてきたところであります。

以上が、前回部会開催後、今回にかけましての各県におきます検討の

状況でございます。

次に資料の２－２をご覧いただきたいと思います。『資料２－２』

前回の部会でも配布をさせていただいたものと同様の資料でございま

す。今回はさらに現在の各県の魚種別のご意向といったもの、若しくは

考え方が反映されたものというふうに若干修正されている部分がござい

ます。もちろん本日これからの委員の皆様のご意見ですとかご検討も待

たなくてはならないわけですけれども、魚種別の説明につきましては前

回もさせていただきましたので、今回は先程も少し触れさせていただい

たのですが、８魚種の中でもマチ類とトラフグを中心にしてご説明をさ

せていただきたいと思います。

マチ類につきましては、ページが３枚目になるかと思いますが、マチ（ ）マチ類

類ということで、沖縄県さんが網掛けをされております。前回もご説明

いたしましたが、網掛けをされている部分といいますのは、比較的積極

的なご意見を持っていらっしゃるところという意味で、網掛けの区別を

させていただいております。

マチ類につきましては、沖縄県さんの意向としては前回と全く同じで

ございます。しかしながら鹿児島県におきまして、先程も申しましたと

おり、県にとっても非常に重要な魚種であって、資源減少の認識もある

ということ、ただ、漁業が零細な点、魚種への依存度が非常に高い点と

いったような問題も残されておりますので、もう少し時間をかけて慎重

に対応をしていただきたいということであります。

次にトラフグについてですが、トラフグは１頁目になっております。（ ）トラフグ

トラフグにつきましては、山口県、福岡県におきまして前回同様強い関

心が持たれております。両県共に優先順位は非常に高くなっておりまし

て、特に福岡県の関係漁業者さんは、休漁ですとか漁法の改善といった

ようなところまで踏み込む必要があるのではないか、といったような認

識を持っているということであります。佐賀県さんにつきましては、今

後の議論を睨みながら検討をしていきたいということでありますけれど

も、先程も若干お話がありましたが、長崎県におきましては、ここに書

かれておりますように自由漁業であるところのはえ縄、一本釣り漁業等

でトラフグは漁獲されているということもありまして、努力量の管理が

非常に難しいといったことですとか、内海での各県のトラフグの漁獲実

態が把握出来ていないこと等によりまして、現在のところ資源回復計画

の取り組みは困難でありますといった意向をお持ちのようであります。

マチ類とトラフグについては以上でございますが、その他の６魚種に

つきまして、前回の意向から変わった部分をちょっとご紹介をさせてい

ただきます。

トラフグの下のアマダイについてでございますが、山口県の部分が前（ ）アマダイ

回は計画に取り上げる優先度は高いといったご意向でしたが、その後開

、 、催されました漁業者協議会での検討の結果 ここに書かれてありますが

基本的データ等が不足しているといったこともあって、次の検討対象と



したいということであります。

あと変化のあった部分は３枚目のキスでございますけれども、福岡県（ ）キス

におきまして、前回は漁獲量減少を実感しておりまして何らかの対応が

必要ですというようなご意向でしたが、ここに書いてありますとおり、

今言いました前回の事情につきましては変化はありませんけれども、競

合いたします漁業種類の漁業者間での調整が難しくなってきておるとい

う意向になっております。

それと、残されましたガザミ、ヒラメ、マダイ、ウルメイワシにつき

ましても、前回と同様一部網掛けをしている部分もございますが、全く

前回と変わっておりませんし、本日まで、特段各県から強い要望といっ

たものは私ども事務局の方には届いておりません。

以上が資料２－２の説明です。

さて、それでは今後九州西部会といたしまして、どういった優先度な『資料２－３』

り考え方を持って、今後検討を進めていったらいいのかということの説

明でございますが、資料２－３をご覧下さい。

前回の資料と様式が若干変わってございますけれども、前回のマーク

を付けた資料とほぼ同じような考え方で整理をさせていただきました。

これまでの説明の中で、既に私ども事務局としての考え方といいます

か、提案めいたものも話させていただきましたけれども、九州西部海域

におきまして、現時点の各県の意向を聞かせていただきましたとき、本

日のこの場でこの魚種といったものを資源回復計画の対象とすると、決

定するということにつきましては、関係する漁業者の同意が一部取れて

おりますけれども、完全に得られていない状況でありますことから、本

日は決定というところまでは行かないのかなと考えるわけであります。

従いまして、８魚種のうち優先度が高くて、今後の検討と十分な説明

を重ねていくならば、決定が出来ると思われますマチ類と、トラフグ、

この２魚種に絞って、なるべく早い時期に資源回復計画が策定できるよ

うに準備を進めていきたいという具合に考えております。

それでは、まず、この資料に沿いまして簡単にご説明をさせていただ（ ）マチ類

きますが、マチ類についてでありますけれども、先程来何度も同じよう

なことをお話ししておりますので、詳細については割愛させていただき

ますが、当該ブロックにおけます資源回復計画の最優先候補魚種といっ

た位置づけをさせていただきまして、今後、鹿児島県と沖縄県が中心と

なりまして、場合によりましては２県合同で漁業者協議会といったもの

を開催すること等によりまして、関係漁業者さんの同意を得られるよう

回復計画の策定に向けまして、慎重に対応しながらさらに検討を進めて

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。

またトラフグにつきましても、先程堀川部長から資源状況等につきま（ ）トラフグ

してご説明いただきましたが、資源的にもかなり落ち込んでいるのでは

ないかということでありますし、現時点で長崎県の漁業者の同意は得ら

れておりませんけれども、当面はここに書かれておりますように佐賀県

を含みます３県におきまして、漁業者協議会の場を設けていただくとい

うこと、それとこれにつきましても場合によっては合同で開催をすると

いった方法をとりまして、先程石原委員の方からご要望がありましたけ

れども、当然、そういった場合には長崎県の漁業者さんも交えた形で検



討させていただきたいというふうに考えております。同時に長崎県の漁

業者の方々の理解を得られるように、十分な説明と話し合いを継続して

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。

そういった意味でいいますと、○印になっておりますけれども、そう

いう意味合いからしますとトラフグについても◎ということで考えてい

ただいた方がよろしいのではないかと考えております。

また、その他６つの魚種につきましても、この資料に記載されており

ますように色々検討課題は残されておりますけれども、引き続き関係各

県におかれまして、継続をして検討を積み重ねていただければよろしい

かなというふうに考えております。

さらに、２枚目の欄外に書いてございますが、これはここにも書かれ

