
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回日本海・九州西広域漁業調整委員会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１４年９月１０日 

水産庁資源管理部管理課 



１ 開催日時 

平成１４年９月１０日（火）１３：３０～ 

 

２ 開催場所 

霞が関東京會舘 ゴールドスタールーム 

 

３ 出席者 

（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、畔田正格、石川賢廣、

三木奈都子 

（独立行政法人水産総合研究センター） 

 南卓志  日本海区水産研究所日本海漁業資源部長 

 時村宗春 本部研究推進部研究開発官 

（水産庁） 

 木下寛之 水産庁長官 

 海野洋  資源管理部長 

 佐藤力生 資源管理部管理課資源管理推進室長 

 齋藤晃  資源管理部管理課資源管理推進室資源管理企画班課長補佐 

 寺谷志保 資源管理部管理課資源管理推進室資源管理企画班企画調整係長 

 笠原光仁 資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班計画係長 

 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 

 久田弘一 北海道漁業調整事務所長 

 在本英教 仙台漁業調整事務所資源管理係長 

 渡部勝弘 新潟漁業調整事務所資源管理計画官 

 永井周  新潟漁業調整事務所資源管理係長 

 貝塚裕五 境港漁業調整事務所長 

 石山靖幸 九州漁業調整事務所資源管理計画官 

 西部博秀 九州漁業調整事務所資源管理係長 
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４ 議 題 

 （１） 部会の開催状況について 

 （２） 第１期資源回復計画の進捗状況について 

 （３） 平成１５年度資源管理関係予算概算要求について 

 （４） その他 

 

５ 議事内容 

 

開    会 

 

○佐藤資源管理推進室長 

  定刻となりましたので、ただいまから第２回日本海・九州西広域漁業調整委員会を開催

いたします。 

  本日は、定員 29名のうち、漁業者代表の宮本委員が御欠席されておりますが、28名の御

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漁業法101条に基づき、本委

員会が成立していることを御報告いたします。 

  それでは、石川会長、議事進行をお願いいたします。 

○石川会長 

  会長を仰せつかっております石川でございます。それでは、これから会議を始めたいと

思います。委員の皆様方、大変お忙しい中を御参集いただきましたことを御礼申し上げた

いと思います。 

  御承知のように、この日本海・九州西広域漁業調整委員会におきましては昨年の10月15

日に開催されました第１回目の会合におきまして事務規程が採択されました。そして、そ

の事務規程の中で、本委員会のもとに、日本海北部会、日本海西部会、九州西部会の３部

会が設置されまして、資源回復計画につきましては、各部会で完結する資源については、

当該部会において調査・審議するということを本委員会から付託されたところでございま

す。 

  これまで、それぞれの部会におきまして資源回復計画の策定が進められております。そ

こで本日の委員会におきましては、これまでの部会の開催状況ですとか、第１期資源回復
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計画の進捗状況等について、他の海域における状況も含めて、後ほど事務局より御説明い

ただき、御審議をいただきたいと思います。 

  それでは、審議に入ります前に、本日は木下長官がお見えでございますので、一言御挨

拶を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○木下水産庁長官 

  水産庁長官の木下でございます。本年１月に就任したところでございます。第２回日本

海・九州西広域漁業調整委員会が開催されるに当たりまして、一言御挨拶申し上げたいと

思います。 

  まず、各委員におかれましては、御多忙中のところ御出席いただきまして、厚く御礼申

し上げたいと思います。御承知のとおり、本年３月末には、昨年成立いたしました水産基

本法に基づきまして水産基本計画を策定したところでございます。この中で、平成24年を

目途といたしまして、中長期的な施策の方向を示したわけでございますけれども、基本的

な中身といたしましては、水産物の自給率の目標を定められたということでございます。

水産物の自給率につきましては、生産者あるいは関係者の努力を前提として設定するわけ

ですが、この中でも基本的には資源の回復が一番重要な課題だろうというふうに考えてお

ります。 

  私ども、資源回復計画についてはできるだけ早く策定したいと考えておりまして、平成 

16年度を目途に50程度の魚種の中から策定いたしたいと考えているところでございます。

そういう意味で、私ども、広域漁業調整委員会に対して大きな期待を寄せているところで

ございます。資源回復計画は、申すまでもなく広域での計画でございまして、関係する漁

業者の皆様方は非常に多岐にわたるわけでございます。その策定に当たりましては、これ

までの経緯を見ましても困難な状況があるわけでございますけれども、私どもいろいろな

困難を乗り越えて、先ほど申し上げたような計画をベースにして、できるだけ早く資源回

復計画を策定いたしたいと考えているところでございます。 

  さきの通常国会では、水産業協同組合法、あるいは漁業再建整備特別措置法等々の法律

の改正を行いましたけれども、これらにつきましても、資源管理あるいは資源回復という

ことを念頭に置いて措置をしたところでございます。後ほど担当の方から御説明申し上げ

ますけれども、資源回復計画に係る予算措置につきましても、公共あるいは非公共をあわ

せて充実したところでございます。今後、15年度の予算折衝、非常に厳しいことが予想さ

れますけれども、私ども資源回復計画を推進する見地から可能な限りの予算措置を確保し

 - 3 -



ていきたいと考えているところでございます。 

  既に資源回復計画につきましては、瀬戸内海のサワラ、または太平洋南部海域の伊勢

湾・三河湾のトラフグなどの小型底びき対象魚種、また、今月には日本海西部のアカガレ

イの資源回復計画について公表したところでございます。 

  本委員会の管轄区域は、北海道から沖縄県まで変化に富んだ漁場を内容としているとこ

ろでございます。漁業の種類についても、沿岸漁業から沖合漁業、また、対象魚種も多岐

にわたるわけでございます。私どもも、そういう意味で本委員会に期待しているところが

大きいものがあるわけでございます。繰り返すようでございますけれども、資源回復計画

の策定の成否は委員会での議論にかかっていると考えるところでございます。したがいま

して、委員の皆様方、大変お忙しいところでございますけれども、委員会での議論が真摯

に行われ、資源回復計画の策定につながるようお願いし、また期待しているところでござ

います。 

  簡単でございますけれども、皆様方のますますの御健勝と本委員会での議論が成功裏に

終わりますよう祈念いたしまして、御挨拶にかえさせていただきます。今後ともよろしく

お願いしたいと思います。 

○石川会長 

  どうもありがとうございました。 

  なお、長官は所用がございますので、これをもちまして御退席をされます。長官、御多

忙中御出席いただきまして、大変ありがとうございました。 

○木下長官 

  よろしくお願いいたします。 

○石川会長 

  それでは、引き続き委員会の議事に入りたいと思いますが、まず、お配りいたしました

資料の確認をしたいと思います。 

  事務局より資料の確認をお願いしたいと思います。 

○齋藤管理課課長補佐 

  それでは、事務局より資料の確認をしたいと思います。 

  まず、議事次第、続きまして配席図、今日の出席者名簿、そして委員名簿、これが事務

的な資料となっております。それから、本日の議題にかかわる資料として、資料１が「部

会の開催状況について」、資料２が「第１期資源回復計画の進捗状況について」、資料３
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が「日本海西部アカガレイの資源回復計画」、最後に、資料４として「平成15年度資源管

理予算概算要求について」ということになっております。 

  お手元の資料等に不都合がございましたら、事務局の方にお願いいたします。 

  以上です。 

 

                               議事録署名人の指名 

 

