
 

 

 

 

 

 

 

 

第１回日本海・九州西広域漁業調整委員会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１３年１０月１５日 

水産庁資源管理部管理課               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１、開催日時 

  平成１３年１０月１５日（月）午後２時～ 

 

２、開催場所 

  霞ヶ関東京會舘（ゴールドスタールーム） 

 

３、出席者氏名（出席委員） 

    中村東伍／西崎義三／谷村政明／齋藤辰男／當摩栄一／大黒信吉／橋本志朗 

   平野利男／佐々木新一郎／吉岡修一／生越日出夫／屋田孝治／清水栄太郎 

   板矢 純／渡邉松吉／石原 亨／福田  靖／上村貞己／伊野波盛仁／和田耕

治 

   本川廣義 ／濵田素司／風無成一／冨田重基／三門良一／宮本光矩／畔田正格 

    石川賢廣／三木奈都子 

    

    （水産庁出席者） 

 

   大石修宗    〃 資源管理部沿岸沖合課課長 

    末永芳美    〃 増殖推進部漁場資源課課長 

    高島  泉    〃 漁政部水産経営課課長 

    中尾昭弘    〃 資源管理部管理課課長 

    佐藤力生    〃 資源管理部管理課漁業管理推進官 

    羽鳥達也    〃 資源管理部管理課管理型漁業推進班課長補佐 

    大隈  篤    〃 資源管理部管理課企画班課長補佐 

    取香諭司    〃 資源管理部管理課ＴＡＣ班課長補佐 

    寺谷志保    〃 資源管理部管理課企画班企画調整係長 

    熊谷  徹    〃 資源管理部沿岸沖合課沿岸調整班課長補佐 

    氏家武士    〃 資源管理部沿岸沖合課漁業調整官   

    宇津勝弘    〃 資源管理部沿岸沖合課まき網班経営指導係長 

    竹葉有記    〃 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班課長補佐 

    楠富寿夫    〃 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班調査企画係長 

    藤井富美雄  〃 漁政部水産経営課経営改善班課長補佐 

 

４、議題 

（１）会長及び代理する者の互選について 

    （２）協議事項 

       １）委員会事務規程について 

       ２）資源回復計画について 

    （３）その他  

 

       

 



 

        

議 事 内 容 

 

開 会 

 

○中尾管理課長  

  それでは定刻となりましたので、ただいまから第１回日本海・九州西広域漁業調

整委員会を開催させていただきます。 

  委員の皆様、また各都道府県、水産団体の来賓の方々におかれましては、大変お

忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。 

  御承知のとおり、本委員会は、さきの通常国会の審議を経て、10 月１日付けで一

部改正が行われました漁業法の第 110 条第１項に基づき、発足をいたしました。今

後、日本海・九州西海域における、資源回復計画を初めとする資源管理に係る問題

と、それに付随する漁業調整等について審議していただくことになります。 

  ちなみに本日は、会長の互選や委員会の事務規程の制定等、委員会の枠組みに関

することや、資源回復計画に関することを議題とさせていただいておりますが、本

日、全委員の御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 条に基づき、本委員会は成立していることを御報告いたします。 

  また申しおくれましたが、本日は委員会発足後初めての会合でございますので、

会長がまだ決定されておりません。会長が皆様から互選されますまでの間、私、管

理課長の中尾でございますが、進行役を務めさせていただきます。よろしく御協力

をお願いいたします。 

 

水産庁長官あいさつ 

 

○中尾管理課長  

  それではまず会議に先立ちまして、水産庁からごあいさつを申し上げますが、本

日、長官出張中のため、次長からあいさつを申し上げます。 

  よろしくお願いいたします。 

○川本次長  

  御紹介いただきました次長の川本でございます。きょうは長官が国際会議に出席

してございます。長官のあいさつを代読させていただきます。 

 

  本日、第１回日本海・九州西広域漁業調整委員会が開催されるにあたり、一言ご

挨拶申し上げます。 

  さて、委員各位におかれましては、この度、御多忙にもかかわらず本委員会の委

員へ御就任いただき、厚く御礼申し上げます。 

  御承知のとおり、水産庁は一昨年 12 月に水産基本政策大綱を公表して水産施策

全般の改革に乗り出し、広く関係者や国民全般の議論を経た後に、水産基本法及び

関連法の改正が本年６月の通常国会において成立したところであります。今後、こ

 



 

れらに基づき新たな水産施策を展開していくことになるわけですが、水産庁として

も新水産政策を推進する本部を設置し、組織一丸となって具体的な施策の推進に努

めていくことにしております。新水産政策の眼目の一つとして本日、日本海・九州

西広域漁業調整委員会が発足しました。本委員会は日本海・九州西海域を管轄範囲

とし、複数の都道府県にまたがる水産資源の管理や漁業調整上の問題を取り扱う機

関であり、水産基本政策大綱の具体的な施策としての資源回復計画の検討を進めて

いく機関でもあります。我が国水産史上画期的な意義を持つものとして、その実施

に関して全国から注目を浴びています。ここに日本海・九州西海域における資源管

理とそれにかかる漁業調整の画期的な第一歩を踏み出すことになったわけです。今

後の資源回復計画の成否はこれを推進すべき本委員会にかかっており、委員各位の

責任は嫌が上にも重く、心より最大の敬意を払うとともに、ご活躍を期待するとこ

ろであります。本委員会がその役割を十分に果たすことが、資源の管理のみならず

今後の水産業全般の発展に繋がるものと考えます。 

  資源回復計画は国民全体の共有財産ともいえる水産資源の回復を図り、水産業の

産業としての再生と水産食糧の安定供給を追求するものであり、この実行は容易な

らざるものがありますが、国としても計画の実施を支援するための関係予算の確保

や、水産業協同組合法、漁業再建整備特別措置法等の関連法令の改正に鋭意取り組

んでいるところであり、これに加えて地方公共団体、漁協団体それぞれがその果た

すべき役割を自覚し、一致団結して取り組むことが最も必要と考えております。 

  当海域における資源管理は、ハタハタ、ズワイガニなど全国的に知られ、先進的

な取組みが行われてきた事例がある一方、外国との間で 200 海里を接する地理的特

徴を有する海域であり、また、国内の関連漁業者間で困難な調整問題を抱えるなど、

資源管理を進めるに当たって、克服していかなければならない課題も山積しており

ます。 

  本委員会の構成は、各道府県海区漁業調整委員会から互選された委員と大臣選任

の漁業者代表委員及び学識経験者から構成されておりますが、以上触れました諸問

題を抱える中、日本海・九州西海域の資源管理の在り方及びそれにかかる漁業調整

等を取り扱っていく本委員会には、全般的な考慮と公正な立場の堅持が求められま

すので、この点につき委員会各位の格別のご配慮をお願いいたしますとともに、本

委員会での審議が水産基本法の理念に基づき、関係者のみならず広く国民全般の理

解と信頼を得ることとなりますよう切に期待しております。 

  最後になりましたが、本日のお集まりの皆様のご健康と今後のご活躍を祈念いた

しまして、挨拶とさせていただきます。 

平成 13 年 10 月 15 日 

水産庁長官 渡辺好明 

 

  代読。 

○中尾管理課長  

  どうもありがとうございました。 

 

 



 

資料確認 

 

○中尾管理課長  

  引き続き委員会の議事に入りたいと思いますけれども、まずお配りしております

資料の確認をお願いいたします。 

○大隈管理課課長補佐  

  事務局担当の方から資料の確認をさせていただきます。 

まず「座席表」がお配りしてあるかと思います。１枚のものです。それから本日の

「第１回日本海・九州西広域漁業調整委員会の議事次第」、１枚物です。それから

２枚目、本日の御出席者の「名簿」がございます。それから「日本海・九州西広域

漁業調整委員会の委員名簿」、１枚物でございます。 

  そして「広域漁業調整委員会の概略」ということで、後ろの方に法律抜粋も含め

た５枚物の紙があると思います。その後に「日本海・九州西広域漁業調整委員会事

務規程（案）」、４枚紙のものがございます。それからこれは事務規程に続いての

ものなんですけれども、日本海北部会、それから九州西部会の「委員名簿（案）」

といったもので添付させていただいております。 

  それから「資源回復計画制度の概要」、これは４枚物でございます。それから最

後ですけれども、「資源回復計画の対象とする魚種の考え方」ということで、２枚

物の紙がつけてございます。資料につきましては以上でございます。 

○中尾管理課長  

  今、御説明いたしました資料は、皆さんおそろいでしょうか。よろしゅうござい

ますか。 

 

委員の紹介 

 

○中尾管理課長  

  それでは続きまして、本日は初会合ということでございますので、資料としてお

配りしております名簿に沿いまして、各委員を御紹介いたします。委員の皆様にお

かれましても、何か一言ずつあいさつをお願いしたいと思います。 

  まず海区漁業調整委員会の互選委員であります、中村委員でございます。 

○中村委員  

  北海道の中村でございます。この大事な会議に初めて出席させていただきまし

て、また、本日が最初の会議であるということを聞きまして、これから皆さんにお

力添えをいただきながら、調和のとれた会議を開いてまいりたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○西崎委員  