ておりますとおり、第２回の前回の部会の場で、８魚種の他にこういっ

た魚種もあるのでは、ということで提案されましたケンサキイカ、アオ

リイカ、イカナゴ、クルマエビ、シラス、キビナゴ、アサヒガニといっ

た７魚種につきましては、その後の要望といったものが私ども事務局に

届いておりませんことから、とりあえずは上記の８魚種を優先するとい

うことにさせていただきまして、当面の対象候補魚種から除外をさせて

いただきたいというふうに思います。

当然のことながら、その後の情勢の変化が生じた場合には、その限り

ではございませんので、再び候補魚種ということで取り組む可能性は残

されているということでございます。

それと資料２－３までの３つの資料の説明はこれで終わりましたので

すが、先程のマチ類の漁獲高のグラフといったものの説明を、簡単にさ

せていただきたいと思います。

先程も堀川部長の方から、沖縄県さんの資料を基にマチ類につきまし

て説明をしていただきましたので、若干重複をするかも知れませんがご

了承下さい。

「沖縄県のマチ類の漁獲高推移」という１枚ものの資料で説明いたし『参考資料』

ます。

マチ類というのは沖縄県の方言といいますか呼び名でございまして、

フエダイ科の仲間で２０数種類以上の魚種の総称のようでありまして、

沖縄県では底魚一本釣り漁業の重要な対象魚種となっております。

今回対象と考えておりますマチ類の中でも、特に重要と考えられます

ハマダイ、アオダイ、ヒメダイ、オオヒメといった２０数種類以上の中

から、この４つの種を想定しております。

沖縄県におきます漁獲量につきましては先程も説明をしていただきま

したが、昭和５５年、今から２２年前になりますが、２，１００トンご

ざいました。水揚げ高は２３億円と、その昭和５５年の数字をピークと

いたしまして、その後ずっと減少の一途を辿りまして、近年、１２年の

統計まで載っておりますが、漁獲量といたしまして近年では４００トン

といったところまで落ち込んでおります。

現在も漁獲量の減少に歯止めが掛かっておらないわけですけれども、

成長が遅い魚であるということで、過度の漁獲圧力が掛かりますと大き

なダメージを受けやすい性格を持っているようであります。

、４種の中でも特に高級魚といわれておりますハマダイにつきましては



成熟までに１３年かかるということでありまして、近年そのほとんどの

漁獲が未成熟魚の段階で獲られており、ハマダイにつきましては特に急

激に減少しているということであります。

従いましてマチ類の漁獲量の減少の要因といたしましては、例えば漁

具の性能の向上といったもの等によります漁獲圧力の増大といったもの

が考えられております。

また、今後具体的に資源回復措置等の検討にも入っていただくという

ことになろうかと思いますけれども、マチ類につきましては親魚の飼育

が困難なために種苗放流技術が現在のところ確立をされておりませんと

いったことですとか、かなり深場にいる魚ですので、深海性の魚といっ

たこともありまして、水圧の関係等もあると思うのですが、釣り上げた

段階で死んでしまうことなどにより、小型魚の再放流といった措置も出

来ない、難しいといったことですとか、釣り漁業でございますので、漁

獲サイズの選択といったものもあまり期待できないのではないか、等々

の問題点もありまして、産卵期の禁漁措置ですとか、ソネごとの休漁と

いったような回復措置といったものが考えられますけれども、今後の研

究が待たれているといったような部分もありまして、なかなか資源回復

を行うのにも難しい魚種であるということでございます。

最後の方で、若干悲観的なことをお話をして申し訳ございませんが、

以上をもちまして事務局からの説明を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。畔田部会長代理

漁業者協議会等が精力的に開催されて、８魚種の中から基本的には同

意の得られそうなマチ類と、トラフグに絞られてきたとのお話がありま

した。

今の事務局の説明につきまして、関係県から補足することがありまし

たらお願いしたいと存じます。

マチ類ですけれども、資料２－３のところの文章ですが、合同で漁業福 田 委 員

者協議会を開催すると書いてありますけれども、これは２県で行うとい

うことでしょうか。本来は九州西ブロック全体で考えるということでは

なかったのでしょうか。

とりあえずは、出初めは特に関係いたします鹿児島県さん、それと沖事 務 局

縄県さん、それと県外船で沖縄県の知事許可によりまして沖縄水域で操（石山計画官）

業されております、鹿児島県さんも含まれますが、長崎県さんと熊本県

さんも交えた形で漁業者協議会を開催していただきまして、それで関係

県を中心にどういった回復方策があるのだろうかというようなことを慎

重に検討して参りたいということの趣旨でございます。

鹿児島県の上村でございます。上 村 委 員

先程マチ類については石山資源管理官の方から詳細に、前段で説明が

なされたわけですけれども、私、昨年度の第２回の委員会ではマチ類に

ついての反対意見を述べたわけでございますけれども、その間、漁業者

がマチ類に対してどこに根っこがあるのか、そうした漁業実態の把握と



いうこと等で、九州漁業事務所の方からそれぞれ関係漁業に視察に出向

いていただいております。そういった内容等については先程石山資源管

理官が申し上げたとおりであるわけでございますけれども、漁業者自身

は資源管理については、資源の減少というのは身をもって十二分に把握

しておるわけでございますが、何せ鹿児島県の奄美、熊毛海区の漁業者

は高齢者でもございますし、また、零細な漁業者であるわけでもござい

ます。そして、また、零細な漁業形態でもございますし、資源回復の必

要性は十二分に理解はしているわけでございますけれども、その資源回

復の規制に伴う資源回復の中身の生態、或いはマチについての資源が乏

しいという状況下にもあるわけでございますし、また、今年度から県も

。水産試験場が漁獲の動向等の調査等にも当たることにもなっております

次年度以降については生態の調査等もデータが出来るだろうと期待もし

ておるわけでございます。そうした中で、やはり国におかれましても漁

業者自ら生活の場としての資源管理につきましては、やはり漁業者の意

思を十二分に尊重しながら、またその立場に立って先程来何回も繰り返

すようでございますけれども、奄美、熊毛の漁業者は零細で乏しい漁業

者でございますので、そうした漁業サイドの漁業者の立場に立って理解

を得るような資源回復計画の策定を慎重に検討していただきますように

お願いを申し上げたいと思います。以上です。

どうもありがとうございました。畔田部会長代理

他にございませんか。

マチ類が二重丸になっていますが、トラフグが二重丸でマチ類は一丸伊 野 波 委 員

ではないでしょうか。鹿児島県の上村さんも言われていますように、マ

チ類には基礎的データが十分でないということだと思います。マチ類と

一括りにしましたけれども、よく考えてみますと、ハマダイとアオダイ

は漁法も違うし棲み場もかなり違う。また、ハマダイの成熟年齢が１３

年であるということからすれば、その資源回復は、全面禁漁にしても気