○石川会長 

  続きまして、本委員会の議事録署名人を選出させていただきたいと思いますが、議事録

署名人の選出につきましては、事務規程第12条にありますように、会長から２名以上指名

することという規定になっておりますので、僭越ではございますが、私の方から指名させ

ていただきたいと思います。 

  これまで名簿の順に従って指名してきておりますので、これを踏襲いたしまして、今回

の議事録署名人といたしましては、海区漁業調整委員会の互選委員の方から佐々木委員、

大臣選任の漁業者代表委員の方から和田委員のお二方にお願いいしたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

議題１ 部会の開催状況について 

 

○石川会長 

  それでは、議事に移ります。 

  議題の１番目「部会の開催状況について」でございます。これまでの部会の開催状況に

つきまして、事務局から御説明をいただきたいと思います。 

○齋藤管理課課長補佐 

  それでは、資料１の「部会の開催状況について」に基づきまして、説明させていただき

ます。 

  初めに、日本海北部会ですが、第１回目の開催は、本委員会開催の翌日の昨年10月16日、

場所は霞が関東京會館となっております。 

  概要としては、部会長の互選、事務規程といった部会の運営についての規程が採択され

ております。部会長につきましては石川会長が、部会長代理については畔田委員が互選さ
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れております。 

  また、資源回復計画につきましては、まず、日本海北部海域の資源状況についての説明

を、日本海区水産研究所より説明をいただきまして、続いて、資源回復計画対象魚種につ

いての検討が行われました。事務局からは、平成11年より２年間にわたりまして、水研セ

ンターや各都道府県漁業者協議会などの意見、助言などを踏まえて、計画の候補として考

えられます魚種、例えばマガレイ、ハタハタ、ズワイガニ、スケトウダラ、マダラなどの 

14魚種を水産庁素案として提出しております。 

  このときの部会では、これらの素案をもとに、必要があれば魚種の追加も視野に入れま

して、漁業者協議会などで議論を行い、対象魚種の選定、優先順位の決定をしていくとい

う、候補魚種の選定についての作業手順についての承認をいただいております。 

  続きまして、第２回の開催ですが、本年４月24日、場所は新潟市において開催しており

ます。 

  まず、資源回復計画の関係予算につきまして事務局から説明いたしまして、続いて、資

源回復計画対象魚種候補優先順位といたしまして、第１回の部会で決定いたしました手順

を踏まえまして、約６カ月間かけて水産庁としても、漁業者協議会、行政・研究担当者会

議、といった場で議論を進めてまいりました。その結果、魚種について、事務局側から提

案したところ、４月の時点では、まだ具体的な魚種の選定といったところまでは至りませ

んでしたが、今後さらに漁業者協議会で検討していくということについて承認されており

ます。それに基づきまして、これまで事務局といたしまして関係漁業者協議会等で検討し

てきた結果、明日開催される北部会において、具体的な資源回復計画の対象魚種について

提案をしたいと考えております。 

  続きまして、日本海西部会ですが、第１回の開催は、北部会と同じ10月16日、場所は霞

が関東京會館で行っております。 

  そして、北部会と同様に、最初に部会長の互選、事務規程の採択が行われております。

部会長には吉岡委員、部会長代理には屋田委員が互選されております。 

  資源回復計画につきましては、日本海西海域の資源状況につきまして、日本海区水産研

究所より説明をいただきまして、対象種の選定につきましては平成11年から検討されてお

りましたアカガレイ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、ハタハタ、ヒラメなどを事務局より

提案しております。この素案をもとに漁業者協議会で検討するという作業手順が承認され

ており、さらに、日本海西部会につきましては、アカガレイについての資源回復計画の素
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案が事務局側より示されて、この素案をもとに、これも漁業者協議会で具体的な協議を進

めるということが承認されております。 

  そして、西部会の第２回開催ですが、今年の２月19日、米子市において開催されており

ます。 

  内容につきましては、予算の説明をいたしまして、アカガレイの資源回復計画案につき

まして、アカガレイをＴＥＡ魚種として選定することもあわせて承認をいただいておりま

す。そして、長官の挨拶にもございましたが、アカガレイの資源回復計画につきましては、

最終的な調整を行いまして、今月の６日に公表させていただいております。 

  対象魚種については、ヤナギムシガレイ、ハタハタ、ソウハチなどが候補魚種として挙

がってきたのですが、その時点では、具体的な魚種を確定するには至らず、引き続き漁業

者協議会の場などで検討を重ねることとされております。これも明日に開催が予定されて

おります西部会の方で、事務局より候補魚種の提出を予定させていただいております。 

  最後に、九州西部会ですが、第１回目は昨年11月12日に博多で開催しております。 

  部会長には石川会長が、部会長代理といたしましては畔田委員が互選され、事務規程が

採択されております。 

  対象魚種としては、これまでの検討状況を踏まえまして、トラフグ、アマダイ、ヒラメ

などの８魚種を候補魚種として事務局から提出し、これもほかの部会と同じように、漁業

者協議会などで具体的な検討を行うこととされております。 

  九州西部会の第２回につきましては、本年３月18日、福岡市において開催されておりま

す。 

  対象魚種については、アマダイ、マチ類などが候補として挙がっておりますが、その時

点では具体的な魚種を確定するには至らず、引き続き検討ということにされております。 

  九州西部会の開催につきましては、現時点では未定ですが、来月ぐらいを目途に開催さ

せていただきたいと思いますので、関係される委員の皆様におきましてはよろしくお願い

したいと思います。 

  また、参考として、他海域の委員会、部会の開催状況について簡単に御説明させていた

だきます。 

  まず、太平洋広域漁業調整委員会ですが、太平洋につきましては北部会と南部会を設け

てあります。第１回目につきましては、会長の互選、事務規程の採択が行われております。 

  そして、太平洋北部会につきましては、第１回目について、沖合性カレイの資源回復計
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画についての素案が示され、これが具体的に検討されることとされ、第２回目において資

源回復計画の原案が承認されております。あわせて、第２回目で資源回復計画の中のサメ

ガレイ、ヤナギムシガレイについてのＴＥＡの政令指定ということを承認していただいて

おります。 

  太平洋南部会ですが、第１回で、伊勢湾の小型底びき網漁業対象種の素案を承認してい

ただきまして、第２回目で原案を承認、あわせて、底びき対象種のうちのトラフグについ

てＴＥＡの政令指定をすることを承認されております。 

  ただ、第２回目で承認されました資源回復計画に若干修正が入ったということで、７月

に第３回目を開催して、この修正案について承認されております。そして、第３回目では、

サワラの資源回復計画について議題にありますが、これは、さきに公表されております、

さわら瀬戸内海系群資源回復計画が、隣接海域、具体的に言いますと、紀伊水道、豊後水

道ですが、これは太平洋南部会の管轄水域になりますが、これについてサワラの資源回復

計画で行っている措置と同様の措置をとるべきではないかという議論がありまして、その

措置をどうするかということを、この太平洋南部会で審議されております。 

  この具体的な内容については、２番目の議題にあります第１期資源回復計画の進捗状況

の中で、瀬戸内海サワラの資源回復計画ということで詳細については御説明したいと思い

ます。 

  最後に、瀬戸内海広域漁業調整委員会ですが、瀬戸内海の方は４回開催されております。

瀬戸内海については、部会は設けられておりません。 

  瀬戸内海で特記すべきことといたしましては、第３回にサワラの資源回復計画について

ということで、サワラをＴＥＡの政令指定とすることについては承認されたものの、サワ

ラの資源回復計画の原案につきましては、一部県において、時期尚早であるということで、

再審議とされております。最終的には、その１カ月後に、資源回復計画についてはスター

トさせることが重要であるということで、一部規制措置について検討課題を残しておりま

すが、第４回目の３月の瀬戸内海広域漁業調整委員会で承認されまして、４月12日に資源

回復計画を公表しております。 

  以上で事務局の説明を終わらせていただきます。 

○石川会長 

  どうもありがとうございました。 

  ただいま各部会の開催状況につきまして、他海域の部会も含めまして御説明がありまし
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た。本件について何か御質問があれば、出していただきたいと思います。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、特に御質問もないようでございますので、次の議題に進ませていただきます。 