  青森県の西崎でございます。大変微力ではありますが、この会議の意に沿った内

容について、精いっぱい頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○谷村委員  

  秋田県の谷村でございます。私、こういう大きい会議に出席するのは始めてであ

 



 

りますが、これからの漁業管理について大変な話ばかりだろうと思いますし、特に

私どもはハタハタをやった経緯からしまして、資源管理ということはもうただの言

葉ではあらわせない、こういうふうな感じを持っておりますので、よろしくお願い

したいと思っています。 

○齋藤委員  

  山形県の齋藤です。委員会の趣旨にのっとりまして、目的達成のために皆さんと

ともに努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○當摩委員  

  新潟県の當摩でございます。去る６月２８日の総会において、新潟県漁業協同組

合連合会会長という大役を仰せつかったものでございます。まだ駆け出しでござい

ますが、どうぞ皆さん方の御指導をよろしくお願いいたします。 

○大黒委員  

  富山県の大黒と申します。これはもう待ったなしに実行に移していかなければな

らない問題だろうというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○橋本委員  

  石川の橋本でございます。底びき網漁業を営んでおります。浜では大変な苦労を

しながら、日々努めているところでございます。今後とも皆様方の御指導のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○平野委員  

  福井県の平野でございます。何もわかりませんが、よろしくお願いをいたします。 

○佐々木委員  

  京都の佐々木でございます。こういう会議は初めてでございまして、何もわかり

ませんが、よろしく御指導をいただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げ

ます。 

○吉岡委員  

  兵庫県の吉岡でございます。兵庫県におきましては、日本海側と瀬戸内海と２つ

の調整委員会があるわけでございます。私は日本海側の但馬海区漁業調整委員会の

会長をさせていただいているわけでございまして、この趣旨にございます資源回復

計画等につきましては、特に全底の副会長も仰せつかっているわけでございます。

今後やはりこうした資源の問題につきましては、当然、重要な関心もございますの

で、努力していきたい、このように考えておりますので、よろしくお願いしたいと

思うわけでございます。 

○生越委員  

  鳥取の生越と申します。網代漁協組合の会長をしておりますけれども、加えて鳥

取県沖合底びき協会の会長も先日から務めさせていただいております。現職は漁師

でございましたが、その辺も含めて資源管理に協力していけたらと思いますので、

よろしくお願いします。 

○屋田委員  

  島根県の屋田でございます。島根県は竹島を有しておりまして、この２０年間、

 



 

韓国漁船とのトラブル等に巻き込まれて、非常に苦労してきたところでございま

す。やっとＥＥＺができまして、何とか最近漁業秩序の方は保たれてまいりましが、

資源の方ということになりますと、非常に荒廃してきているわけでございます。そ

の辺の資源回復というものは非常に重要な問題だと認識をしておりますので、よろ

しくお願いをいたします。 

○清水委員  

  山口県の清水でございます。この４月に広域合併をいたしまして、山口はぎ漁協

の組合長に就任いたしました。日本海海区漁業調整委員会会長も務めております。 

  我々のところは、昨年・一昨年と、中国のまき網船を２００海里内に入れないよ

うにという運動をいたしました結果、全国の同志の皆様の御支援によりまして、特

に水産庁の多大なるお骨折りによりまして、そのことが実現いたしました。大変う

れしく思っております。この場をおかりいたしまして、厚く御礼を申し上げます。

今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

○板矢委員  

  福岡県の板矢でございます。漁業協同組合に長く勤めさせていただいておりまし

たけれども、昨年、漁業調整委員に知事の指名を受けまして就任し、ことしの９月

にこの広域調整委員会に推薦をされました。 

  福岡県の沖合は、韓国と沖ノ島の玄海灘を中心とした、非常に立派な漁場でござ

いますけれども、資源の減少によりまして、組合員の生活が非常に苦しくなってお

ります。何とかしなければと思いながら考えておりました矢先に、こういう資源回

復の問題が出てきましたことを非常に喜ばしく思っておりますので、今後ともよろ

しくお願いします。 

○渡邉委員  

  佐賀県の渡邉でございます。実は佐賀は小さい県でございますが、御案内のよう

に玄海地区と有明地区がございまして、今、有明地区の方ではノリ問題で皆さん方

に御迷惑をかけているわけでございます。一応、私、玄海地区でございますが、有

明を含めて代表で出てきておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○石原委員  

  長崎県の石原でございます。長崎県は御案内のとおり、全国屈指の水産県でござ

いますが、最近は日中・日韓等の外圧もございまして、文字どおり漁民は塗炭の苦

しみでございます。このような時期に、減り続ける資源に歯どめをかけて、増やす

方向で検討する委員会ができ、これに参加させていただくということを大変誇りに

思いますとともに、意義深いことであると考えております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○福田委員  

  熊本県の福田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○上村委員  

  鹿児島県の上村でございます。非常にオール水産、不況の波をかぶっておる昨今

でございますが、２１世紀型の漁業の取り組みについての意義ある委員会でござい

 



 

ますので、精いっぱい努力してまいりたいと思います。どうかひとつよろしくお願

いいたします。 

○伊野波委員  

  沖縄県の伊野波でございます。一生懸命勉強しながら、ともに頑張っていきたい

と思っております。よろしくお願いします。 

○和田委員  

  日本海の山陰の境港から参りました、共和水産の和田と申します。主にまき網漁

業を営んでおります。この表を見ましても、甚だ若輩でございますけれども、よろ

しく御指導のほどをお願いします。 

○本川委員  

  日本遠洋まき網の本川でございます。御案内のとおり、日中・日韓の問題で、大

変苦慮しております。どうぞよろしくお願いします。 

○濵田委員  

  山口県まき網の濵田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○風無委員  

  北海道の風無でございます。稚内と小樽で底びき網漁業を営んでおります。漁場

はオホーツク海、それから北部日本海などを使わせていただいております。甚だ不

勉強でございますが、皆さんの御指導・御鞭撻をいただきながら、勉強してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○冨田委員  

  青森県の日本海側で底びき網業を経営しております冨田です。漁業調整について

は勉強不足なんですが、精いっぱい頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○三門委員  

  兵庫県で沖合底びき網漁業を営んでおります三門と申します。先月も１０日ほど

現場の海の上に出てまいりました。隠岐北方まで行ったんですが、韓国船の問題で

非常に厳しいものがございます。暫定水域の中で、日韓漁業協定の中で、安全操業

ということの操業秩序が確立されていない中で、間もなく 11 月６日からカニ漁が

解禁になります。どういう状況になるか、非常に憂慮しているところでございます。

未熟者でございますけれども、よろしくお願いを申し上げます。 

○宮本委員  

  山口県下関市で沖合底びき網漁業を営んでおります、社名は佐賀水産の宮本と申

します。今回は意義ある委員に選ばれまして、これを機会に一層の努力で今後、漁

業が繁栄しますように努力してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○畔田委員  

  マリノフォーラム２１の畔田と申します。これからの食糧問題、環境問題を考え

た場合、漁業は大変大切な産業だと思っております。その漁業の新たな発展に少し

でもお役に立てればと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

○石川委員  

  学識経験ということで選ばれました石川でございます。余り学識があるわけでは

 



 

ありませんけれども、私の役割というのは中立的な立場といいますか、そういった

立場でこの会議に貢献せよ、こういうことだろうと思っております。そういう観点

から、私はこの委員会に参加させていただきたいと思います。 

○三木委員  

  水産経営技術研究所の三木奈都子と申します。女性、比較的年が若いというこの

ようなポジションから、いろいろ見させていただきたいと思います。そしてこれま

で漁村調査をベースに調査してまいりましたので、現場とこのような委員会との関

係というようなところからも見させていただければありがたいかと思っておりま

す。御指導よろしくお願いいたします。 

○中尾管理課長  

  どうもありがとうございました。 

 

水産庁出席者の紹介 

 

○中尾管理課長  

  続きまして、本日の委員会に立ち合わせていただいております水産庁の幹部を御

紹介させていただきます。 

  まず川本次長でございます。続きまして、海野資源管理部長でございます。続き

まして、大石沿岸沖合課長でございます。続きまして、末永漁場資源課長でござい

ます。続きまして、管理課の佐藤推進官でございます。それから九州漁業調整事務

所の石部所長でございます。 

 

 

議  題： 

１  会長及び会長の職務を代理する者の互選について 

 

○中尾管理課長  

  さて本日の会議の最初の議題でございますが、「会長及び会長の職務を代理する

者の互選について」の議事に入らせていただきます。 

  会長及び会長職務代理者は、漁業法及び漁業法施行令の規定により、委員会委員

において互選することとなっておりますが、いかがいたしましょうか、お諮りをい

たします。 

  どうぞ。 

○吉岡委員  

  先ほど、各委員の御紹介があったわけでございますが、本委員会の管轄範囲とい

うものは、北海道から沖縄まで、大変広大な水域に及んでいるわけでございます。

その中で漁業者間の調整が重要でございますので、やはり私といたしましては、中

立的な立場であり、かつ水域における漁業の知見を有する学識経験の委員の中から

 



 