の遠くなるような年数を要する。あれやこれやでマチ類は一丸ではない

でしょうか。また、我が漁業者の方にも、資源回復計画を進めた方がよ

、 、 、いとの考えの裏には それによって外国 台湾漁船の排除が容易となり

更に混獲が懸念されているまき網船の被害が避けられるのではないかと

いう安易な先走りの気持ちもあるわけです。早くて、１６年度のような

気がするのですが。

。 、 、 、事 務 局 はい 今 いろいろ話されました問題点等残されておりまして 実は

例えば、成熟まで１３年かかるので、いったい何年を目安に回復目標を（石山計画官）

立てたらいいんだろうかという話ですとか、あと、最初のマークについ

ては、一重丸、二重丸のマークにつきましては、あまり神経質になって

いただかない方がよろしいのかなと。事務局としての考え方といたしま

しては、その８魚種の中からマチ類とトラフグを重点的に、今後、資源

回復計画の作成に向けまして前進させていきたいという意味での、二重

丸ということでございますので、マーク付けにつきましてはあまり神経

質に考えていただかない方がよろしいのかなというふうに考えておりま



す。

それと、何年間を目途にということですとか、研究が進んでないとい

ったことにつきましては、実は、先程も事務所の中で、今日、お見えに

なっております管理課の佐藤室長ともそういった話をさせていただきま

したので、もしよろしければ私からよりも、佐藤室長の方からそういっ

た観点でのご説明をいただければありがたいかなと考えておりますが、

よろしいでしょうか。

資源回復計画を組み立てる際に、得られている資源に係る知見をどの佐 藤 室 長

程度評価するかというのは、非常に大きな問題になっております。それ

で、研究者の方からお聞きすると私の言っておるのは多少乱暴かも知れ

ませんが、資源に対する知見というのはある意味ではきりがない。それ

から、知見があるから規制を受け入れるか。確かに漁業者に対する説得

力は高まるんですが、知見があるからといっても、やはりそこには漁業

者の持っておる資源の不確実性への危惧を払拭することが実はできない

。 、 、わけです そういう中で 私どもとしては少なくとも漁獲量が分かって

ある程度の資源状況が分かっていれば、むしろ漁業者の取組意欲があれ

ば、その資源に対する具体的な行為を起こす、つまり、通常の状況の中

の調査から得られたデータから解析するんではなくて、ある程度思い切

ってそこに対して何らかの削減行為を行い、それを対象とした調査を行

うことで、いろんなデータが得られる。まさにそういう何らかの行為を

やって、そこに集中した調査を入れて、そこで知見を得て、計画の補正

をしていく必要があるんではないかなというふうに思います。

それで資源回復計画自体は、一定の理論立ての下、一定の行為をしま

すけれども、自然がそれに味方して卓越が入ってきたり、逆に加入に失

敗したりがございますので、必ずその内容は評価をして途中で見直して

いくという作業が絶対に必要です。だから私の方としては、いろんな資

源評価のレベルの違いは確かにあるんですが、やはり一番重要視して大

切にしたいのは、漁業者の取組への意欲です。経営上に取り返しのつか

ないような影響を与えない前提で、まず組み立てをしていくと。そこで

修正をかけていくと。そこで調査を濃厚にやっていくという形でやって

いけば、そこは多少情報が少なくても、それが計画の目的そのものにそ

ぐわなかったり、いわゆる全く無駄なことをやってしまったり、そうい

うことはないんではないか。むしろ、漁業者に非常に危機感がある中、

調査を１年、２年、３年と継続する。その調査をしている間に、とにか

く今の圧力を一旦止めるという合意があればいいんですが、実はその合

。 、意がない間においても資源は減少を続けるわけです よって調査の間に

操業をしないのなら、先程言いましたように、もう少し待ってもいいか

なと思いますが、何もしないで調査だけを継続していくということは、

早急に資源を何とかしないといけないと思う漁業者は、調査を待つ間に

も失望感がまた深まる。我が国の漁獲対象魚種は、外国に比べて物凄く

魚種が多いんです。もう何百とあります。ほとんど漁獲量しか分かって

いない。しかも先程言った不確実性がある。よって、地域にとって重要

な魚について知見が十分でなくとも、まず取り組んでいこうという形を

私どもは優先すべきではないか。得られている過去のデータの範囲の中



で資源回復の可能性を検討し、幸い資源回復計画の対象種になれば、国

の方から委託費で、優先的にそこの資源調査の強化をやっていこうとい

う方向を打ち出しています。私どもとしては、フィードバックをしなが

ら慎重に行く必要があるが、やはり取り組むべきことは早めに、その魚

にとってプラスになるであろうことをやっていく。その精度が足りなか

ったとか、もう少しで資源の減少が止まるとかいうことを追っかけても

やっていく。何らかの行為をやっていきながら考えていかないと、現状

をそのままにして、ただ、資源の評価の向上を計るということでは、若

干、どうかなというふうに思っています。全国の不十分な資源調査に関

する資源回復の取組ということについて、そういう提案をしながら関係

水試の人とか地域の人とかに、まずご協力を願って進めているところで

ございます。

トラフグの管理から考えますと、まさに今言われたとおりの方法しか清 水 委 員

ないのではないかと、実は私も思っております。どう考えたらいいのか

と悩んでおりましたけれども、何とか決断しなければならない時が来て

いるのではないか、というふうな気持ちで受け止めております。ただ、

漁業者の中にはまだ、山口県は賛成しておりますけれども、考え方があ

まく、自分勝手に考えているところがあります。自分たちの漁業がなん

とか延縄でやっていけるような形での管理を考えて下さいと、こういう

ような考え方を持っていると思うんです。それをどうするか。それを納

得させるような資源管理の方法があるのかどうか。これは福岡県の方か

らも漁業者の意見として出ておりますけれども、外国船との問題。特に

山口県は韓国水域に入りませんから、ですから外国漁船を入れないでく

ださい。特に延縄について入れないでください。こういうお願いをして

きたわけでありますけれども、やはりそういったことをこれからやりな

がらも、漁業者がここまで水揚げ高が落ちたらやらざるを得んなと、自

分たちのこの漁業種類を転換して、他の漁業で当分の間生き延びて行こ

うかというふうなことが出来るようなものがあればいいなというふうに

考えておりますけれども、当面、今の漁船を改造して他の漁業に転換し

。 、 、ていくのも難しいかなということもあります 先般 東京での会議でも

そういった処置について港湾工事のことなんかも出ましたけれども、そ

ういったものに従事するかな？という気持ちも実際あるわけです。従っ

て、資源管理の調査をしっかりやらなければなりませんけれども、今出

てきておる、今ここで報告されておりますように、山口県の唐戸魚市場

の水揚げ状況、まさにこのとおりです。私もその経営の中に加わってお

りますからよく承知しております。これだけ水揚げ高が落ちたら、１１

トンくらいで何隻が生活できるのだというふうなことになりますんで、