 

議題２ 第１期資源回復計画の進捗状況について 

 

○石川会長 

  議題の２が「第１期資源回復計画の進捗状況について」でございます。 

  本委員会の管轄海域の資源回復計画につきましては、先ほど長官の御挨拶にもありまし

たとおり、９月６日付けで、日本海西部会のアカガレイの資源回復計画が公表されたとこ

ろでございます。他の海域につきましては、瀬戸内海のサワラ、太平洋南部海域の伊勢・

三河湾の小型底びき網漁業対象魚種について、資源回復計画が既に公表されております。

これらの計画の概要等につきまして事務局から御説明をいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○齋藤管理課課長補佐 

  それでは、資料２「第１期資源回復計画の進捗状況について」に基づいて説明させてい

ただきます。 

  まず、本委員会、日本海西部会の管轄となります日本海西部のアカガレイ資源に対する

資源回復計画ですが、これは今月６日に公表させていただいております。資料３として計

画本文を添付させていただいておりますが、説明は資料２の方でさせていただきたいと思

います。 

  本計画は「アカガレイ（ズワイガニ）」となっておりますが、これは資料の右図に日本

海におけるアカガレイの分布とズワイガニの分布を載せてありますが、この図の黒い部分

が分布域となっております。見てのとおり、両魚種の分布域はほぼ一致しており、両種と

も沖底、小底の主要対象魚種であるということから、資源管理の面からいたしますと、両

種とも表裏一体の管理対象資源としてとらえる必要があることから、「アカガレイ（ズワ

イガニ）」の資源回復計画としております。 

  １は資源の現状と回復の必要性ということですが、資料の右図にもありますとおり、近

年漁獲が低迷しておりまして、早急な資源回復が必要な状況ということであります。 

  ２番目として、資源の利用と資源管理の現状でありますが、漁業種類としては、沖合底
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びき網漁業、小型機船底びき網漁業の２種類で全漁獲量の98％を占めております。従来よ

り法的規制と自主的な管理を行ってきているということであります。 

  資源回復の目標ですが、４番に掲げております具体的な措置を講じまして、今ある資源

を100とすれば、10年後に115としたいということであります。資源水準が高かった1980年

代前半を目安とした資源回復目標を設定することにつきましては、現状の漁獲努力量を大

幅に低下させる必要があることから、漁業経営への影響、また、日本海西部の海域特性を

踏まえまして、資源回復に段階的な取り組みが必要であるということから、比較的無理の

ない数値目標としております。 

  ４番として、資源回復のために講じる措置ですが、保護区、保護礁の設置による漁場を

少し狭めるような形での漁獲努力量の削減、保護礁の具体的な設置については検討中とい

うことになっております。 

  そして、漁具の改良ですが、例えばズワイガニの禁漁期であっても、どうしても混獲と

いうのは起こってまいりますので、網に入ってしまうようなものを上に揚げてしまうと死

んでしまいますので、そういうことのないように、間違って網に入ってしまうズワイガニ

や小型魚を逃がすような漁具の改良ということであります。 

  また、休漁期間につきましては、休漁漁船を活用して、海底清掃ですとか、海底耕耘と

いう取り組みを行うということが考えられております。 

  ５番は支援措置ですが、こういった漁具改良に必要な経費等を資源回復計画推進支援事

業によって行うこととしております。 

  続きまして、伊勢湾・三漁湾小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画の概要です。 

  こちらの方は、太平洋広域漁業調整委員会の南部会の管轄であります。この計画の特徴

は、他のところは魚種の方から着目しておりますが、伊勢湾の場合ですと、当初はトラフ

グということでアプローチした経緯がありますが、現場で話し合った結果、伊勢湾・三河

湾の小型底びき網漁業対象魚種全体に対する取り組みという整理となったところでありま

す。要点を絞って説明させていただきますが、具体的な管理措置としては、伊勢湾・三河

湾の中でトラフグの稚魚が成長する過程で、あまり商品的に価値のない小型のトラフグが

採捕されるということですので、この部分を保護しましょうということで規制をかけてお

ります。具体的には、全長25センチ以下のトラフグについては、秋には水揚げをしないと

いうことになっております。 

  それから、漁具の改良についてですが、小型底びき網ですと、一旦網を揚げた際に、漁
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獲物を甲板に出すわけですが、その際に、再放流しようとするトラフグやアナゴなどの小

型魚は置いたままにしておくと死んでしまうわけですが、この死亡を抑えまして再放流の

効果が上がるように、揚げた漁獲物に水をかけるようなシャワー装置を導入することとし

ております。このようなアプローチも資源回復計画の一つの例であるということで、今後

の御参考にしていただければと思います。このようなシャワー装置の導入ということにつ

いても、水産庁の予算により支援することが可能ということになっております。 

  あと、冬季に１カ月程度の休漁期間を新たに設けまして、その休漁期間中に、内湾では

かなりごみもたまっているという話もありますので、集中的に海底耕耘ですとか、清掃を

行うことを考えております。 

  ３ページ目がサワラの資源回復計画です。これは瀬戸内海広域漁業調整委員会の管轄で

ありまして、４月12日付けで公表となっております。瀬戸内海のサワラというのはこの地

域では非常に重要な魚種でありまして、主に瀬戸内海の内海の方で行われているサワラ流

し網漁業、内海の一部で行われている、比較的小型ですが、まき網漁業で一部が獲られて

おります。さらに、瀬戸内海の東側入口で行われておりますひき縄（釣り）漁業というも

のが主な漁業でありまして、以前ですとかなり獲れていたものが急激に下がってきている

というところから資源回復計画に取り組むということになったものです。 

  基本的な取り組みとしては、未成魚の保護ということが一つのキーワードとなっており

まして、それから、全体の漁獲量を圧縮しようということで、瀬戸内海漁業調整事務所の

方が中心となっていろいろ取りまとめてまいりましたが、サワラは春に瀬戸内海に産卵の

ために入ってくるもの、それから秋、これはふ化したものが秋はサゴシという、比較的小

型ですが、30センチないし40センチくらいまで成長いたします。春、秋のいずれかについ

て、地域の事情や漁業種類にあわせて休漁措置を行うということになっております。また、

未成魚の漁獲抑制ということで、漁具の改良として、流し網の目合の拡大ということが資

源回復計画のメニューの大きなものとして取り組まれております。県の知事許可漁業であ

るサワラの流し網漁業ですが、県によって、網目の制限が統一されていなかったわけです

が、これは資源回復計画の中で網目を統一することにしまして、例えば秋のサゴシ漁、先

ほど言いました小型のものはあまり獲れないという形になっております。あとは、日本栽

培漁業協会を中心としました種苗放流ということも手がけられようとしております。 

  また、先ほどの説明でも少し触れましたが、太平洋との隣接海域の取り扱いです。３ペ

ージ右側のサワラの回遊イメージ図にもありますとおり、サワラは、瀬戸内海から紀伊水
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道、あるいは豊後水道についても回遊を行っております。これらの水域の取り扱いについ