ということでいかがでしょうか。 

  そういうことで私は、経験豊富な石川委員を会長にという御推薦を申し上げたい

と思うわけでございますし、また、会長代行におきましては、畔田委員が適当では

ないかと、このように思うわけでございますので、御推薦申し上げます。 

  委員の皆様方の御賛同をお願いしたいと思いますが。 

○中尾管理課長  

  どうもありがとうございました。 

  ただいま吉岡委員から御発言がありましたけれども、石川委員を会長に、また会

長代行に畔田委員をという御発言でございました。これにつきまして、皆様いかが

でしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕（拍手） 

○中尾管理課長  

  よろしゅうございますか。それでは皆様の御賛同を得ましたので、石川委員に会

長、また畔田委員に会長代行をお願いしたいと思います。石川会長におかれまして

は、会長席にお願いいたします。 

 

会長・会長職務代行者就任あいさつ 

 

○石川会長  

  ただいま会長を仰せつかりました石川でございます。何分にも全く新規に設置さ

れた委員会でもございます。今後どのような議事をどのように進めていくか、手探

りな部分もあるわけでございます。また、いろいろと困難を抱えております我が国

周辺水域の漁業問題の解決に、少しでも役立つことができるよう、委員の皆様方及

び事務局である水産庁の方にも御協力をいただきながら、円滑な議事を進めてまい

りたいと思っております。 

  一言、私の感想を申し上げさせていただきますと、当面、資源回復計画に意見を

言うというのが重要な我々の役割だというふうに伺っております。資源回復計画は

とりもなおさず漁獲努力量を削減しようということでございまして、何分にも現

在、漁業をやっている漁業者の皆様に痛みを伴う中身になるかというふうに思いま

す。 

  したがいまして、漁業団体のみならず、個別の漁業者の理解と支持がなければ、

実際うまくいかない場合があるということではないかと思っているところでござ

います。それだけに我々の審議の内容というのは、非常に注目されるということで

はないかと思います。 

漁業界におきましては、なかなか資源の利用をめぐって利害が一致しない場面が多

々ございます。しかも、これは押しなべて漁獲努力量を減らしていこうということ

が主眼でありまして、これが入り口であるわけです。 

  この資源回復計画の入り口の部分、多分に痛みを伴うわけですけれども、これは

いわば「三方一両損」といいますか、そういう精神、考え方で、それぞれ受け入れ

るところは受け入れていただくということが必要ではないかと思います。そうする

 



 

ことが、とりもなおさず将来資源が回復いたしまして、いわば「三方一両得」とい

いますか、そういう実が得られるものだと思っております。 

  そういった観点に立ちまして、この会の運営、あるいは会議の運営に努めてまい

りたいと思っておりますので、皆さん方の御協力をよろしくお願いいたします。 

 それではまず職務代行者に就任していただきます畔田委員に、一言ごあいさつを

お願いいたします。 

○畔田・会長職務代行者  

  会長職務代理を仰せつかりました畔田です。私の場合、万が一、会長が赴きにな

れない場合に職務を代行させていただくという立場であります。そもそも余り出番

があるべきではないと思っておりますが、どうかよろしくお願いします。 

○石川会長  

  ありがとうございました。 

 

 

２  協議事項 

 

（１）委員会事務規程について 

 

○議長（石川会長）  

  それでは議事に入りたいと思います。協議事項の１番目、委員会の事務規程につ

いてを議題といたします。 

  ここでは事務規程を策定するということになるわけでございますが、水産庁から

示されております事務規程案を審議いたします前に、この委員会の概略、あるいは

設立の経緯等について、皆様方既にお聞き及びの方々も多いと思います。繰り返し

になるかと思いますが、御説明を求めたいと思います。 

水産庁、お願いします。 

○大隈管理課課長補佐  

  よろしくお願いいたします。お配りしております「広域漁業調整委員会の概略」

という資料でございます。今、会長の方からもありましたように、既にこのことは

いろいろな場をもちまして説明させていただいておりますが、もう一度おさらいと

いうことで触れさせていただきたいと思います。 

  この日本海・九州西も含め、今回３つの広域漁業調整委員会といったものが設置

されたわけでございますが、これは今後、我が国周辺水域における水産資源、それ

も都道府県の区域を超えて分布回遊し、それを漁獲する漁業も大臣許可漁業や複数

の知事管理漁業といった、そういうまたがるような資源につきまして、その資源管

理、及びそれに必要な漁業調整を行うことを目的に、日本海・九州西、太平洋及び

瀬戸内海という３つの海域に、漁業法に基づき新たに設置されたものでございま

す。 

 



 

  また委員会自身は３つ設置されてございますけれども、実際の運営面におきまし

ては効率化を図る必要がございますので、資源の分布とか利用状況に応じまして、

部会といった下部組織を設けるということを考ているものです。 

  この委員会の機能と申しますのは、繰り返しになりますけれども、広域的に分布

回遊する資源の適切な資源管理を行うための協議調整、その中には従来から言われ

ている漁業調整といったものも必要になってくる部分もあるかと思います。 

  その中でも特に当面の課題といたしましては、資源回復計画をどのような形で作

成していくかといったことに関する審議をお願いすることになっております。 

 また、資源回復に関係することに限りませんけれども、いろいろ必要に応じて「委

員会指示」といったものを発する権能が付与されているものでございます。当然、

この資源回復計画及び一般的な資源管理に関する委員会指示を出すといったこと

は、とりもなおさず漁業調整といった問題もどこかしらからんできますので、そう

いった調整を行う場としても期待されているものでございます。 

  委員の構成につきましては、各県の海区漁業調整委員から県ごとに互選いただき

ました委員の方１名づつ。それから主に大臣管理漁業からでございますけれども、

大臣選任の漁業者代表委員の方々。それから中立的な立場としての学識経験委員の

方々ということで、太平洋におきましては 28 名、瀬戸内海におきましては 14 名、

日本海・九州西の委員につきましては 29 名、合計 71 名の委員の構成となっている

ものです。 

  資料の２枚目ですが、これが委員会の設置された海域を示すものです。ちなみに

委員会単位で申しますと、管轄海域といったものはしっかりと線引きをさせていた

だいておりますが、部会におきましては、ぼかした形にさせていただいております。 

  あとの３枚ですが、この広域漁業調整委員会は法律にのっとって設置されたもの

でございますので、漁業法の本体、それから漁業法施行令において、この委員会の

性格、それから権能といったものの規定がございますので、それの関係条文を抜粋

したものでございます。 

  以上でございます。 

○石川議長  

  ありがとうございました。 

  ただいまの説明に関連しまして、御質問等がございませんでしょうか。よろしい

でしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○石川議長  

  それでは次に、事務規程案について説明を受けたいと思います。事務局から説明

をお願いします。 

○大隈管理課課長補佐  

  資料といたしましては、「日本海・九州西広域漁業調整委員会事務規程（案）」

といったものがお配りしてございます。 

  この事務規程案と申しますのは、漁業法施行令の中におきまして、委員会の会議

の運営に必要なことは委員会において定めることができるといった規定があり、そ

 



 

れにのっとった形で定めさせていただくものです。 

  実際、見ていただきますと、この委員会の所掌事務であったり、事務局であった

り、委員会の権能、会議の運営の仕方ということについて細かく書いてありますも

ので、中身自体のかなりの部分は、漁業法、漁業法施行令の中で書かれていること

を改めて書き起こしているものでございます。 

  ただ、この事務規程の性格というのは、この事務規程があれば会議の運営といっ

たものを一通り行うことに不自由がないといったものですので、法律に書いてある

ことを改めて書き起こすのかということもあるかもしれませんけれども、あえて重

複する形で記さしていただいているものです。 

  この委員会の定員は 29 名であること、そして会長の職務に関すること、会議の

運営に関することということでございます。この部分は法律の定めそのままでござ

います。 

  それから議事録に関しましては、その内容を確実なものにするために、議事録署

名人ということを、この案の第 12 条で定めております。これは特に法律上の定め

はございませんけれども、こちらで入れているものです。 

  それからこの第 14 条の「部会」に関する規定ですが、これがこの委員会におき

ましては大変に重要なものになってきます。この委員会は委員会が置かれた海域

内、日本海北、日本海西、それから九州西の海域におきまして、部会を常設すると

いうことでございます。 

  日本海北部会、日本海西部会、九州西部会を置くことにいたしまして、それぞれ

日本海北部会につきましては北海道から富山県、日本海西部会につきましては石川

県から島根県、九州西部会につきましては山口から鹿児島県、及び沖縄県に面する

海域に設置するといった形をとらさしていただいているものでございます。 

  各部会の委員におかれましては、当然、部会が設置されている海域の海区漁業調

整委員会から互選された委員。それから漁業者代表委員のうちからは会長が指名す

る者という形をとらさしていただいております。それから学識経験の委員さんに及

びましては、３つの部会すべてに参加していただくといった構成を考えておりま

す。 

  そして部会の会議に関しましては、必要な事項は部会の会議で定めるとしまし

て、部会について部会の事務規程といったものを別途準備してございます。これは

明日以降の会議で諮っていただきますけれども、委員会本体にならった形での事務

規程とさせていただきたいと思っております。 

  当然、部会は委員会の下に置かれますので、部会で審議したことは委員会本体に

報告をするという形をとらしていただいておりますし、これが重要なことでござい

ますが、「部会の設置された海域において完結する資源の回復計画の調査審議につ

いては、部会の調査審議の結果をもって委員会の結果とできるものとする」といっ

た一項を入れさせていただいております。 

  今後、この委員会の業務はすべてがすべて資源回復計画というものではございま

せんで、例えば委員会指示を直接発するような、法律において「委員会」が行うも

のとして規定されているようなものにつきましては、「部会」の決定をもって「委

 