そこから弾いてそのことをパッと漁業者にぶつけていったら、必ず反対

ということが出てくるのではないかなと思います。その場合に何かを考

えておかなければならないかと。その何かが何であるかということは、

今、漠然としておるわけでありますけれども 「決断をすべきだ」とは思、

います。そういったことがあるということを申し上げておきたいと思い

ます。以上です。



どうもありがとうございました。畔田部会長代理

石原委員、何かございませんか。

先程は場違いな所でトラフグのことを話しましたが、説明を聞いてよ石 原 委 員

く分かりました。 ぜひ、３県が集まるときは長崎県もオブザーバーと

して参加させていただきたいと思います。お願いいたします。

それから、私、東京で会議があったとき申し上げたんですが、この資

源を回復するという問題は漁業調整とセットでやるべきだと。そうして

漁民に対して、将来に夢や希望を持たせなければ、なかなか難しいんじ

ゃないかと申し上げたんですが、当時の会長さんが資源を回復すること

だけでも困難なのに、これに漁業調整が入って富の配分の問題まで触れ

ると、とてもじゃないが先に進まないからといって、それ以上私が言う

のを差し控えたんですが、僕は資源に関わるときに、ぜひ一言申し上げ

ておかなければならんのは、私たちは漁業者の代表として、実際沖に出

て漁をやってて、現場主義者とでも申しますか、そういう立場でぜひ申

し上げなければならないと思うことではあるんですが、なんとなくこの

系統の一員として後ろめたさを感じてと申しますか、なんか発言できな

いでおるんですけれども、そのことは何かといいますと、漁業者の多く

が漁業秩序を守らない時代になっているんじゃないか、秩序が崩れてい

るんじゃないかという気が非常にします。例えば、光力の問題。あるい

は許可漁業で漁具の数の問題。全ての漁業にわたって、秩序が守られて

ないんじゃないのかと。だから資源は減るべくして減って行きつつある

のが現状じゃないかと。僕は現場の漁師としても、いろいろな漁業、こ

れは特定の漁業を言ってる訳じゃありません。

これはとんでもない話ですが、よく例に挙げて申し上げているのです

が、太平洋戦争が終わりました直後に、熊本県の検事さんが法律を守る

者がヤミのお米だとか、ヤミの食料を食って生きるわけにはいかないと

いって餓死なさった。これが新聞報道されたときに、日本国民全体が大

変なショックを受けた。自分たちみんながヤミを辞めたら、その食料が

正規のものとなってあの検事さんは死ななかったんじゃないかというこ

、 。 、とで 大変なショックを受けたことを私はよく思い出すんです それは

何を私が言おうとしているかというと、人間が究極の選択、本当に追い

込まれたときに秩序を守って倒産をするか。しかし、秩序を無視して生

。 、 。き残ろうとするのか 第２ 第３の検事はついに生まれなかったのです

そのことを思うと、今のこの漁業は本当に秩序が崩壊した。特に長崎

県は特に日中、日韓とで非常に厳しい関係が、いわゆる能率的な漁法、

高度な能率的漁法が国際関係上減った関係で、より沿岸に接近するとい

ういろいろの問題がありますが、いずれにしても今の漁業を何とかする

に当たって一番大切なことは秩序を回復することじゃないかと。具体的

に言いますときりがありませんから具体的には申しませんが、私はそう

いうふうに非常に感じるんです。

それをなくして、自然に増える方向によるためには私は再編成をする

必要がある。日本の漁業のあり方について沿岸漁業者も沖合漁業者も漁

業調整を起こして、夢や希望を持てるような状態を我々は語る必要があ

るのではないかということを、ひしひしと感じております。



今の石原委員のお話は、その他のところでお伺いしようと思っており畔田部会長代理

ましたが、ありがとうございました。

トラフグ、マチ類についていろんなご意見をお伺いしたわけですが、

鹿児島県さんの方からマチ類に関する漁業者は零細で高齢者ということ

で、その人たちが困らないような資源回復計画にしていただきたいとの

お話があったわけですが、そのへん、経済的な面から三木委員の方から

少し何かお話しいただけたらと思いますけれども。零細で、高齢な方達

の漁業を守りながら資源を回復していくっていうようなことを、三木委

員は海女さんのお仕事の調査等をしておられるので詳しいと思いますの

で。

マチ類の方に引きつけられているんですけれども。私、前に奄美のマ三 木 委 員

チ類の漁労地域をちょっと回らせていただいたことがあります。実際に

零細な、高齢化した漁業者の方々を見せていただきました。先程、沖縄

県の伊野波委員からご意見ありましたけれども、マチ類、主なものが４

種類あるということ、その中から１種類取り出して検討することも考え

られていらっしゃるということ、そのへんから取り組むということも、

可能性としては、第一歩としてはあるのではないかということをひとつ

感じて、委員として歩み寄りの方法としてぜひ、考えていただきたいな

と思いました。

第一点目なんですけれども、今、石原委員の方からありました、これ

はマチ類だけには限らないんですけれども、大きな再編成ということに

関して、私、申し上げたいんですけれども、これは沖合対沿岸というこ

とではなくて、沿岸に対してなんですけれども、再編成、夢と希望を与

える再編成というところで考えますと、まず一漁家、一正組合員という

形で、漁業者が多い中での平等配分、地域内での配分というのが行われ

てきたと思うんですけれども、そのへんをどう若い人たちが入るような

漁場利用の方法を考えるか、というところもこの資源回復の中でちょっ

と組み込んでいただければ、その夢と希望を持てるようなものが、ちょ

っとでも実現できるのではないかと思っております。具体的には頭にあ

るんですけれども、申し上げませんけれども、そういうほんとに大きな

国家的プロジェクトだと私も思っておりますので、その中にどう再編の

柱を入れ込むか、というのが問題だと思います。以上です。

どうもありがとうございました。畔田部会長代理

他に意見は。どうぞ。

昨日、大日本水産会の会合で、全国の会議をやったんですが。板 矢 委 員

温暖化の問題でですね、魚種が移動しているんじゃないかという話が

ありまして、瀬戸内海の方ではサワラが資源管理されていて、神津島の

方が、今あの辺でサゴシが大漁だということです。それから、能登半島

から来た組合長が、能登半島の沖でウミヘビがいて、ちょうど南方の海

のような感じがするということです。

だから、トラフグじゃないですけれども、今まで獲れていた海域で、



そういう魚種が、たぶん漁場の移動をはじめたんではないかという気が

せんでもないんですけれども、それは別といたしまして、さっき、山口

県の清水委員から出ましたように、福岡県の場合、もうすでに漁業者自

体がですね、その減船の話し合いもしておりますし、その後の対応もそ

れぞれ話し合ってございますので、やはりある程度早急に話し合いを持

たれまして、魚種の選定につきましては、決断していただきたいと要望

したいと思います。

どうもありがとうございました。畔田部会長代理

いろいろとまだお有りかも分かりませんが時間もありますので、いろ

いろな意見、ありがとうございました。