ても、資源回復計画を実効あるものとするためには、瀬戸内海の取り組みに応じた形で行

うことが理想となるわけであります。 

  この隣接海域につきましては、太平洋広域漁業調整委員会の太平洋南部会の管轄水域と

なりますが、一つの方法として、瀬戸内海に準じた形で太平洋南部会でサワラの資源回復

計画を取り組みまして、その担保措置として、太平洋広域漁業調整委員会の指示を出すこ

とも考えられましたが、対象海域が非常に局所的で、太平洋広域漁業調整委員会の海域は

非常に広いわけですが、そのうちの一部の海域、関係する県は和歌山県、徳島県、愛媛県、

大分県の４県ということになりますが、この４県については、瀬戸内海広域漁業調整委員

会の方にも参加しておりますので、瀬戸内海の取り組みを十分に理解しているという事情

があります。 

  さらに、実際に出される規制につきましては、瀬戸内海の規制と連動して、素早く、機

動的に出す必要があるということから、太平洋広域漁業調整委員会で委員会指示を出すよ

りは、各海区漁業調整委員会などが、瀬戸内海広域漁業調整委員会と連携して必要な措置

を講ずる方が適当だろうということが考えられまして、先ほど説明しましたが、７月の第

３回太平洋南部会で、そういった体制づくりの構築につきまして承認されてたところであ

ります。 

  次に、参考資料として「資源回復計画作成魚種及び候補魚種」をごらんください。これ

について若干説明させていただきます。 

  第１期と第２～４期とに分かれておりますが、第１期計画のうち太字の部分が既に公表

された計画となっております。第１期のうち、マサバ太平洋系群については、今後卓越年

級群が発生したときに、その発生した小型魚を獲り尽くしてしまわないように、次の回遊

に活かすという方向でアプローチを考えておりまして、概略についてはまき網漁業界の

方々と相談させていただいているところですが、卓越年級群が発生した際に、これまでで

したら連日操業いたしまして資源を早期に獲っていたところですが、操業日数をある程度

圧縮することによりまして、発生した卓越年級群を保護いたしまして、２歳、３歳になっ

て産卵群に参加できるような措置をとって、資源全体の底上げを図っていこうというアプ

ローチを考えております。したがって、マサバの資源回復計画については、卓越年級群が

発生したときを見てつくるという整理とさせていただいております。 

  第１期計画のうちの太平洋北部会の沖合性カレイ資源については、サメガレイ、ヤナギ
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ムシガレイとともに、カレイではないのですが、キチジ、キアンコウといったものを対象

に考えております。これも沖合底びき網漁業と小型底びき網漁業を対象として、魚種によ

って多少アプローチが違うのですが、サメガレイの場合ですと、産卵期に保護区を設定す

ることなど、現在関係者の間で最終的な調整を行っているところであります。 

  そして、第２～４期の計画についてですが、これはあくまでもこれまで行政・研究担当

者会議、漁業者協議会等の意見を踏まえまして、候補に挙げられている魚種を載せており

ます。下の注にも書いてありますが、あくまで現段階での水産庁としての案でありまして、

今後の魚種の選定については、魚種を管轄する広域漁業調整委員会の各部会などでそれぞ

れ審議されることとなります。 

  時間もありませんので、概略だけ説明させていただきましたが、他の海域でどのような

資源回復計画が行われているかという御紹介をさせていただいたところですが、委員の皆

様も御興味がおありでしたら、何かの折に我々の方に問い合わせていただければ、また細

かい説明もできると思いますので、こういった取り組みがあるということを御承知いただ

ければと思います。 

  事務局の説明は以上です。 

○石川会長 

  ありがとうございました。 

  資源回復計画の第１期の進捗状況についてただいま御説明がございました。これについ

て何か御質問等があれば出していただきたいと思います。 

○畔田委員 

  アカガレイの資源回復計画の中で、分離漁獲型底びき網の導入ということが挙げられて

おりますが、これの性能といいますか、漁獲を回避された小型魚がどのくらい生き残ると

か、大型魚の漁獲性能がどのくらい落ちるのかとか、その辺の実証的なデータはあるので

しょうか。 

○佐藤資源管理推進室長 

  細かい資料は持ってきておりませんが、簡単に言いますと、これは福井県の水産試験場

が小型底びき網漁業の関係者と一緒になって開発して、それには水産工学研究所の指導も

あったようですが、夏場アカガレイと一緒に獲れていたズワイガニを100としますと、約90

は抜けるということです。アカガレイも小さい遊泳力のないものなどが１割ぐらいはズワ

イガニと一緒に逃げてしまうようです。 
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  今、私どもの普及啓発関係の事業で、毎年資源管理関係のビデオを作成しているのです

が、今回はこれをテーマにしたビデオをつくっていきたいと思っております。詳細が必要

でありましたら、関係のところから取り寄せたいと思います。 

  ただ、問題は、小型底びき網漁業においてはかなり実現性は高いようですが、大きい沖

底用に展開するための課題が残っているということ、それから、どこにでも使えるわけで

はなくて、例えばハタハタ、アカエビなどが主要な対象になっている地区におきましては、

狙っているものが同時に抜けていきますから、この漁法は日本海西のどこにでも適用でき

るというものではないようでございます。ただ、可能な限り、漁場におけるアカガレイと

ズワイガニのバランスがある程度とれるところにおいてはかなりの効果が期待されます。

こういう漁具が取り入れられれば、私どもとしても支援措置の対象にしていきたいと考え

ております。 

○石川会長 

  そのほかございませんか。 

  今、改良漁具の話がございましたけれども、沖底の方ではまだ開発がなされていないよ

うな状況でございます。沖底の委員さんの中で、どなたかこの辺に御発言はございません

でしょうか。 

○橋本委員 

  ２～３年前から、福井の越前海岸方面の小型底びきが、カニ場というよりカニ場周辺で

操業する場合に、アカガレイを主目的にしているわけですが、そこでカニが混獲されるた

め、これをなるべく解消したいということで、前から少しずつやっていた。それが昨年試

験場等もかなり本腰を入れまして、ある程度成果が出たということで、今年の７月、８月、

石川県の輪島の方にも福井県の小型の業者と似たようなグループがあるわけですが、そこ

へ福井の試験場、それから実際に網を使ったことのある業者を招きまして、そして、休漁

期に４～５回試験をいたしました。 

  何分石川県の場合は初めてでございますので、福井の方から網の構造等を聞いてやった

のですが、最初一、二回は全く効果がなかった。それで福井県の越前町の、それを主に研

究しております船長さん数名に来ていただいて、改良を重ねた結果、何とか近年中にその

網を本格的に導入できるのではないかというお話が８月の終わりごろにありまして、石川

県の沖底も同一にやってほしいというような話でございましたけれども、急に言われまし

ても、なかなかそれに踏み切れませんので、ここ１～２年改良を重ねて、しかも、根拠地
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が幾つもありますから、その辺でもいろいろ説明をしていただいて、できることならそれ