 

員会」の決定とすることは、ちょっと法律上問題がございます。 

  ただし資源回復計画の検討ということにつきましては、極力、部会の単位で行え

るものは部会の単位で行い、その結果を自動的に委員会の決定とするような形をと

らさしていただこうとしているものです。 

  それから「専門部会の設置」といった条項を、第 15 条に設けさせていただいて

おります。これは本委員会の中におきましても、例えば少数の県の沿岸・沖合にま

たがって分布するような資源、もしくはある特定のテーマについて何か協議を行う

ような場合ですと、全委員を集めて協議を行うにはちょっと範囲が広過ぎるような

ことも想定されますので、その場合は必要に応じて任意に専門の部会を設置できる

ようにといった規定を設けているものです。 

  基本的な流れは部会と同じでございますが、ただし専門部会の場合ですと、関係

する道府県、漁業者代表の委員も少数になることがございますので、そこでの議事

については、全会一致という形を特別にとらさしていただこうとしているもので

す。 

  それから第 16 条になりますけれども、「他の広域漁業調整委員会との協議」と

いうことがございます。これは大変に重要な問題であり注意しておいていただきた

いのですが、広域漁業調整委員会の海域の範囲というのは、委員会指示と申します

準司法的な権能が与えられている関係で、漁業法施行令の中で具体的な線といった

ものが明記されております。 

  ただし、海洋資源に関する話でございますので、将来的には、例えば日本海・九

州西広域漁業調整委員会と太平洋広域漁業調整委員会との区分線にまたがって分

布するような資源に関する話といったことも出てくることが予想されますし、一

方、海域としては片方の委員会の海域に含まれていても、実際には別の委員会の範

囲の漁業者の方々も出漁してきて操業しているといったような場合も想定されて

くるわけです。 

  そういった資源につきまして資源管理に関する話しを行います場合には、こちら

の委員会だけで一方的に決めるのではなくて、あくまでも関係する当該委員会とち

ゃんと協議を行った上で処理を行うことといった趣旨を定めたものでございます。 

  また２項にはなりますけれども、その際に必要に応じて、ちゃんと合同の会議と

いったものを開催し、話し合いを行う形をとるべきであるといったことを明らかに

したものでございまして、この合同委員会を開く場合におきましては、またその都

度、合同委員会に関する事務規程をその場で定めていくといった形をとらさしてい

ただこうと思っております。 

  あと 17 条、18 条につきましては、事務的なことでございますし、最後の「附則」

にありますのは、この事務規程は平成 13 年度 10 月 15 日、本日ここで御採択がい

ただければ、本日から適用するといったことをとらさせていただこうとしているも

のでございます。 

  以上でございます。 

○石川議長  

  ありがとうございました。 

 



 

  ただいま事務規程案の御説明がございました。これに対して御質問がございまし

たら、お願いいたします。 

   どうぞ。 

○福田委員  

  熊本県の福田ですけれども、委員会指示ですが、各県で委員会指示を出しますね。

それとこの会で出す委員会指示、それがダブった場合はどうなるんでしょうか。 

○大隈管理課課長補佐  

 本日お配りしている法律・条文の中などには入っておりませんでしたけれども、

基本的には海区漁業調整委員会よりも連合海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整

委員会よりもこの広域漁業調整委員会の委員会指示の方が優先するといった形に、

法律上は整理されております。 

  他になければ、この案でよろしいでしょうか、お諮りいたします。よろしいです

ね。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○石川議長  

  それでは事務規程につきましては、この案で決定いたしまして、本日付の制定と

いたします。 

 

議事録署名人の選任 

 

○石川議長  

  次に、議事録署名人の選任の件でございますが、ただいま事務規程が採択されま

したので、事務規程第１２条によります議事録署名人を選出しておく必要がござい

ます。同事務規程によりますと、会長が２人以上を指名するとなっておりますので、

僭越ではございますが、私の方で御指名をさせていただきたいと思います。 

  今回の委員会議事録の署名人といたしまして、中村委員、和田委員のお２方にお

願いしたいと思います。 

○石川議長  

  よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

 

○石川議長  

  それでは、議事録署名人はそういうことでよろしくお願いいたします。 

 

部会の設置に関する確認、部会委員の指名 

 

○石川議長  

  次に入らせていただきまして、部会の設置に関する確認、部会委員の指名の件で

 



 

ございます。事務規程第１４条にあります部会に関する事項ですが、本委員会では

日本海北、日本海西、九州西の３つの下部機関を置くこととなっております。各部

会を構成する委員につきましては、部会の設置される海域の関係各道県において互

選された委員と学識経験者に加えまして、大臣選任の漁業者代表委員の中から会長

が指名する委員となっております。 

  この委員会は同一資源の利用といった観点から、沿岸漁業と沖合漁業とのバラン

スのとれた議論が行われることが必要でありますので、事務局の方で準備してお配

りしてございます「部会委員名簿（案）」のとおりといたしたいと思いますが、何

か御意見等ございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○石川議長  

  ほかに御意見がございませんようでしたら、この案のとおりとさせていただきた

いと思います。 

  なお、各委員におかれましては、あすの午前に開催されます日本海北部会、午後

に開催される日本海西部会、１１月初旬を目途に開催準備を進めております九州西

部会にそれぞれ御参加いただき、各部会に属します資源管理問題等について調査審

議していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（２）資源回復計画について 

 

○石川議長  

  次に議事の２に入ります。議事の２は資源回復計画についてを議題といたしま

す。 

  ９９年１２月の水産基本政策大綱の公表を受けまして、本年６月２９日の国会に

おきまして水産基本法及び関係法令の改正が成立しましたことにより、水産政策の

大きな柱として、悪化した水産資源の計画的な回復措置を図る「資源回復計画」の

枠組みができ上がったところでございます。現在、水産庁におきましては、この資

源回復計画を作成作業中だと聞いているところでございます。 

  そこで、ここでは水産庁から資源回復計画の概略、あるいは現在の検討状況とい

ったもの、それから本委員会に求められている役割等につきまして、御説明をいた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○佐藤漁業管理推進官  

  水産庁管理課漁業管理推進官をしております佐藤と申します。それでは「資源回

復計画制度の概要」という資料をお開きいただきたいと思います。 

  それではただいまから、この資料に基づきまして、資源回復計画制度の概要につ

いて御説明します。今から御説明しますのは、きょうの本委員会におきまして、審

議をいただきたいということに関連する内容で、その概要でございます。あした以

降開かれます部会におきましては、ただいまから説明する内容のさらに詳細な内容

を説明させていただきます。ということで、本日は概要という範囲にとどめさせて

 



 

いただきたいと思います。 

  まず、この資源回復計画の目的でございます。御存じのとおり、我が国周辺の資

源というのは減少傾向にあります。従来からもＴＡＣ制度、それから資源管理型漁

業というような諸施策におきまして、資源管理に取り組んできたところでございま

すが、現実の問題として、過剰な漁獲努力量を含んでいるという問題から、実際に

そういう事業の効果も一部に認められますが、全体としてその減少傾向を食いとめ

ることができない状態にあります。 

  そこで今回、減船、休漁等、漁獲努力量の削減というものと同時に、それだけで

はなくて、より積極的に資源を増大させていくという趣旨の種苗放流等による方

法。それから、その資源が減少している原因が、漁獲の過剰というよりは、むしろ

漁場環境にある場合は、その環境をそのままにしておいては成果が出ないというこ

とで、この漁場の保全を積極的に図る。 

  こういう３つの施策。人間が基本的にとり過ぎて減っていると思われる資源につ

きまして、それを一時的にとることを控える、とるレベルを削減する。積極的な放

流対象魚種になっているものは放流を行う。漁場環境保全を行う。こういう三位一

体となって総合的に進めていく。これを関係漁業が計画的に、及び横断的にやって

いく、こういう制度でございます。 

次に、その性格づけでございますが、まず資源回復計画の内容そのものは、法律を

見てもそういう文言は出てまいりません。この資源回復計画の特徴は、いわゆるみ

んなで話し合って、それを一つの方向にまとめていく、つまりその行為は予算措置

という形で実質上行っていきます。 

  しかしそれがある程度合意に達した、その結果につきましては、いわゆる公的管

理制度、ＴＡＣとか、新たに出ましたＴＡＥ制度を使って、また漁業法等によって、

その実行を担保するということになっています。つまり従来からの自主的な管理制

度のものと、いわゆるＴＡＣのような公的な国からの枠組み、その両方の性格をあ

い持つ制度であります。 

  続きまして、どうやって決めていくかという手続でございますが、資源回復計画

そのものは合意形成が非常に重要なパーツを持っております。そこにここで言いま

す広域漁業調整委員会が、その協議調整に関与してまいります。 

  水政審、昔ありました中央漁業調整審議会というものと、この委員会の特に違う

のは、先ほど言いましたように、一定の行政処分権を持っています。この委員会そ

のものが、単にいわゆる諮問に対して答申するということだけではなく、積極的に

いろんな問題解決に乗り出すという面からしますと、単なる審議会と違う性格を持

っている。ゆえに、逆に一定の準立法機関としての指示権を持っているということ

でございます。 

  次に、広域種、都道府県をまたがる魚種の部分につきましては、この広域漁業調

整委員会が調整の中核になるということでございますが、そこでできた計画という

ものは、そのままだと具体性がまだありません。そういうことで、これに関連する

漁業関係団体が、資源回復計画の目的に応じて具体的内容を規定した漁獲努力量削

減実施計画をつくってまいります。 

 