、 、九州西のような漁業の盛んで 対象魚種がものすごく多様なところで

関係各県が、県の方たちが一致して事に当たるというのは、大変難しい

状況にあるというようなことは、私も感じたわけですが、先程の事務局

からの説明並びに伊野波委員のご発言にもありましたが、マチ類に関し

ましては、前回の部会で鹿児島県より反対の意向が示されたものの、そ

の後、精力的な浜まわり等の努力のかいもあって、大幅に前進している

というのを感じました。関係漁業者の方々は高齢かつ零細であり、ほと

んどこのマチ類に依存している方が多いということですので、今後さら

にその方々の理解が得られるような対策を考えられないものか、十分に

検討を重ねて、意見の集約をお願いしたいと思います。

また、事務局の説明の中に気になる点として、トラフグにつきまして

も資源の水準がかなり落ち込んでいるようです。石部所長さんの挨拶に

ありましたが、瀬戸内海の委員会でも次期対象魚種としてトラフグがあ

がっておるということですので、連携して検討することが重要だと思い

ますし、長崎県におかれましても３県協議会の中にぜひ入っていただい

て、関係漁業者さんの理解をいただくための十分な協力、説明をしてい

ただきたいと思っております。

さらに他の対象魚種に対しましても、関係各県においては関係漁業者

の理解が得られるよう継続して検討をお願いいたします。

今日の結論なんですが、事務局におかれましては資源回復計画の早期

策定についてはさらなる検討、この場では対象魚種として盛り込むとい

うのではなくて、さらなる検討をお願いすることとしまして、マチ類と

トラフグ、この２魚種を資源回復計画の策定に向けた主な検討課題とし

てこの会議で了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。

会長、その前に２－３の中で、鹿児島県と沖縄県との合同会議を重ね上 村 委 員

て慎重な対応をするとの文言がございますが、そこらあたりを尊重して

このマチ類については、お願いいたしたいと思います。でないと、漁業

者の末端の方達は、漁業者会議そのものを二段三段飛び越えて、この会

議でもうすべてゴーサインが出たんじゃないか、という一つの誤解を招

く恐れが十分にあるわけです。それをもう一つ含んだ上で、お願いを申

し上げたいと思っております。

その辺、前段で出ておりましたように、零細で高齢な漁業者の方の理畔田部会長代理



解が得られるような方策を慎重に検討しながらやっていく。その上で、

２魚種に絞って、そういう知恵を出し合っていこうということで、事務

局に検討をお願いしたいと思っております。

そういうことで今日の会議、大きな結論として異議がないようでした

ら、そのようにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

今、マチ類、トラフグの件がありましたけれども、それ以外の魚種に福 田 委 員

ついてもちょっとよろしいでしょうか。

ガザミがありますけれども、有明海ではこのガザミというのがだいた

い６月頃に抱卵します。その後、ゾエア放出し、１ヶ月位の幼生期を経

て、稚ガニに育つわけですけれども、そういう抱卵したカニを、熊本県

の場合は６月いっぱい獲らないようにしていますけれども、こういうの

は、有明海に面した４県が協力してやれば、もっと効果が上がると思い

ます。私は、カニの幼生の方の研究もしておりますけれども、幼生の育

つ場所といいますか、そういうところがだいたい分かってきました。幼

生期沖合の育ち具合が、成体の個体群維持に大きく作用してきます。幼

生期沖合の育ち具合がいいと、稚ガニの定着も非常によいことになりま

す。ガザミの個体群変動は、幼生期の育ち具合により起こりますが、そ

の元となる抱卵メスを獲ってしまうとこれはどうしようもないことで、

１匹当たりだいたい２００万ぐらい持っていますので、これをまず保護

すれば、相当大きい資源の回復になると思うんです。ここでは△にして

ありますけれども、これを○にして、有明海の４県がもう少し共同して

話し合えば、この効果が上がると思います。そして、協力すればやれる

という面がありますので、これを○にあげていただければありがたいな

と思っております。

具体的な、積極的な知見をあげていただいてほんとにありがとうござ畔田部会長代理

います。

事務局の方、どうでしょうか。

ここに各県の意向にも書かれてございますけれども、確かに熊本県さ事 務 局

ん、積極的な意向の形となっておりますし、どうも、福岡県さん、佐賀（石山計画官）

県さんにつきましてもコメントがされておりますので、今のご意見を踏

まえまして、福岡県さん、佐賀県さん、長崎県さんにも今後、お話をさ

せていただきたいと思います。

先程も申し上げましたけれども、マークにつきましては、あまり神経

質になっていただく必要はないのかなというふうに考えております。ご

意見、十分に参考にさせていただきたいと思います。ありがとうござい

ます。

もう一つよろしいですか。福 田 委 員

それ以外に、例えばクルマエビとかシラスのことなんですけれども。

例えばシラスは、熊本不知火海では平成１１年に２，８９０トン獲れ

、 ， 、ていたのが 平成１３年には１ １６０トンと落ち込んでますけれども

明らかに獲りすぎという面があると予想されますが、こういうことを熊



本や鹿児島の方で話し合えば、獲りすぎているのを少し補正されれば、

、急激に獲ってしまうと急激に減ってしまうのは当たり前のことですから

そういうこととか。

それから、クルマエビも熊本の場合は、平成７年に２６３トンが平成

１２年に５４トンで、非常に落ち込んでおります。この落ち込みは非常

に大きいので、これも有明海では４県に関係します。４県で放流事業が

平成１５年からあると聞いておりますけれども、それでしたら資源管理

も含めてそれを考えて欲しいなと思うわけです。そうすると効果が上が

ると思います。放流だけすればいいということでもないと思いますけれ

ども、こういう面で、有明海という一つの内海ですけれども、ここの各

県がもう少し協力体制がとれればいいなと思っております。

、 、事 務 局 合わせてガザミと同じように各県に 他の３県にお話をいたしまして

別途ご報告させていただきたいと思います。（石山計画官）

、 、 、畔田部会長代理 特にないようでしたら この議題は終わりにいたしまして 議題の３

「その他」に移りたいと思います。

、 、事務局からは特にないとのことなんですが せっかくの機会ですので

何かありましたらぜひご意見等ありましたら。中尾課長もお見えになっ

ておりますのでぜひ、ご意見をお伺いしたいと思います。

非常にくどいようで申し訳ないのですが、先程の漁業調整の問題につ石 原 委 員

いて。

、 、私 長崎県の五島海区の漁業調整委員会の会長をいたしておりまして

ここの魚種の中の一番身近なのは、ブリ資源の問題でございます。先程

申しましたように、漁業制度改革があった。私はそのころは三浦漁協と

いう漁協であったわけですが。属に東洋一の漁場と言われたぐらい大型

定置がありました。だから漁期には連日、何千のブリが入った。それが

先程申しますように、５９年の長崎県の水産試験場の調査では３％ない