を取り入れていきたいと思っているわけですが、現時点では、まだまだそう簡単に「はい、

わかりました」という返事はできないような状況でございます。 

  本格的にこれの改良試験をしましたのは福井県の水産試験場でございますので、そちら

の方にお問い合わせになれば、いろいろな資料等も出てくるのではないかと思っておりま

す。 

○石川会長 

  どうもありがとうございました。 

  そのほか御意見、御質問等ございましたら出していただきたいと思います。 

○三木委員 

  資料の参考で示されました資源回復計画作成魚種及び候補魚種というもので、第１期計

画で出された魚種、あと、第２～４期で水産庁の方で想定された魚種が提示されていると

思うのですが、資源回復計画がどんどん進むにつれて地域で取り組む魚種が増えてくると

思うのですが、その際に、例えば一つの漁家でも、一つの魚種にかかわるだけではなくて、

複数の魚種が関係してくると思うのですが、その辺、具体的にどういうふうに休漁措置を

とるか、漁具改良をしていくかという複合的なところは、具体的なものが出てからの調整

ということになるかと思うのですが、現段階では、その辺の調整というのは水産庁の方で

はどうお考えなのでしょうか。 

○佐藤資源管理推進室長 

  今、三木委員から御指摘がありましたように、何もしないところにある魚種を定めて、

それについて議論するというのは比較的簡単です。しかし、一旦Ａという魚種を規制され

て、さらに別の魚種をそのまま展開しますと、早い話、獲る時期がない、獲る場所がなく

なるわけです。これは両方の魚種に関わってくる漁業者にとっては、ひとつだけだったら

議論に乗れるにしても、それを二重にかけられた場合は議論できない。つまりそういうこ

とは実際的でないという御指摘が既に出ておりますし、そういう話は当然起こってくると

思います。 

  その場合はどうするかということですが、私どもとしては、これは今後の議論ですが、

いずれにしても、Ａという魚種を指定して、その資源回復の効果がある程度出てきて、そ

れに対する規制措置が若干緩和できるとか、そういう時期までに、追加的魚種についての

規制措置を、計画としては16年までにまとめて原案をつくっておき、その実行は、最初に
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手がけた魚種がある程度の目途が立ったときに開始するということをやらないと、漁業者

としては、そういう内容について議論するということはなかなか難しいのではないかと思

います。 

  ただ、地域に行きますと、底びきなども初めてわかったのですが、みんな同じようなも

のを獲っているわけではなくて、漁場を棲み分けしているわけです。ですから、ある魚種

について皆さんが規制されているわけでなくて、ある魚種の規制が、例えば保護区域とし

ますと、そこを自らの漁場として棲み分けして持っている方にはかなりきついことになる

わけです。そうでない方もいらっしゃる。最後になりますと、どこの漁場がどういうふう

に規制されるのか、どういう漁業者に痛みがいくのかというところまで入っていかないと、

追加魚種の議論が始まらず、その前に２魚種目は全部だめだということにもならないので

はないかと思います。 

  いずれにしても、共通基盤となる魚種を定めて、さらに、それに対して地域の事情によ

って追加的な魚種を検討していく。現場で十分議論しながら、次の魚種をどうするかとい

うことが必要だと思います。ですから、１期の魚種を議論する何倍も時間をかけないと、

追加魚種についてやっていくことはなかなか難しいのではないかと思います。最終的には、

全体として重要な魚種については、何らかの形で16年までに作成を終わって、実行につい

ては23年までに終わるということになっておりますので、まだ、10年弱ありますので、実

行は段階的に見ながらということも、一つの考えではないかと考えているところでありま

す。 

○石川会長 

  ありがとうございました。そのほかございませんか。 

  私の方から一つお聞きしたいのですが、瀬戸内海のサワラというのが一番先行して進ん

でいると思いますが、先ほどの説明の中でなかったのは、具体的に、今どういう状況にあ

るのか。もし実行しているのであれば、その実行の状況というのは何かつかんでおられま

すでしょうか。 

○佐藤資源管理推進室長 

  先ほどお配りしました瀬戸内海の地図が載っているものをごらんいただきたいのですが、

この５月から既に休漁が始まっておりまして、斜線部分につきましては春漁を控えるとい

う形になっております。中央の安芸灘から播磨灘の間は秋漁を控えるということになって

おりまして、斜線の部分については既に休漁されております。それから、一部の船につき
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ましては、漁場監視などで休漁中の漁船を活用するということで、隻数は限られておりま

すが、そういうことを実施しております。 

  なお、資源の動向については始めたばかりで、まだ議論すること自体無理なのですが、

東の方は資源回復計画が始まる前から、香川県や兵庫県等の関係県において、既に秋漁の

休漁に取り組まれており、その効果のためか、昨年よりは明らかに資源的にはよいという

ことが東側では言われております。西側についてはまだそこまで出てきていないようです

が、現在はそういう状況であります。 

○石川会長 

  ありがとうございました。 

  その他、御意見、御質問ございませんか。よろしいですか。 

 

議題３ 平成15年度資源管理関係予算概算要求について 

 

○石川会長 

  それでは進捗状況についてはこのくらいにいたしまして、次の議題に移らせていただき

ます。 

  ３番目の議題は、「平成15年度資源管理関係予算概算要求について」を議題として挙げ

させていただきます。 

  この資源回復計画におきましては、具体的に漁獲努力を削減することになるわけであり

ますので、当然経営に対して何らかのマイナス影響が出るということで、国としても、財

政支援措置を考えていただいておるところでございます。現在、水産庁におきまして、財

務省に対して15年度の予算要求を行っているという段階であるというふうに理解しており

ますけれども、現段階の予算要求の内容につきまして、水産庁から御説明をお願いしたい

と思います。 

○齋藤管理課課長補佐 

  それでは、資料４の「平成15年度資源管理関係予算概算要求について」に基づきまして

説明させていただきたいと思います。 

  現在、財務省に対し概算要求を行っているところでありますが、皆様御承知だと思いま

すが、最初にお断り申し上げますと、この資料に載っております予算額や事業内容につい

てはまだ確定しておらず、今後財務省との折衝を経て変化していくものであるということ
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を、あらかじめ御承知願いたいと思います。 

  それでは最初に、15年度要求の基本的な組み立て方ですが、資料にもありますとおり、

我が国周辺水域における資源回復の推進ということで、１から５まで５本の柱を立ててお

ります。 

  まず、１．として、調査研究の推進と体制の充実ということですが、これはまさに資源

管理を行うために必要となる、一番基本となります資源状況の的確な把握を行うための調

査予算ということで、水研センターの事業費を要求しているものであります。 

  ２．の資源回復計画の全国展開ですが、これは資源回復計画を直接的に推進していくた

めの予算ということになっております。 

  ３．は、つくり育てる漁業の推進ということで、栽培漁業の推進、栽培漁業につきまし

ては資源回復計画の中にも種苗放流等で触れております。 

  そして、４．が漁場環境の保全ということであります。 

  最後に、５．の取締体制の強化、これは資源管理の前提となります我が国周辺水域にお

ける漁業秩序の安定化といったことから取締体制の強化ということを挙げております。 

  以上が基本的な考え方で、それぞれについて簡単に御説明いたしますと、１番は、今申

しました調査研究の推進ということです。 

  ２番の資源回復計画の全国展開というところの①資源管理体制・機能強化総合対策事業

について説明いたしますと、２ページにＰＲ版が載せてあります。概算要望額を見ますと、

括弧書きが前年度予算額ですが、前年度予算額はゼロとなっております。これは全く何も

なかったところに新規に資源回復計画にかかわる予算をつけたということではなく、予算

上の話ですが、これまでも同様の事業を行っておりまして、今回必要なものについては増

額して、削る部分については削って、再整理をして、さらに関連予算をまとめて一本とし

て新規事業という位置付けで要求したということで、全く何もなかったゼロの部分にこれ

だけの額をつけているものではないということをお断りしておきたいと思います。 

  それでは、具体的な事業の中身ですが、大体４本の柱に分かれておりまして、２．事業

内容の（１）としては、資源管理に必要な情報の提供、これは調査の部分ですが、都道府

県の水産試験場に対する助成ということになっております。 

  （２）で多元的な資源管理型漁業の推進ということで、これは公的規制に補完して、漁

業者の皆様自ら取り組んでいただく、資源管理型漁業といったものをこれまで推進してき

ているわけですが、その中で品質ですとか、コスト削減といったところまで踏み込みまし
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て、資源回復によって、たとえ量が落ちても、単価の向上やコスト削減をすることによっ