 

  その実施計画に応じまして、国、都道府県は、いわゆる痛みを緩和するという経

営支援策を講じていきます。と同時に、国の施策、都道府県の施策として、先ほど

申しましたような資源の積極的増殖を図るための放流事業等を行い、全体として資

源の回復を図るためのキャッピング、全体の漁獲量、または漁獲努力量を管理して

いくといった措置を講じていくものでございます。 

  資源回復計画の内容としましては、まずどのような魚種を対象にするのか。それ

からその資源について、どの程度まで回復目標にしようか。これも非常に難しい問

題がありまして、魚種間競合がございます。餌がどうなるかとか、いろんな問題が

ありますが、おおむね過去の、例えば安定してとれていたと思われるような時代を、

とりあえずの目標にするというのも一つのものであります。 

  それから実施期間。これは私どもとして今考えている実施期間というのは、資源

を減少から増加に反転させるために必要な、努力量を削減するに必要な期間という

ふうにとらえております。 

  それからどんどん資源が回復して、いずれどこかの点で資源が頭打ちになりま

す。そういうところは、ある意味では長い期間の資源回復の計画でございますが、

今回、資源回復計画の定めようとするのは、その努力量の削減の必要とする期間、

この短い期間の方としております。 

  ただし、その必要な努力量の削減期間が終わったら、いわゆるもとのまま、青天

井といったらあれですが、戻すということではございません。そういうことで、一

定の支援措置を講じてでも、ある一定目標に対してまで努力量を削減していかなき

ゃいけない、そういう趣旨でございます。 

  それから４番目、これが非常に重要になってきますが、どのレベルまで、どうい

う方法で行うのか。つまり目標としては２割削減を３年間と仮に出ても、それを達

成する手段は減船、休漁、目合い拡大、その他いろいろ方法があります。このよう

な地域に基づいて、魚種に基づいて、どうしていくかというものを議論していくわ

けでございますが、当然その途中において漁業の経営が至らなくなるということで

ありますと、資源回復の目標と、その手段の過程においての問題の乖離が出てきま

す。そういうことにならないように、努力量削減に基づいた痛みを安定していくと

いう措置を講じていこうということにしております。 

  それから５番目は、先ほどから繰り返しておりますが、積極的な培養と漁場保全

を一体となって図る、このようなものが資源回復計画の内容として想定していると

ころでございます。 

  それらに基づきまして、関係業界がつくる事業の実施計画につきましては、その

具体的な内容になります。実施計画というものは、要するに、どのような漁業種類

が、どのような方が参加していくのかという具体的な問題であります。それからど

ういう内容で、どういう期間でやっていくのか。さらに３番目でございますが、そ

のために必要となる資金をどう調達するのか、また、それをどういうふうな形で関

係者において負担するのか。こういうもの、特に③が漁獲努力量削減実施計画のみ

に規定されるというような形の重要なところになってきます。なお、これらについ

ては関係業界一体となって進めていこうという形にしております。 

 



 

  次のページは、それを概略したものですが、資源回復計画全体は３つのパーツか

らなっております。まず右の上にありますのは、この資源回復計画の作成、つまり

合意形成に係る枠組みでございます。 

  ここに当広域漁業調整委員会が関与すると同時に、その下に書いておりますが、

当然、知事許可に関連する部分であれば、関係知事さんにも協議する。当然、関係

知事さんの協議ということになりますと、きょう海区委員の代表の方もいらっしゃ

いますが、海区でその内容については協議をするということでございますので、広

域漁業調整委員会が海区委員会の審議を経ずに、一方的に何か決め、またやってい

くということはないという仕組みになっております。 

  なお、回復計画にあわせて、先ほど言いました実施計画をつくっていくのが下に

あります。その実施計画をまとめるために、別途予算措置でございますが、漁業者

協議会というものを用意しております。これが今回の資源回復計画の一つの特徴か

と思います。つまり公の調整の席はこの席でございますが、この調整に至る前後に

おきまして、漁業者協議会を活用し、関係漁業者が必ずそういう議論の前なり後な

りに関与していけるという体制を築いていきたいと思っております。 

  なお、今、予算措置の中において、業種別で 100 協議会、それから地区別で、こ

れも同じく 100 協議会、一応全国に 200 程度の漁業者協議会を設立、または設立し

ようとしております。 

  ということで、どのような資源が対象になったとしても、少なくともその関係す

る漁業者が現場で、浜で話し合うことができるというような体制を組んでおりま

す。皆様方の委員におかれましても、このような協議会の動向、意見を踏まえまし

て、議論をしていただくということは大変有意義ではないかと思います。 

  それから左側は、ここで決まった内容を、いわゆる公的規制の中でキャッピング

する制度でございます。これにつきましては、既に現在ありますＴＡＣの制度と同

じでございます。これに新たに漁獲努力量の隻日数制限という制度が追加されてお

ります。 

  それから右の下にありますが、先ほど言いました実施計画に対応して、その痛み

を緩和するということから、現在、14 年度の予算に向けて、資源の管理の強化に伴

う経営安定支援策の実施を要求中でございます。なお、この詳細な内容につきまし

ては、部会で御説明したいと思います。 

  仕組みは以上でございますが、続きまして、次のページをごらんいただきたいと

思います。ここはいわゆるこの本委員会の今後の当面の業務予定を挙げさせていた

だいております。これは平成 13 年から平成 23 年までのおおむね 10 年間、ことし

を入れますと 11 年になりますが、それを書いております。 

  まず、本年 10 月までに委員会・部会の立ち上げ、これは一応今この段階に至っ

たということです。 

  ２にありますが、この法律に基づきますと、この委員会は資源回復計画というこ

とだけではなく、いわゆる資源管理に係る一般的業務を今後担当していきます。こ

れはこの委員会が存在する限りの恒常的業務となります。 

  当面は、全体的な資源のレビューを行いまして、特に資源が悪化し、緊急にその

 



 

回復が必要なものにつきましては、資源回復計画の取り組みになります。それが３

番目に移行します。資源回復計画につきましては、作成とその実行という形で２つ

に分けております。 

  本年は立ち上げの年ですので、半年分の期間しかありませんが、これから３年半、

16 年までかけて計画をつくっていく。できた計画につきましては、その翌年から努

力量の削減、または放流、その他漁場環境の回復等に取り組んでいこうということ

にしております。 

  なお、全体として 10 年間に、先ほど申しましたように、過剰な努力量の削減を

終えよう。つまり平成 23 年に至った場合には、我が国周辺の資源のうち人為的過

剰努力量により減少している資源については、全部回復に向かわしたいという趣旨

でございます。 

  実際にどの期間をかけて削減をするかというのは、例えば３年とか５年とか、そ

の資源によって異なってくると思います。 

  次の、資源回復に係る今後の作業スケジュールにつきましては、最後に戻ります

ので、飛ばします。 

その次に、別の資料で「資源回復計画の対象とする魚種の考え方」、これを先に開

けていただきたいと思います。まずここでは、今から資源回復計画をどのような魚

種について取り組んでいく必要があるかということにつきまして、私どもが関係都

道府県の行政、研究、それから水産研究所の意見を踏まえまして、平成 11 年、12

年と２ヵ年かけて検討してまいりました。それによって、本日一つの御提案をする

素案があるわけでございます。 

  それを絞り込んできた背景を申し上げます。まずこれは平成 10 年段階での評価

ということでございますので、ここに挙げています漁獲量は平成８年ベースでござ

います。現在は一番左の 500 万トンが、実質的にさらに残念ながら減少していると

考えております。 

  当時としては、我が国周辺の沿岸・沖合の漁獲量は、約 500 万トンと計算されて

おります。そのうち水産研究所が調査対象にしているのが、326 万 6,000 トンござ

いました。うち、約 190 万トンにつきましては、今の獲り方をしている限り、その

資源は減少を続けるという資源でございました。 

  そのうち 81 万 6,000 トンは、例えばマイワシのように、とらなくても必ずしも

ふえるとは限らないもの。それから例えば１年生の浮魚、サンマとかイカのように、

資源を獲らないことは基本的に資源に対していい影響を与えることは間違いない

んですが、漁業者の方にこれを獲らないこと、減船、休漁をお願いして、その結果、

資源回復が確率論として高いものかといいますと、むしろ初期の発生期における自

然的要因の変動が大きいもの。 

  こういうものについては、当面とりあえず私どものたたき台から一応外しており

ます。残る 100 万トンのうちから、67 万トンを、我が方の資源回復計画というふう

に絞り込んできたわけです。 

  なお、この 100 万トンと 67 万トンの差は、先ほど各委員からもありましたよう

に、我が国の主要資源ではございますが、外国の 200 海里と資源の分布がまたがり、

 