し、長崎県のところで５％。だからいわゆる資本漁業から、漁業が、資

源をやっているが故に経営収支を圧迫する時代が来た。その時に、資源

の関係で考えると、沿岸だ、漁協の支援だ、漁協の自営だとぐちゃぐち

ゃ言うなと、まき網の水揚げを入れねば、今までよりも資源としてはも

っと獲れてますよという、５９年頃はそういう時代だった。

ところが近年になってみれば、沿岸の大型定置もどうかしたらほとん

ど姿を見せなくなっているし、まき網もブリが獲れなくなった。ところ

がご承知のようにブリ資源というのは、世界中で、日本の沿海、ここに

しかブリといわれる魚種はいないと、こう言われております。これは本

、 。 、当かどうか僕はよく分かりませんが こう言われているんです そこで

五島海区で何を考えたか。この資源を復活させるために、まだ委員会指

示が出来る前の話ですが、男女群島、これは五島海区の中にあります。

、 。 、ここが 日本でも一番のブリの産卵場である この産卵場の男女群島に

漁協と共同経営であった大洋漁業が、五島海区ででも三浦漁協に次ぐ優

秀な定置漁場だったんですが、大洋の資本をもってしても、経営を継続

することはできなかった。それは何故か。男女群島の資源にブリが獲れ



、 。たときに 産卵に寄ったブリをまき網が毎晩のように漁獲していたから

しかし、五島海区だけの問題じゃない。この資源を回復するために五

島海区は立ち上がるべきだ。それは何か。あのブリの産卵する場所を、

まき網の漁獲を禁止するようにすべきである。それは、だけども許可を

既にもらっておる、いうなれば、まき網の側からすれば、これは、自分

たちの権利を侵されるような結果になるわけですし、それから、大臣許

可について、一海区で大臣許可の内容を変更することは出来ないという

、 。 、県の解釈もありまして ついにそのまま終わっているんです ですけど

ブリ資源は日本全体のブリは、非常な減少傾向にある時に、何故、資源

回復計画をやらなければならないかといえば、獲りすぎたから資源が減

った。その獲りすぎたのは、何が獲りすぎたのか。そういう問題に対す

る規制をすることによって、いち早く回復することは可能であるのでは

ないか。しかしそれは、先程から申しますように、漁業調整の問題であ

、 。 、って 一海区では力の及ばないことである それなら五島海区としては

海区としての思いは断念するが、ぜひそのことで、日本全体のブリ資源

を回復するように努力して欲しいというのが、長崎県の多くの漁民の願

いでもあるわけなんです。

私、先程申しますとおり、それを受けて、最初の委員会でしたか、東

京の委員会で、漁業調整をやるべきだと申し上げたんですけれども、富

の配分を含めて、今の資源回復計画と両方一緒にやるというのはとても

じゃないけど先に進まないということもあって、議論はしないですけれ

ども、近い将来の問題として、ブリは一つの例として申し上げたんです

が、漁業調整によってもっと効果を上げることが可能であると私は思っ

。 。ております ですからいつかの時期にこのことも検討していただきたい

ただ、五島海区では産卵場である男女群島だけに網をかぶせてでも、

沿岸３マイル離れればまき網は来れる。そうすると反対に、沿岸にまき

網が接近してブリの時期にやられると、沿岸はなおさら辛くなるだろう

というような、非常にそういう矛盾も抱えておる。それは一海区で問題

を論議しているからであって、大臣許可をいわゆる国がすること、全体

を考慮して考えたならば、いち早く解決のつく問題だと私はこのように

考えております。しかし、これは、まき網のことにしょっちゅう触れる

ようですけれども、まき網は食料産業としてはどうしても残していかな

ければならない漁業であるというふうに、我々はそういう理解の仕方を

しての論議なんです。だから、規制を加えるということは、経営体であ

る以上、いわゆる経営を揺さぶることになる。経営が難しくなる。だか

ら、それをどうするかということになれば、やはりこれは予算がいる。

結局、沿岸から仮にまき網を離すとするならば、今でさえも経営が難し

いのに、経営が難しくなるだろう。しかし、食料産業としては存続が必

要である。それなら経営を支えていくために何があるか。それはやはり

予算を組むことである。私はそのように考えております。ですから行政

のことは分からない私が、この前も大変失礼なことを申し上げたんです

が、水産予算全体を見たときに一体、漁港に対する予算はどれくらいあ

るのか。漁港に対しては、今、野党あたりは何を言っているか。港が出

来上がってみれば、釣り堀だけが残ってたなんていうのは、そんな国会

の論議もあるくらい。だからこの際、行政が縦割りでやってるこの予算



を、行政の都合で予算を組むんでなくて、漁業者の都合で予算を組むな

らば、まだまだ資源を増やすために予算を付けることは可能であると、

私はそういうふうに、大変失礼ですが、そう思っております。

それから先ほど共同操業のことを申し上げましたけれども、この前の

委員会で、今年度の予算の中に取締りでしたか、一番末でした。これは

、 、予算要求で決まったわけではないから 決まったわけではないけれども

取締りの予算を、金額は忘れましたけれども、アフガニスタンの大統領

、 、が射殺されたときに ともかく秩序というのは何にとっても基礎になる

その上に積み重ねが必要となるのだからというニュースが流れておりま

したけれども、日本の漁業にとって秩序を取り戻すことは非常に大切な

課題だと思っております。そのことも一つ念頭に置いていただきたい。

以上です。

石原委員が申し上げられましたので、あんまり言えないんですけれど板 矢 委 員

も。

昨日、元長官の佐野会長の話で、やはり大きな大漁業があって、水産

庁の存在価値があるような意味のことを話されましたんで分かったんで

すけれども、今年、許可の切り替えで、沿岸の漁業者が沖底とまき網の

件につきまして、水産庁に陳情を申し上げました。漁業者代表の方がお

られまして、失礼かと思いますけれども、今出ました漁業秩序の問題、

このことにつきまして、この前からうちの漁船が沖底の操業状況を、挙

動を見つけまして、これはもう県の方にも連絡しておると思いますけれ

ども、船名も分かっておりますし、場所も分かっております。それで、

網を張った場所は、もうすでに共同漁業権内の近くです。それから、禁

止区域の沖合に引き上げておる。その禁止区域の中で、もうすでに投網

して、そういう現状をはっきり見ております。

やはり、水産庁に何回も陳情しても出来なかったんですけど、大きな

、 、漁業を沿岸の漁業者の一番大事な漁場で 生活の糧にしております所で

秩序を守っていただきますように、この場を借りまして、お願いを申し

上げておきます。

それから、水産庁九州漁調の取締船も凪の時だけじゃなくして、県で

も一緒ですけれども、そういうふうな違反が発生するのは、だいたい大

きな波のところで沿岸漁船が出漁しないような時です。たまたま、沖ノ

島に漁船がおって、今の漁船はレーダー、ソナー、いろんな装置を持っ

ておりますので、位置も全部正確に確認が出来ますので、そういう便利

のいいものを持っておりますので、水産庁の取締りもよろしくお願いい

たします。

いろいろ多岐にわたるご意見等いただきましたが、まず、これまでの中尾管理課長