て、漁獲量は減っても漁業収入は安定するというところに着目した資源管理型漁業を「多

元的な資源管理型漁業」と言っておりますが、こちらを推進していこうということから要

求しているところであります。 

  （３）の①の資源回復計画の作成及び普及の推進ですが、これは資源回復計画の作成に

かかわる会議の開催費などを県に助成する。また、漁業者団体におかれましては、漁業者

協議会の運営や開催に係る経費について助成するということになっております。 

  さらに、ＴＥＡ制度が来年から本格的にスタートするということになりますが、ＴＥＡ

につきましては、ＴＡＣと同じで、月々報告するということが生じてきますので、ＴＥＡ

の報告・集計の体制整備、例えばパソコンを使って行うなど、さまざまなやり方を考えて

おりますが、こちらの方の構築のための予算というものも組み込んであります。 

  そして、（３）の②漁獲可能量の適切な管理ということですが、これは既存のＴＡＣの

集計・報告にかかわる部分を要求してございます。 

  以上が資源管理体制・機能強化総合対策事業ですが、１ページに戻って説明を続けさせ

ていただきたいと思います。 

  ２．の②資源回復推進等再編整備事業（減船）とありますが、こちらは今年度の水産庁

の予算の説明でもありますが、資源回復計画に即した漁獲努力量削減実施計画に基づいて

漁業者が自主的に減船を行うときに支援するというものであります。これは前年同額で要

求しております。 

  そして、２．の③資源回復計画推進支援事業（休漁）ですが、こちらの方も同じく漁獲

努力量削減実施計画に基づく休漁ですとか、休漁期間中における漁船の活用、あとは改良

漁具の導入といったものについて支援を行うということで、資源回復計画が今年より来年

度はまた増えてくるということから、今年度より増額要求ということになっております。 

  そして、３．は栽培漁業の推進ということで、所定の予算を要求しております。 

  ４．の①ですが、資源回復支援基盤整備事業として100億円の予算を要求しております。

特にこの中で目玉となってくるのが、資源回復計画の漁獲努力量削減実施計画に基づいて

休漁を行うときに、休漁漁業者の雇用対策として、漁場保全事業に休漁漁船を活用できな

いかということがありまして、休漁漁船を活用して公共事業である漁場保全を行おうとい

うふうな新たな枠組みづくりの要求ということになっております。 

  具体的には資料４の３ページ目をごらんになっていただきたいのですが、資源回復支援
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基盤整備事業の中に漁場環境保全創造事業というものがありまして、この中で資源回復計

画に基づく休漁漁業者の漁船を活用して保全事業を行うということであります。具体的に

申しますと、漁場環境保全創造事業の実施要領などに、資源回復計画に基づき休漁する漁

船を活用して事業を実施することを入れてやっていきたいと考えております。 

  これがどういった意味を持つかと申しますと、前段で説明しました資源回復計画推進支

援事業で休漁漁船を活用して漁場の保全事業、清掃ということはできるのですが、それに

ついては助成という形になりますので、漁業者の裏負担分が必要ですが、この事業は公共

事業ということで、県が実施主体になりますので、これに参加する漁船については、県の

方から所定の用船料が支払われるということで、裏負担分がないということになります。 

  さらに予算額について御説明したいと思うのですが、６．に概算要求額、約32億円と載

っております。この事業は、現在も資源回復計画と関係なくやっておるわけですが、これ

に新たに資源回復計画に基づく休漁漁船の活用といった項目を追加するものでありまして、

１ページの資源回復支援基盤整備事業は100億というふうに先ほど申しましたけれども、こ

の資源回復支援基盤整備事業については、それぞれのメニュー、例えば漁港の重点整備で

すとか、種苗供給施設の整備、あるいは漁場環境保創造事業といった三つくらいのメニュ

ーがあるのですが、その三つのメニューで100億というつくり方となっております。したが

って、必要であれば、漁場保全創造事業の方に100億円すべて使うということも可能という

ことになっております。ただ、既存の事業分として32億円確保ということになっておりま

すので、既存事業があるということであれば、最大で約70億円、これが休漁者対策の事業

費として可能であるというふうなことが言えます。 

  この休漁者対策といったものが来年度の予算の目玉になるのではないかということでご

ざいます。 

  ５．では取締体制の強化ということになっております。 

  以上で事務局からの説明を終わりたいと思います。 

○石川会長 

  ただいま財務省の方に要求している予算の内容の説明がございました。これにつきまし

て御質問、御意見等がありましたら出していただきたいと思います。 

  私の方から、今、公共事業で休漁した漁船を活用していこうという予算の説明がありま

したけれども、実際問題として、どのくらい需要があるといいますか、その辺はある程度

目安としてつかんでおられるのでしょうか。 
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○佐藤資源管理推進室長 