 

そういう形から、我が国のみが取り組んでもなかなか成果が出ないのではないかと

いうものについても、ここでは外しております。 

  そういうことで、都道府県が調査しております上の 500 万トンから 326 万 6,000

トンを引いた部分からの３万トンと、67 万トンをあわせて 70 万トンを、とりあえ

ず私どもとしては今後の議論のたたき台にしてはいかがかということにしており

ます。 

そこで次のページでございますが、今の 70 万トンに相当する資源を魚種別にまと

めたものです。これは 42 魚種、61 系群となります。このうち、私どもとしては直

ちに資源回復の計画作成に取り組みたいと思っている５計画を、一応挙げておりま

す。これは◎で個々にあらわしております。 

  その他の魚種につきましては、○であらわしているのは、その優先順位が今後高

いのではないか。何も書いていないのは、今後十分検討しながら進めていってはど

うかということを、一応出しております。 

  こういうことで、先ほどのペーパーの最後に戻らしていただきたいんですが、こ

の横長の表がございます。これが本日、本委員会におきます審議をお願いしたいこ

とに関連してまいりますが、２点ございます。 

  まず私どもとしては、この 10 月の委員会で何をやるかということで、先ほどあ

りましたが部会の設置、それから資源状況の説明はあしたの部会の方に回さしてい

ただきますが、この下の２つでございます。つまり資源回復計画の今後対象とする、

むしろ候補の魚種を検討し、それから今後取り組むべき優先順位の素案を検討して

いこうということでございます。 

  先ほど御説明した素案は、あくまで漁業者にまだ御説明する以前のものでござい

ます。先ほどのものを一応もとにして、今後どういう計画をつくっていくか、とり

あえずの候補魚種を選定し、それにつきまして先ほど言いました平成 16 年までの

間に、どういう順番で取り組んでいこうかということを、今後作業すべき一つの項

目として挙げております。 

  もう１点は、小さな字で申しわけないんですが、特定魚種の資源回復計画の作成

に向けた素案の検討となっております。この「特定魚種」というのは、下に書いて

おりますけれども、初年度、つまり本年残る半年間におきまして、資源回復計画の

案を何とか作成していきたいと思っているもので、できれば平成 14 年からの予算

措置が確定した段階で、この実行に入っていきたいと考えているものであります。 

  つまり、今後 14 年度以降の計画作成で、ゆっくりある程度の期間をかけていく

ものと、当面、13 年度からでも至急取り組んでいきたいと考えているものと、２つ

ございます。 

  そういうことで、５つの計画を挙げているものは、全国的に見ますと、太平洋系

群のマサバ、太平洋の北部カレイ類、それから太平洋南のトラフグ、それから瀬戸

内海ではサワラ。それから本日本海・九州西広域漁業調整委員会にしましてはアカ

ガレイ、及びそれに関連したズワイガニということになっております。 

  つきましては、このような手順で、今後この半年間、作業を進めまして、ここは

部会と書いておりますけれども、対象魚種に応じては委員会ということになるかと

 



 

思いますが、最終的には来年の３月までに、できれば資源回復計画の対象魚種の候

補と優先順位を決定することにもっていきたい。 

  もう一つは、平成 13 年度中に資源回復計画の案を作成したい。特定資源の回復

計画案がまとまりましたら、それを受けて、ＴＡＣの対象になっているものは既に

ＴＡＣとなっておりますが、新たにＴＡＥ、隻日数の資源に対する規制に関する政

令指定をしまして、平成 14 年度になりましたら、国の方でこの資源回復計画を決

定し、これを関係漁業協議会とも調整しながら、最終的に削減実施計画をつくると

いう形の段取りで考えております。 

  平成 14 年度になりましたら、今度は再度また委員会を開催するなどして、また

次のラウンドに入っていくという形を考えているところであります。以上です。 

○石川議長  

  ありがとうございました。 

  ただいま御説明がございました。これに関連いたしまして、御質問等がございま

したら、出していただきたいと思います。どうぞ。 

○和田委員 

  先ほど佐藤推進官の御説明にありましたけれども、日本海並びに九州地区という

と、中国・韓国との漁船の競合というのもがありまして、日本海の資源、特に多角

性のアジ、サバ、イワシですが、広域に回遊するものについて、外国との影響をど

のように反映していくのかなというふうに思っているんですが、その点はどうです

か。 

○佐藤漁業管理推進官  

  私どもも、この資料の最後についております対象魚種の候補及び優先順位の素案

をつくる段階の２ヵ年間の議論におきまして、大変その点については問題となりま

した。つまり我が国の漁業者としては、その資源についての回復措置を講じたいと

いうことですけれども、外国の漁獲の影響というものが無視できない。 

  それではどの程度外国の漁獲の影響があるのか。これにつきましては、魚種によ

っていろんな差があるようでございます。例えばここにあります九州西部会などに

おきましては、九州漁業調整事務所の所長さんも来られておりますが、厳密に見ま

すと、ここで挙げていますトラフグ、アマダイなどにおきましても、生まれて、親

になり産卵し、また戻ってくる関係の中においては、やはり外国水域において分布

が認められる。 

  そういうことでございますが、ただ、より細かく見ていますと、ある地域の系群

というのは、その外国の水域における外国漁船の影響がかなり低い部分もあるので

はないか。また、確かに大きくなって産卵期においては外国水域にまた入っていき

ますけれども、商業漁獲の対象の主体となっている期間について、ある程度、我が

国の中にその生息がとどまっている部分もあります。当然原則としては、我が国に

おいて全体の管理ができるものを資源回復計画に載せべきであり、それができない

なら中国・韓国との国際的枠組みができたということで、これをセットをしていこ

うということでございました。 

  結論から申しますと、そういうことで、さらに詳しくその問題を検討し、資源回

 



 

復計画の中でどの程度のものが、どうできるかというのは、より細かく調べる必要

があると思います。ただし、本質的には国際的なものは長期的には国際的な枠組み

の中で、きちんとした対応をやっぱりやっていくべきだというふうに考えておりま

す。 

  ただ、そこら辺については早急に見通しが立てられない。そういう場合において

は、資源の内容に応じて、私どもとして、国内として取り組むべきものが、ある程

度、努力量の削減なり、放流等の投入と資源の回復効果というものが認められると

いった場合は、その一部が外国と関係があるということだけをもって、すぐこれを

検討の対象から外すのはいかがなものかなと思っています。 

  そういう面からしますと、特に九州西とか日本海西等におきましては、もう少し

その辺について関係漁業者も入れた中で議論を進めていく必要があろうかという

ことで、ここはあくまで対象魚種の候補というふうにとどめております。早速、そ

ういうところも踏まえて、関係漁業者と議論をして、これをもう少し絞っていきた

いと考えているところであります。 

○石川議長  

  そのほかございませんか。どうぞ。 

○石原委員  

  一つお伺いしたいんですが、今まで資源回復計画とは申しませんが、まあ単海区

でどうすれば資源が増えるのかということを、私は長崎県の五島海区ですけれど

も、ずっと検討してまいりました。 

  この場合に一番ネックになるのは、問題は漁業法６７条の中で、法律の改正的に

いいますと、だれに対してでも、いかなる事項についても、「調整委員会が漁業調

整上必要と認めた場合には委員会指示を出すことができる」、となっているんです

ね。 

  ただ大臣許可については、これは委員会指示が及ばないということで、例えばこ

の問題が進行するに当たって、なぜこんなに資源が減ったのかということは、過去

に糸をたぐっていけばみなさんわかっているんではないでしょうか。しかしそれに

はやはり既得権益、これをそのままにしておいて資源回復を期待することは果たし

て可能なのかということについて、非常に疑問に思うんです。 

  ですから、資源を回復するにあたって、ＴＡＣも結構ですし、漁獲努力を制限す

ることも結構なんですが、一番大切なことは、そこらあたりの漁業調整を併用する

ということでなければ、大きな効果は期待できないんではないかなという感じがす

るんですが。 

○佐藤漁業管理推進官  

  今、御発言がありました件につきましては、過去、なぜ資源が悪くなったかとい

う面もありますけれども、なぜ資源の回復がなかなか困難なのかといった場合に、

私どもとして２つとらえています。 

  一つは、いわゆる資源を利用する関係者がみんな集まって議論をするという場

が、今まではなかなかなかった。漁業種類別に見れば一応国の委員会、都道府県の

委員会というのがあった。それが今御指摘ありましたように、海区漁業調整委員会

 



 