我々の施策の取組、もう一度そのおさらい的なところから申しますと、

石原さんがおっしゃるように、漁獲量がどうであるか、漁獲努力量の問

題というのがあって、実は平成９年からＴＡＣ制度を実施しており、そ

のＴＡＣというのは漁獲量だけを抑える制度ということで、ある意味非

常に単純な枠組みになってるわけです。どういう漁法でどんな魚を、例

えばどういう年齢の魚を獲るかというふうなことではなくて、例えばサ



ンマであれば、全部で３１万トンというふうな数字だけを決めるという

手法でやってきたわけですけども、やはり、その数字を獲るために漁獲

努力量がどんどん大きくなっていくということは、資源に対する圧力が

大きくなる。あるいは、小さいものを獲っていけば、やはり資源に対し

て圧力が大きくなるということで、今回、資源回復計画というのを昨年

度からスタートさせたというのは、単に量を抑えるということではなく

て、どういう資源管理の仕方をしていくのか、それから漁獲努力量につ

いても、ＴＡＥという形でキャッピングをしていくということで、今、

実は我々がこの委員会にもお願いして進めようとしているのは、その資

源管理の仕方をよりきめ細かくやっていこうというところで、冒頭申し

ましたように、今までに３計画を作ったという状況でございます。

それで、実は資源回復計画の策定というのは、１３年度から始まって

１４、１５、１６と４年の間やるということで、今年度、２年度目に当

たっておるわけでございますけれども、まずはこの資源回復計画の取組

で、どこまで行けるのかということを、やはり実践していくという段階

にございます。

他方、冒頭の挨拶でも申し上げましたように、今年の３月に水産基本

計画というものを作りまして、そのなかで自給率の目標というのを立て

ました。実はその時に沿岸漁業の構造展望というようなものも併せて示

したんですが、基本計画に示された国内生産量をどうやって達成してい

くのかというところについて言えば、まだ具体的な、こういう形でやっ

ていくのだというところは、まだ出来ておらないわけです。これについ

ては実は水産庁内で、中に検討のためのチームを設けまして、幾つかあ

るんですが、そのなかで、漁業のあり方というふうな非常に大きなテー

マも含めまして、検討をしております。それで、いわゆる配分論の問題

というふうなことも、昨年の会議でも確かに問題提起をされております

し、他の会議の場でもそういう話がございます。それとこれ、非常に大

きい問題だと思います。その配分論というのは、どの漁業とどの漁業と

いう配分もさることながら、それぞれの個別の漁業においては、経営の

問題というものがやはり出て参ります。先程そのマチ類の議論のなかで

も出て参りましたように、経営というものを維持しながら、どのように

、将来的な資源回復を図っていくかということにも係ってくる問題なので

大変難しいテーマなんだろうと思います。それで実は資源回復計画、先

程申しましたように、策定年度は１６年度まで、でももちろんその実施

は１７年度以降もあるわけですけれども、この庁内での検討のなかで、

私の課が中心になりまして、資源管理のあり方といいますのは、ＴＡＣ

を作り、それから資源回復計画に今、取組むということをやっておるわ

けですけれども、１７年度以降はじゃあどんなふうにやっていくのかと

いうふうなことも、これからやはりテーマになって参ります。それで、

石原委員のおっしゃるように、今回資源回復計画の中で予算措置を、支

援措置をつけたわけですけれども、やはり水産庁の予算の中で、どんな

ふうにその資源回復に取り組んでいけばいいのかということに、少し先

を見据えた検討というものがいるだろうと思っておりまして、この検討

のなかで私の問題としては、配分論の議論。それから、単に量を獲るの

みならず、漁業経営との関係といったことも視野に入れて検討を進めて



いく必要があるのではないか、というふうな問題提起を実は内部的には

しております。すぐに結論の出る話ではないので、そういう問題提起に

ついては水産庁として、今後検討のなかで取組をさせていただきたいと

いうふうに思っております。

それから取締りの問題で予算的なものもありますが、大変財政事情が

、 、厳しいということのなかで 水産庁の取締り関係の取組につきましては

毎年毎年の予算要求のなかで、僅かずつではありますけれども、取締り

関係予算の充実を図るよう努力をしてきております。１５年度の予算に

つきましても、取締りの予算については同額の要求をしておりまして、

財政当局との間で非常に厳しく言われておりますけれども、予算的な拡

充を図っていきたいというふうに考えております。また、いわゆるいろ

んな違反問題、いろんな面で法令を遵守しない、というふうなことにつ

いての社会的な批判が高いのでございます。実際にその違反に対する行

政処分のあり方でありますとか、改善措置をどうするかというようなこ

とについても、いわゆるそのなあなあな形というようなことでやれると

いうようなことでは、そういう時代ではありませんので、法令の遵守と

いうことにつきましてはきちんと取組をしていきたいと、これは取締り

なりあるいは許認可、行政処分といったことのなかで取組をしていきた

いと考えておりますが、他方、石原さんがいみじくもおっしゃったよう

に、全部守っていけば、経営ができなくなるというふうなことにならな

いように、やはり今後の漁業の将来展望というものをきちんと考えてい

くということが必要であると思います。

お答えになったかどうか分かりませんけれども、この場で各委員の方

々から提案いただいたことにつきましては、我々、漁業者の方々の声と

いうことで受け止め、今後の政策展開に反映させていきたいと思ってお

ります。

すいません、一つだけ気になったことがございますのでお答えしてお石 部 所 長

きます。

水産庁の取締船は凪の時だけではなくて、時化の時でも取締りをしろ

ということでございますが、少なくともうちの取締船につきましては、

操業船が操業できるぐらいであれば、少なくとも動いておりますので。

例えば韓国とか、日本のは別として、韓国の違反が一番多い時期という

のは確かに時化の多い時なんです。それでその時化の時に入ってくるん

です。そういう時に入って来ないように、少なくとも韓国の操業船が操

業できるような時は、ちゃんと取締りをやっておるということをご理解

いただきたいと思います。

うちの九州事務所の取締船につきましては、陸に着けるなということ

で、夜も昼も待機中というか流していて、すぐにでも出られるように、

取締りできるようにしているわけです。従いまして、もし具体的にいろ

んな問題が出た場合には、ぜひお知らせをいただければ、すぐ動けるよ

うな状態になっておりますので。一つの例としては、山口県の延縄船か

らも、いろいろ言ってくるわけですけれども、例えば韓国の底引きがど

うのこうのと。そういう時には、できる限り船をすぐにまわすというこ

とをやっておりますので、具体的にいろんなことがございましたら、ぜ



ひ、ご一報いただければありがたいと思います。当事務所としては、今

後とも取締りについては、きちんとやっていきたいと思いますので協力

方よろしくお願いをしたいと思います。