  その点が大変問題でありまして、こういう事業はぜひ必要だということで、随分前から

関係課にお願いしていて、こういうものができてきたのですが、一部の県においては従来

からやっておりますし、こういう制度があればぜひやりたいという県もございますのが、1

00億に比較して今出てきているのは100分の１以下です。 

  なぜそうなっているかというのは幾つか問題がありまして、まず、漁業者が休漁につい

てどう評価するかということがあります。ただ、底びきなどはそれでなくても２カ月、場

合によっては３カ月既に休漁しております。これ以上休漁を増やすと、市場というか、商

品としての部分にかなり空白ができます。他から魚が入ってきたり、輸入もので押さえら

れてしまうということがありますので、やみくもに休漁はできないということがあります。

しかし、これは何らかの形でうまく組み合わせながら、一部の船が出漁したり、一部休漁

したりして一斉に休漁しなくても資源回復にもっていくという方法も考えられます。 

  また、行政的に言いますと、この事業を展開するのに、旧来の漁場保全事業では、資源回

復の休漁船を使う場合に三つの問題があったわけです。一つは、公共事業というのは競争

入札が原則になっておりますので、休漁船を使いたいと思っても、もっと競争力のある漁

船、場合によっては漁船以外の船舶が安くやれれば、そちらの方が適当であることになり

ます。こういう中では確実に資源回復計画で休漁した人を採用できない。これでは困ると

いうことで、今回そこの部分の資源回復計画と一体となった事業、つまり休漁漁船以外の

船は使わないというような枠組みができないかということで、新しいものを立てていただ

きました。これについてはかなり前進できたのではないかと思います。 

  ２点目は、適債化と言われるらしいのですが、起債の対象、つまり県の負担部分が、従

来の漁場環境保全創造事業は、一部の水域については起債対象になっているようですが、

それ以外の水域は、公共事業ということですが、県の負担分について起債対象になってい

なかったようです。これを何とか起債の対象にできないかということで、実質上の県の負

担との関係だと思いますが、それについては今後いろいろと関係のところに働きかけてい

く、要請していくことが必要です。これが課題として残っております。 

  ３点目は、事務的になるのですが、事業効果をどう評価するかということです。この部

分は今検討中ですが、私どもの考え方は、確かに海をきれいにしたら資源にいいけれども、

さらに、それに資源管理措置を上乗せして、努力量削減とセットでやればより効果がある

のではないか。つまり休漁船を使うということは、事業効果と同時に、休漁するというこ

 - 21 -



とが、公共事業によってもたらされる資源回復につながる。これはほかの船を使ったとき

には絶対できない効果になります。 

  もう一つ、これはまだ研究的に進んでいないのですが、例えば大分の別府湾などで、実

際に現場に行って漁業者の意見を聞きますと、一定の海底耕耘をしたら、そこにエビがわ

く。クルマエビがいたり、それを狙ってマダイが来るとか、海底耕耘をした後は非常に魚

がよく獲れるし、とにかく基礎生産量が上がる。そういうことから狙った魚の稚魚が発生

する１カ月か２カ月前に的確に耕耘して、餌料生物を増やしてあげますと、恐らく初期の

加入のプラスアファにつながるのではないか。このようなことが資源回復計画では、資源

回復のシミュレーションしていきますので、まさに単独で事業を起こすよりも、資源回復

計画で一緒にやるとこの事業については相当な効果が期待できるのではないか。そういう

見方からこの事業についての評価を基本的に組み直していただけませんかというものを、

私どもとしては今担当課にお願いしているところであります。 

  いずれにいたしましても、１期の計画を検討しているときに、県の財政が非常に厳しい

ということで、私どもも一般会計の中で支援措置を用意しているのですが、漁業者の本格

的な休漁に対応して、都道府県の負担分が割けないという事情があるようでございます。

そういう点からしますと、水産全体として予算規模の大きい公共事業の中でそれが活用で

きれば、もちろんこれは漁業者が休漁やむなしという判断をすることが前提ですが、その

ときに乗組員の雇用、経営に影響を与えないという面から見ますと、この事業については

何とか実現を図っていければと考えております。これができれば、底魚資源を中心として、

資源回復計画を推進するための大きな道具になるのではないかと考えております。 

○石川会長 

  ありがとうございました。私もこうした事業が行われるということは非常にいいことだ

と思います。漁業者自身が漁場づくりなり漁場の回復に参加していくという利点が一つと、

休漁等そうした措置によって資源回復の一助に役立つのではないかと思います。いずれに

しても、こうした漁業者参加型の公共事業というものをぜひ考えてほしいと思います。 

  御承知のように、公共事業というのは、戦後の失業対策事業から始まったといういきさ

つがあるわけです。ですから、だれでもやれる土木事業というのが公共事業として始まっ

たわけです。もともとの公共事業の趣旨から考えてみますと、やはり地元の人たちにどれ

だけ裨益するかという工事のやり方といいますか、そうした工夫をもう一回考えてもらう

必要があるのではないかと思います。最近では、人手を省くために、高度な機械を持って
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きてやるというような方向に進んでいるわけですが、そもそも公共事業が始まった趣旨と

いうのは何だったのかという原点に帰って議論をしていただく必要があるのではないかと

思います。 

  もちろん漁業者が資源回復措置のために休漁するということは、失業とは関係ないわけ

ですが、そこはやはり休漁する期間中の経済的損失をできるだけ少なくするということを

考えていただくとすれば、こうした公共事業の中でうまく休漁した漁船を活用していくと

いうことは大変いいことだと思いますので、ぜひ実現を図っていただきたいと、私は思い

ます。 

  そのほかございますか。 

○谷村委員 

  今、室長さんの方からいろいろ説明がありまして、特に公共事業についてのあり方と、

これからの物の考え方、手法等についてお話があったのですが、私もこの事業について非

常にいい方法だなと思っております。ただ、具体的になった場合に果たして実現性がある

のか、受け入れ体制ができるのか、この辺が非常に気になるところです。一つ例をとって

みますと、休漁して船を出す、人を出すということになるのですが、公共事業の場合、先

ほどお話がありましたけれども、事業を実施する場合いろいろ枠がはめられます。業者の

内容の問題が出てくると思うのですが、果たして人を雇ってもらえるような工事内容とし

てできるのか、そういうふうな技量を休漁する方々が身につけておられるのか、その辺の

対応をどうするか、非常に気になるところでございます。 

  それから、船については、言ってみればマリンの業者というのは、どちらかというと専

門の船、それに対応した船を自分で持っておって、それを効率よく動かして耕耘などする

のが普通だと思うのです。果たして今漁民の持っている船がそれに対応できるのか、改造

することができるか、この辺の問題があろうかと思います。 

  次に、財政的な問題ですが、前にも非常に不安になって、地方の財政が非常に逼迫して

おるという現状からしまして、果たして裏負担分を地方が負担できるのか、いわゆる起債

部分ですが、これを負担できるのかどうかという心配が頭の中から取れていかないのです。

しかも、一般公共事業については、地方公共団体は返上するという話まで出ている現況で

ございますから、その辺、水産庁の方で頭と目で検討すると思うのですが、地方からどう

いうふうな意見が出ておったのか、今は仕事として何でも欲しいわけですが、このような

経済情勢ですから、働いてもらいたい、働きたい、そしてまた賃金をやりたい、これはみ
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んな欲しいのですが、果たして自治体の裏負担の部分が要望する中身に入っているのか、

このあたりがお聞きしたい部分でございます。 

○石川会長 

  ありがとうございました。何かそれに対してお答えありますか。 

○佐藤資源管理推進室長 

  ２点あったかと思うのですが、こういうアイディアがあっても、実際にそれがそのよう

に動くかどうかという点につきましては、十分動くように、今後いろいろな問題の解決方

法を考えていかなければいけないと思います。ただ、こういう事例が従来全くなかったわ

けではなくて、こういうものを活用して、私が聞いた範囲では、福井県さんなどではやっ

ている事例もあるようでございます。そのときも専門業者を入れないで、かなり直轄的に

やられているという話も聞いております。通常は、専門の業者を入れて、その専門の業者

に用船されるという形になろうかと思います。その辺も含めて12月までの間に早急に詰め

ていきたいと思っております。 

  それから、財政的負担の問題でございますが、確かに全体としては財政的に厳しい。中

でもこういう環境問題と申しますか、公共事業全体もそちらにウエイトを置いていこうと

いうことでございますので、漁業者が出したごみというよりも、陸上が起因と思われるご

みが相当海にあります。これが操業のときに甲板に上がってきて、前回も太平洋南部会を

やったときに、ごみのキャッチ・アンド・リリースというか、ごみを持って帰ろうにも、

それをずっと船の後ろに積んでいたら仕事にならないので、結局、全部置いてきている。

そのごみはほとんど陸上から入ってきたごみであるという現実を陸上の方はあまり知らな

い。その辺についてきちんと説明して、海がそういうごみで汚されているということを少

しでも改善していくということは、厳しい中でも必要な分野ではないかと期待していると

ころです。 

  その地域の財政が、この資源回復計画をどうとらえるか、また、その中でごみ掃除、海

に置いておけば陸の人は全然関係ないわけですから、それをわざわざ持ってくる。それを

処理するという問題をどうとえるかというところがポイントになってくると思います。い

ずれにしても、地方の方としては、新しい事業の枠組み、その他いろいろな問題点を具体

的に水産庁から示されていないということで、現在のところ、積極的にという県は少ない

という問題がございます。こういう問題を踏まえて、今後十分県の担当の方と調整してい

く、水産庁の中でも関係課と調整していきたいと思います。 
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○上村委員 