の委員会指示が大臣許可に及ばない。これは結果的に海区漁業調整委員会の委員の

中に、当該海区を使っている大臣漁業の漁業者が、実質上、委員に入りにくい。こ

れは人数の関係から選挙で選出されない、そこに居住していないとかいろいろござ

いますけれども、結果的に今までは欠席裁判的な形になることが適当でないという

ことで、そういう委員会指示が及ばなかった。 

  まさにそれが漁業管理としては、我が国としての一つの枠組みでしたけれども、

資源に関してはそれではうまくいかないんではないかということで、まさにこの委

員会がつくられたというふうな形であります。 

  よって、当然ながら、今度この枠組みの中で話した結果というもので、それはも

ちろん一定の合意を形成するという前提がございますけれども、これは当然、沿岸

・沖合関係なく、大臣許可・知事許可関係なく、その資源に関するということで統

一的な委員会指示権がここに付与されるということからしますと、今までの限界を

破ったということではないかと考えております。 

  それからもう１点については、多くの場で出てきますけれども、いわゆる資源の

分配論です。その資源がよくても悪くても、だれがそれを獲るべきか。今までの漁

業秩序は、例えば隻数なり漁場の許可の水域なり、漁法なり、そういうことで結果

的に関係漁業の分配論が定まってきた。 

  例えばこの漁場をだれが使うか、こういった問題というのは関係者の中で話すべ

き問題であろう。ただし、その紛争処理をやっている過程において、お互いの最大

の重要課題であります資源そのものが減少しつつあるということの中で、その資源

の分配論、つまりだれが獲るかということだけに着目しますと、結局先ほど会長か

らありましたように、たとえその分配論を自分に多少有利にしたところで、資源そ

のものの減少はとまっていないということになりますと、これはもう切りのないも

のになっていく。 

  そこで、今私どもの委員会としては、共通の利益が見出せる。それにどうやって

取り組むかというところにおいて、合意を形成していきたいというふうに思ってお

ります。 

  だから基本的にある既存の漁業秩序そのものを、こうあるべきだということにな

りますと、これは漁業調整という形になれば、当事者間の話で、別途関係業者間の

中で、従来の行政なりが入った枠組みでやる必要があるんではないか。ただし、こ

の場では、資源に関してお互いの利益をどう痛み合って、それを形成するかという

形から、その解決を図っていきたいと思っております。 

○石原委員  

  先ほどの質問に関連してですが、長崎県の五島海区でこの問題を検討しましたの

は、例えばブリ資源を例に挙げてみますと、昭和５９年に長崎県の水産試験場が、

その当時はブリ定置といいましたが、長崎県のブリの大型定置の資源調査をしたん

ですね。そうしたところが、漁業制度改革後のピーク時と比較して、水揚げ、漁獲

量が約５％から３％までに減少しているんですね。それが昭和５９年のことです

が、減少した原因は、まき網と養殖のための種苗を獲ることにあると言ってるんで

すね。  長崎県の五島海区の中に、男女群島という孤島がありますが、この孤島は

 



 

日本の有数の産卵場だといわれていて、この産卵場で産卵のブリを、毎年毎年のよ

うに大中まき網が獲ったんです。 

  獲るものが獲っていいじゃないかという原理でいけば、むしろその当時は漁獲量

は上がってるんです。結果、だんだんだんだん減少して、今日では定置で１％以下

になっている。しかも、大中まき網も獲れなくなったんです。ということは、いか

に漁業調整がうまくいってなかったかという、これは一つの例なんですね。 

  ところがこれを解決するために、単海区の五島海区の調整委員会は何を考えてい

たかというと、これはどうしても漁業調整上の問題として、男女群島を大中まき網

から守るということは、全国の資源回復のために役立つことじゃないかという考え

方と、沿岸と沖合（大中まき）の距離をどうするかということは漁業制度改革のと

きに単海区の調整委員会の最大の任務であったんです。 

  ところが大臣許可が沿岸３マイルまで操業可能。こういう３マイルとか５マイル

とかという線引きに対して、何とかしてほしいというのが全調委（全漁調連）で毎

年のように水産庁へ要望を上げていたんです。また、沿岸漁業者の願いなんですね。 

  ただ、単海区で決めることは、単海区のエゴじゃないかと考えられがちなんです

が、しかし、我々は大中まき網のことも配慮したわけです。それはどういう配慮か

というと、最初に申しました大中まき網も、日中・日韓の漁業協定で外圧で操業区

域が減っている。そして沿岸からもまたいろいろな要求・要望が出れば、ますます

操業区域が減るだろう。 

  また、大中まき網というのは、食糧産業といわれる限りにおいては、これを何と

かして戦力として当然残す必要があるということを、我々単海区でも考えているん

です。ところが操業区域が内圧・外圧で減ったら、経営体である以上、成り立つ道

理がない。それをどうするかというと、国が交付金を与えてでも食糧産業としての

戦力は残すべきであろうというような考え方を持っているんですね。 

  ですから、そのようないわゆる漁業調整と、ＴＡＣや漁獲努力やというようなこ

とを併用することによって、僕は本当の効果が上がるんじゃないかと思うんです。  

ただ、漁獲努力の問題だとか、そういうことを単発的にやるんでは、本当の効果が

上がらないんじゃないかという感じがいたします。 

  それから、「自主的に」というのは、非常に言葉の意味では格好よくて、それが

行われれば、それはいいと思うんですね。法律ができて、それによっていろいろと

取り決められたことが、漁民が自主的に守れれば、これは僕は一番そうあるべきだ

と実は思うんですね。 

  ただ、この水産資源に対する認識、皆さん方は減少傾向にあるとおっしゃってお

られます。それからもう一つは、水産庁の「ＴＡＣ早わかり」、インターネットの

ホームページで国民向けに出されたんだと思いますが、この中では我が国の水産資

源は、水平か、やや下降気味にあると書いてあります。私は水揚げならばわかりま

す。しかし資源はそんな減少傾向なんていわれるような生ぬるいもんじゃない。激

減していると私は考えているんです。 

  その根拠を説明するといっても、海の中を眺めてみたわけじゃありませんから、

わかりませんが、私は７５才になって、今でも現職の漁師で、小漁師です。毎日毎

 



 

日、魚探を入れて走っておっても、昔のような反応はない。魚は釣れない。肌で感

じるんです。この激減している漁業者に対して「自主的」ということでこういうこ

とを求めた場合に、本当にそれを守れるだけの体力が漁業者に残っているかどう

か。 

  言うなら、「衣食足りて礼節を知る」とか「恒産なければ恒心なし」というよう

な昔の言葉がありますけれども、そこまで資源は激減している。例えばそれに対し

て休漁しなさいといいますね。これは休漁に対して有償なのか無償なのか。そんな

問題も僕は残ると思うんですよね。 

  だから漁業というのは、これはもう私が言うまでもありませんが、給料取りと違

って、おとといも、きのうも、きょうも不漁だったから、あした休もうじゃないか

ということであれば漁家経営というのは成り立たないんですね。獲れようが・獲れ

まいが、間断なく出漁し、そしてある日突然獲れたものが、今までの経費を削減し

て、そして家族を養えるというのが漁業の方式ですから、一日休むのさえ、それは

幾らですという決めつけ方をするのは、一日休むことはひょっとしたら一週間休む

のと匹敵するのかもしれない。こう思うわけであります。 

  今日本の漁業の中で、これだけ資源が減った要因の中に何があるのかということ

は、皆さん方わかってると思うんです。例えば大臣許可の統数が多過ぎるんなら、

どこまで減らせるのか。ただ自然淘汰を待たずにどこまで減らせればいいのか。そ

して残ったものに対しては、いろいろなことを要求するんだったら、それに対して

手厚い保護、交付金なんかを与えて、これを食糧産業として支える。そして沿岸と

の調整もうまくいくというような大胆なことがなければ、この計画は本当にそれだ

けのものになってしまうんです。 

  まあもちろん、やっていいことばかりです。しかし期待どおりの成果が上がるか

ということについて、疑問を持っています。 

○佐藤漁業管理推進官  

  御指摘のいわゆる漁業調整の問題と資源管理の問題というのは、非常に分離が難

しいものだと思います。しかし、いずれにしてもこの委員会としては、まずその資

源がどういう状態にあって、どういう利用をされているから、どういう問題がある、

それを改善するためにはどういう方法が必要なのかという形から入って、その資源

を獲っている人がそれぞれの立場から、この資源の回復に何ができるかというもの

を積み上げていきたいと考えます。 

  それからもう一点の「自主的」ということでございますが、今回の場合は、半公

的な部分もあります。それから今までなかった、いわゆる休漁に対する支援制度と

いうものも組んでいくということで、基本的にはみんな取り組みたいと思っても、

減収でなかなか取り組めなかったということにつきましては、それは少しこれによ

ってかなりいろんな面で進んでいくんではないかと考えているところであります。 

○石原委員  

  それじゃ一言、最後に。いずれにしましても、今の既得権益をそのままにした資

源回復計画である場合に、例えば資源が回復に向かったときに、また、今度だれが

それを獲るのかということになってきますと、賽の河原の石積みの繰り返しじゃな

 



 