どうもありがとうございました。畔田部会長代理

資源回復計画が平成１６年度までに５０件ほどということですが、こ福 田 委 員

れは努力目標ですか。

今までの話の推移をずっとみていくと、いろんな会議に出ております

けれども、ある程度何年くらいか押さえないと、平成１６年までに５０

件いくのかなと私個人的に思うんですけれども。

一応、５０魚種です。佐 藤 室 長

今のところ、一つの計画で特に底魚関係というのは、一つだけ取り出

してやるということではなくて、いくつかやったりしますので、一つの

計画で四つ入ったりするのもあります。ということですので、半分とい

たしましても２５計画。ただ先程、課長の方からご説明した中にもあり

ましたように、要するに条件の整ったものからやるということにしてお

ります。ただ、どういう魚種が挙がってくるかどうか全く分からないと

いうことでは、財政上の準備等との関係があり、適当でありません。と

りあえず５０を選んだ理由というのは、足かけ３年ぐらい前からいろい

ろと研究所の人とか水試の人と意見交換しながら、一応これはやはりど

うかなと挙がったものについて、一旦私の方で判断しており、変更の場

合もあります。そういうことでございます。一応の努力目標です。

すいません。石 原 委 員

先程の水産庁の取締船の件で、これは取締りの計画段階ではおそらく

極秘の問題だと思いますが、終わった後のいわゆる情報公開をやるとき

に、取締船が１年間どのような行動をしたかということの資料は頂戴で

きるんでしょうか。

聞いてきていただければ対応いたしますが、情報公開についてはちょ石 部 所 長

っと確認する必要があります。

漁協に情報は来てます。絶えず写真入りでＦＡＸが流れて来てます。清 水 委 員

漁調から流れてないものはないです。確かにこのごろよく取り締まって

もらっております。常におりますから、所長が言われましたが、そうい

うことがあったらすぐに通報してください、それにすぐに対応して、こ

うしました、こう検挙しました、というのがすぐ流れてきます。

１０年ぐらい前の話ですから、今言われても困ると思いますが 「経営石 原 委 員 、

特質」という水産関係の本がありますけれども、あの本のなかに、あれ

から問題提起したんです。水産庁の船は、ここ何年来、一艘も違反船を

捕まえたことが無いというのが出たんです。それは国会でも問題になり

ました。これ各県にも、例えば長崎県には取締船が五艘です。



私は資源の問題以外は普通は楽観主義者なんですが、こと資源に関し

ては非常に悲観的なんです。それはどういうことかといいますと最初に

申しましたように、漁業が秩序を失っておる。それに今、加勢をしてお

るのは何かといったらそれは暴力団です。だから海の上は正に「仁義な

き戦い」です。なぜ暴力団が関与してくるかというと、自分たちの海は

自分たちで守ろうと思って、そういう能率漁法で違法操業をするのを地

元の漁民が防げないのは、この違法をやってる船をガードするのが暴力

団。そこまで落ちている。だから海の全体がそうだとは申しませんけれ

ども、私がその事情に入って発言しづらいと申し上げたのは、そういう

漁民の状況が、壊滅的な状況だというのが私自身、言いづらいことなん

。 、 。です 仮に暴力団と一緒になって やるのは共同運動じゃないですから

そのことは根絶やしにしないというと、秩序が保たれない上に、何を秩

序としてもだめだと。だから私、非常にこの資源問題については悲観論

。 。なんです だから水産庁も資源だけでやろうと思っても出来るわけない

問題は、本来ならば系統が立ち上がるべきで、系統運動の問題だと私は

そう思っています。

、 、 、 、しかし 漁協が堕落し 仮の話 全部が全部じゃありませんけれども

だから、組合員自身がそういう秩序を守らなくなったことについては、

第一義的には共同運動の問題だと思っております。しかし、そういう共

同運動だけではどうにもならないアウトローを、水産庁、あるいは県の

取締船で対応して欲しい。そして秩序の回復を図っていかなければ、資

源回復とはいっても、正に資源が減っていくという方向で突き進むんで

はないかというふうな感じを持っております。

取締りの航海をした後は、各監督官が報告書を全部作っておるんです中尾管理課長

が、これは、どういう船を見たとか、立ち入り検査をしたとか、そうい

うことが載ってて、個別の漁業者の情報が入っていますので、それ自体

はそのような形で公開するということは難しいのではないかと思ってお

りますが、取締り状況の全体像、個別の案件ではなくて、何件ぐらい検

挙しただとか、立ち入り検査の件数は何件であるとか、そういったこと

につきましては、こういう資料が欲しいということであれば、我々の用

意できるものであれば、提供したいと思います。全文をそのままという

のはやはり、若干支障があろうかと思っております。

さっきの一言ですが、すでに申しましたように、協同組合がかつての石 原 委 員

協同組合では無くなってきている。そうしますと、漁民の年齢構成もだ

いたい６０歳が過半数です。漁協によって違いますけど。あと１０年す

れば６０歳の過半数は７０歳になる。おそらく漁民の数は１０年を待た

ずして、今のような資源量だったら半数以下になるだろう。そしてそう

なれば、今、協同組合は合併することによって協同組合の経営を支えて

いるんです。しかし片や不利な立場にあり、そういう協同組合に疑問を

感じて、協同組合員の組合離れが起こりつつある。そうすると、協同組

合がつぶれると漁村経済がつぶれるということです。だから私たちは、

あんまり悠長なことを言ってはおれない。僕はそう思っております。漁

村の実態を知るものとして。あんまり悠長なことは言ってはおれない。



ここ４、５年が勝負だと僕は正直そう思います。

今日はたくさんいろんな率直なご意見を言っていただきました。私、畔田部会長代理

初めて進行係を努めて、お聞き苦しかったかと思います。水産庁の方も

誠心誠意答えていただきありがとうございます。

資源回復計画なんですけれども、先程もおっしゃったとおり、水産業

は自然相手の産業ですから、自動車とかテレビを作ったりするのとは違

、 、って 試験研究があって技術開発があって事業が成り立つというように

きれいにはいかないんです。その辺は作業要領なんかを見てても分かる

んですけれども、行政が先導して出来上がったというところもございま

すし、その辺、こういう資源回復計画と基礎研究と平行してやって行か

ざるを得ない面もあります。それにしても、やはりもう少しマチ類に関

する基礎研究といいますか、基礎知識については事務局の方にもう少し

集めていただいて、有効な手段を見つけるということに繋げていくべき

だと思います。

今日、たくさんおいでいただいてありがとうございました。これで、

九州西部会は閉会といたしたいと思います。委員各位、それからご臨席

の皆さんにおかれましては、長時間にわたり、貴重なご意見をいただき

ありがとうございました。

議事録署名人に関しましては、後日事務局から議事録が送付されると

思いますので、署名方よろしくお願いいたします。

以上をもちまして、第３回日本海・九州西広域漁業調整委員会九州西

部会を閉会させていただきます。

どうもありがとうございました。