いかという不安が、一般の漁業者にありますね。 

  ですから、その富の配分をどう考えるかということは、私は非常に重要な問題だ

と。それに対して初めて漁業者が協力をする。そうでないと今までの枠組みで、今

までの既得権益はそのままにしておって、休みなさい、回数を減らしなさいだけで

は、問題解決にならないと、私は思っています。 

○石川議長  

  大変厳しい御意見がございました。こうした問題につきましては、やはりこの会

議を運営していく中で、それをなかなか正面から取り組むというのは難しいと思う

んですが、資源を議論する場合には避けて通れない問題ではなかろうかと思いま

す。 

  ですから、この委員会の中でも、副次的な話という位置づけになるのかどうかわ

かりませんけれども、やはり全く避けて通るということはできないだろうというの

が私の感想でございます。 

  しかしながら、この広域漁業調整委員会、かなり広い権能を与えられている、権

限を与えられているというふうにも思いますけれども、急いでやらなきゃならない

のは、この資源回復計画の作成に対して意見を述べるということでございますの

で、そういったものを主体にしながら取り組んでいく必要があるのではないかと思

います。 

  ですから、今、石原委員が言われたことを全く横に置いてというわけにはいかな

い場合もあろうかと思いますけれども、主体はそちらではなくて、先ほど申し上げ

ました資源の問題から入っていこうということになるんではないかと思います。 

  他によろしいでしょうか。 

○清水委員 

  この資源回復処置に対する支援にかかわる要望をしたいと思います。この計画で

は、国、県、そして漁業者並びに漁業者団体がその経費については負担をする、こ

ういうことでありますね。回復制度の概要の(4)の③、ここが一番我々にとっては

問題であろう、このように認識をいたしております。 

  このことだけはきちっとした形で詰めないと、漁協が、漁連がもたないというこ

とも起こってまいります。したがって、過大な負担を先の世代に送る回復計画であ

ってはならないと思っておりますから、これを先の世代に残していく漁協は大変な

ことになる、漁連も大変なことになるという危機感を持って、ここに出ております。

そのことだけはまず申し上げておきます。 

○石川議長  

  ありがとうございました。 

  そのほか御意見ございませんでしょうか。それでは私どものこの本委員会で審議

してほしいというのが、先ほどの話の中で２点あったかと思います。 

  第１点目といたしましては、当委員会における回復計画の調査審議をどのような

分担で進めていくかを決定することであります。具体的には、委員会事務規程第１

４条第８項によると、「部会の設置された海域において完結する資源の回復計画の

調査審議については、部会の調査審議の結果をもって委員会の結果とできるものと

 



 

する」という「できるもの」という規定になっておりますので、本委員会でこれを

どのように扱うか議論する必要があると思います。 

  なおこの部会に委任を行った場合におきましても、複数の部会の範囲を分布回遊

するサバ等の資源については、本委員会での調査審議の対象となるということのよ

うでございます。 

  そこで、この調査審議の分担の件でございますが、先ほど御説明いたしましたよ

うに、本委員会としては「部会の調査審議の結果をもって委員会の結果とする」と

いうふうに決定していいかどうかを伺いたいと思います。 

  よろしいでしょうか。御理解いただけましたでしょうか。どうぞ。 

○清水委員 

  先ほど私が申し上げました(4)の③、これにつきましては、経費負担に関するル

ール等を検討するということになるわけですか。３分の１、必ず漁業者並びに漁業

関係団体が持てということになるわけですか。それとも各地方自治体、いわゆる市

町村も協力しますよということになるのかどうか。なるならば、それは義務負担な

のかどうか、というふうなことをお尋ねいたしたいと思います。 

○佐藤漁業管理推進官  

  最終的にこの資源回復計画が確定して、これで国として資源回復計画作成に取り

組みたいというときには、もう一度、その関係する者が必ず入った委員会、または

部会で議論をしていただきます。 

  ただし、現段階では支援措置にかかわる部分、私どもとしては３分の１について

は今のところ漁業者に負担していただきたい。ただし、今の漁業者じゃなくて、将

来それを利用する漁業者に回復に応じて返していただきたい、こういう案を持って

おりますが、これも最終的には確定するのが、予算措置その他が決まった後でござ

います。 

  だから現段階では、あした詳細を御紹介いたしますけれども、私どもとして今要

求している支援措置の基本的骨子はこういうことでございます、それを前提に議論

を進めさせていただきたいということです。 

  ただし、それが最終的に財政当局とどういうふうになるのか、またそれ自体につ

いて皆様方の意見がどうなるのか、それらを全部踏まえた上で、最後に資源回復計

画に取り組むのかどうかというのが、最終的に決定されると思います。 

  現段階は、そういう前提において、特にこの半年間、どういう手順で進めていく

べきか。そういう検討する素案として、今後の関係業者にお話を諮っていくという

ことで、御審議いただきたいということでございます。 

  つまりこの段階で、３分の１が確定しているわけでもございません。ただし私ど

もとしては、今の休漁に関しての３分の１負担というのは、将来資源の回復に応じ

て水揚げの１～２％とか、個別によって違ってくると思いますけれども、そういう

もので回収していくということでお願いしたいと考えております。 

○清水委員    

  当面、金はすぐ要るんですね。 

○佐藤漁業管理推進官    

 



 

  はい。 

○清水委員    

  そして、徴収は後の世代ということになるかもしれない。スパンの問題はありま

すけれども。そういったことが責任もって、漁協なり漁協系統団体がやれるかどう

かという問題ですね。そして、後の世代の漁業者が、それを必ず払ってくれるのか

どうか。それをどういうことで徴収するのか、その辺のところがはっきりしておら

ないと、簡単にこの回復計画を立てなさいと言われても、立てられないところが出

てくると、このように思います。 

  それまではだれかが立てかえておかなきゃならんわけでしょう。それには利子も

つきます。そういったことを、だれが負担するのかということになれば、それぞれ

裕福な立場でその団体を運営しておるところは、ほとんどないだろうと思っており

ますので、厳しい経営を迫られておるところが、その上にそういったことで大きな

負担をかぶるということになれば、組織全体がもたなくなるということ等がありま

す。 

  これは大変な問題だろうと思っております。一番大事なところでありますから、

ここでしっかり議論する。まず初めに申し上げておきたいと思います。以上で何も

言いません。 

○石川議長  

  大変ありがとうございました。 

  先ほどの私の発言でございますが、ここで御審議いただきたいというのが２点ご

ざいまして、その１点目が先ほど御説明いたしました、各部会の決定を本委員会の

決定とするということについて、了承を賜るかどうか御意見をいただきたいという

ことでございます。 

  おわかりになりましたでしょうか。要するに、事務規程においては、正確に言い

ますと、「部会の調査審議の結果をもって委員会の結果とできるものとする」とい

う規定になっております。 

  つまり端的に言いますと、そういう部会ではなくて本委員会でやるという考え方

と、部会におろして部会の結果を本委員会の決定とするという２つの方法があるわ

けですが、ここで提案されているのは、部会の決定が本委員会の決定なんだ、ただ

しそれは「部会の設置された海域において完結する資源の回復計画」についてのみ

のことでございます。つまり回復計画の中でも、複数の部会の海域にまたがるもの

は本委員会が扱うということが前提でございます。 

  よろしいですね。 

○中村委員 

  ちょっとお尋ねしたいんですが、ただいま会長さんの「部会」というのは、ここ

に掲げております３つの地区の部会という理解でよろしいんですか。 

○石川議長  

  はい、そういう意味です。 

○中村委員    

  わかりました。 

 



 

○石川議長  

  それではもう一回繰り返します。事務局から示されました今後の資源回復計画の

作成に向けた調査審議の分担については、部会の範囲に分布回遊が限られる資源の

回復計画については、当該部会でそれぞれの部会の調査審議の結果をもって本委員

会の結果とする、ということです。これでよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○石川議長  

  よろしいですね、ありがとうございます。 

  続きまして、第２点目がございます。２つ目は、当面の資源回復計画作成の手順

についてでございます。 

  これは先ほどの説明によりますと、資源回復計画の作成に向けた当面の計画作成

の手順については、本年度中の作業として、14 年度から具体的な資源回復措置の実

施を目標とする魚種、これについての資源回復計画は 13 年度において作成するこ

ととし、それから 15 年度以降を実施の目標に検討を進めていく魚種に係る計画に

ついては、その候補魚種の選定と優先順位の検討を行う、という水産庁案でござい

ます。これについて、委員会として了承するかどうかという御議論をいただきたい

と思います。 

  要するに、もうちょっと砕いて言いますと、14 年度から具体的な資源回復措置を

する魚種については、本年度中に計画をつくる。それから 15 年度以降の魚種につ

いては、その候補魚種を挙げて、その優先順位を今後この委員会で行うという手順

でございます。これについて、このとおりでいいかどうかということをお諮りした

いと思います。 

  よろしいですね。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○石川議長  

  ありがとうございます。それではそういう形をとるということを、本委員会の意

見といたしたいと思います。 

  事務局におきましては、このことを水産庁の関係部局、都道府県の海区委員会、

水産部局、関係業界等へ伝えていただきたい、とともに必要な作業を取り進めてい

ただきたいと思います。お願いいたします。 

 

３  その他 

 

○石川議長  

  次に、その他でございます。以上で資源回復計画についての協議事項は終了しま

した。この際、本委員会で今ここで取り上げるべき事項等がございましたら出して

いただきたいと思いますが、なければこれで閉会とさせていただきたいと思いま

す。 

  よろしいでしょうか。 

 



 

〔「なし」の声あり〕 

○石川議長  

  ありがとうございます。 

それでは本日の委員会は、これで閉会といたします。会長がまだなれておりません

ので、ちょっと議事進行に手間取りました。今後、おいおい訓練がいくと思います

ので、よろしく御協力のほどをお願いいたします。本日はどうもありがとうござい

ました。 

 

閉 会 

 

 

 

 