  予算の中身についてお尋ねいたしたいと思います。２．の②の資源回復推進等再編整備

事業の中に「不要漁船のスクラップ処理」という文言がございますが、高齢者の中で船を

放棄するという方も多いわけです。そこら辺で「不要漁船」という代名詞がつくならば、

高齢者の中で漁船を放棄する、そうした方々にもスクラップ処理等が該当するものでしょ

うか。するならば、トン当たりどのくらいの助成があるのか。 

  それから、３．のつくり育てる漁業の推進の中で、栽培漁業による有明海、八代海、こ

の中の資源回復緊急支援事業の中で、１億5,200万という予算を計上しておりますが、御承

知のとおり、あの地域は非常にノリの被害が多大になったわけですが、この緊急支援事業

というのは、ノリ養殖に対する緊急支援事業ということで理解してよろしいのでしょうか。

お尋ねいたします。 

○佐藤資源管理推進室長 

  ２点の質問の最初の方をお答えいたします。減船に対する支援措置は事業の目的という

のがございます。ですから、高齢でほとんど船を動かしていないとか、近く当然やめると

か、そういう方の船を処理するときのスクラップ代ということは念頭に置いておりません。

 資源回復計画で、実際にそういう人が、例えば高齢であるか、高齢ではないかは別に、

そういう船はこの際早目引退していただく、そういう形の中で枠組みができれば、それは

可能だと思うのですが、実質上減船するということで、それらよって少しでも努力量が下

がるということにつながるという趣旨でございますので、高齢者がやめられるというだけ

では難しい。ただ、幾ら高齢でもものすごく元気がよくて、幾らでも魚を獲っている人が

やめるということになれば、それは努力量が減るという趣旨からしますと、当然事業の対

象になる。そもそもの資源回復計画の中身になると思います。 

○齋藤管理課課長補佐 

  ２番目の質問の八代海の資源回復緊急支援事業ですが、こちらの方は養殖というより種

苗放流ということに対しての支援措置というふうに聞いております。したがって、直接的

にノリについてというのは入っていないのではないかと思うのですが、担当しているのが

栽培養殖課の方になりますので、確認して、直接御連絡させていただきたいと思います。 

○吉岡委員 

  私の理解の仕方が悪いのかわかりませんが、漁場環境保全創造事業の概要につきまして

は、机上だけの理論ではないかと思うのです。休漁ということになりますと、長期に休漁

 - 25 -



するということになれば、当然減船ということになってくるわけです。しかし、休漁とい

うのは短期間だという考え方で我々は進んでおるわけです。そうしますと、ここにいろい

ろなことが書いてありますが、休漁した漁船を利用してそれに当たるということになりま

すと、やはり船員の雇用をしておかなければならない、船員をある程度減らしますと、次

に復活するときには船を動かすことができない、こういう現実の問題が出てくると思って

おります。 

  最後に、投石だとかコンクリートだとか、いろいろなことが書いてありますが、休んだ

船を使ってするということになりますと、大幅な船の改造をしないとこうした事業には従

事できないわけです。改造してまでそうした事業に従事するということは、私は恐らくだ

れも考えないと思うのです。あるいは改造して復活するときにはだれがお金を出すのか。

こういう事業でまたもとの漁業に復活できるのか、こういうことになろうと思うわけであ

りまして、理屈はよくわかりますけれども、現実の問題として、果たして休漁している船

を利用して、現実の問題としてこういう事業に本当に使えるのかどうか、私は疑問に思う

わけでございますが、そこら辺の見解についてお願いいたしたいと思うわけであります。 

○佐藤資源管理推進室長 

  基本的には、休漁中の漁船の活用というのは操業している状態に非常に近い形で、つま

り、その船の本来持っている能力を活用してできる範囲ということを念頭に置いておりま

す。例えば船に15人乗っていて、このために５人を休ませてということではなくて、でき

れば、15人をそのまま使った形で、従来からの操業形態はそのまま形で、変更しないでで

きないかどうかということでございます。 

  もう一点、なぜ底びきが中心になるかというのは、具体的にどういう曳き方をするかと

いうのは幾つかの県で事例があるようでございますが、この辺につきましては、やってい

るところへ行って聞いたときには、簡単にはできない、一定のこつが要るということです。

ただ、大幅な船の改造その他のことを求めてこの事業をやっているということは聞いてお

りません。いわゆるごみを拾うというような器具は別途つくっていかざるを得ませんけれ

ども、船体自体の若干の改造は要るかもしれませんが、船にとって大きな負担になるよう

なことは考えておりません。 

  先ほど吉岡委員が言われましたような投石やコンクリートブロックの投入など、こうい

う本格的な土木工事に船を使うということは私ども考えておりませんで、従来からやられ

ている漁船を使った海底清掃または耕耘というもので、今の資源回復計画の対象の漁船が
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実際にできる範囲の中で事業が組めないかというふうに考えております。 

  ただし、今言われましたようにいろいろな問題があると思いますが、先ほどから繰り返

しておりますけれども、既に沖底船、あと小底の船などを使った事例というのは全国にあ

りますので、その辺を参考に、この事業の範囲を定めていくということで検討が必要だと

思っております。 

○清水委員 

  ただいまの漁場環境保全創造事業の概要について１点だけ御質問いたします。この事業

主体は地方公共団体、そして補助率が２分の１と、これは国庫補助が２分の１ということ

ですね。そうすると、残った２分の１、これは沖縄ということで２分の１、10分の６とあ

りますが、沖縄県は２分の１持っておるわけですか。それとも事業によって10分の６を持

つという形なのでしょうか。10分の６ですと、10分の４が漁業者負担ということになりま

す。最初にこの資源回復計画の御説明を承りまして、漁業者負担があると。それは対象魚

種を獲る漁業者が資源が回復した段階で払うんだ。手数料の１％なり２％上乗せで払うん

だという説明がありましたが、漁業者負担というものがあるのかないか、その辺のことを

御説明願いたいと思います。 

○佐藤資源管理推進室長 

  資料４の１ページを見ていただきたいのですが、今、清水委員御指摘の件は、昨年度ま

で私どもがこの場で説明していたものは、２の③にあります資源回復計画推進支援事業、

休漁期間中における支援ということで、これは一般会計の支援事業ですが、この中で休漁

する漁船を何かに活用できないかということで、例えば監視に行ったり、またはごみ掃除

をするという枠組みでやった場合は、３分の１の漁業者負担というのがどうしても必要に

なってきます。それをより大規模にやるということで、４の①の事業の中で同一の行為が

できるようにしたいと考えているわけです。 

  ただ、一般的に言いますと、③は、まずごみ掃除するために休漁するのではなくて、休

漁という資源回復のために必要な取り組みを行う漁船の有効活用ですから、恐らく事業の

成果というのが厳密な意味で、もちろん効果がなければいけないのですが、４の①でやる

ものに比べると、あいている間にやれる範囲でやるという程度です。ところが、４の①は、

事業として、海底耕耘なり清掃というものを本来目的とした事業でございますので、この

部分についてはそれなりの厳しい効果なり事業評価は求められる。その求められた中で、

休漁中の漁船の活用ができれば、こちらは完全に用船という形になりますので、自己負担
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はありません。ただ、金額的には、いろいろな関係業者が入ってきたりすると、お互いの

契約の話が一部入ってくるかもしれませんが、③の場合は積算が決まっておりますので、

これは実施主体である県漁連その他から直接当該漁業者に対して補助金が交付されるとい

うシステムになっております。 

○清水委員 

  わかりました。それでは、③の場合に漁業者負担があるということだけですね。 

○佐藤資源管理推進室長 

  はい。 

○清水委員 

  わかりました。 

○石川会長 

  そのほかございませんでしょうか。 

○吉岡委員 

  一番最初の調査研究の推進と体制の充実ということで、私もいろいろな会議の中でお願

いしてきたわけですが、特にこの予算につきましては、水産庁の関係だけでこうした調査

研究をなさろうとお考えになっておられるのか、あるいはまた、この予算につきましては、

全国各県にはいろいろな調査船があると思うわけでございますが、そうしたものを水産庁

として包括して、一緒になってやろうというお気持ちなのでしょうか、どちらでしょうか。 

○楠調査企画係長 

  水産庁の漁場資源課でございます。こちらの予算につきましては、国の方から独立行政

法人水産総合研究センターに委託して実施とありますが、その実施の状況につきましては、

水研センターと都道府県水産試験場、あるいは海洋水産資源開発センター等の関係団体と

密接に連携をとりながら実施をしていくというふうに考えておりますので、関係機関と十

分な連携をとって進めていくということになろうかと思います。 

  あと、こちらの説明書きのところで「資源の開発」と書いてありますが、これは「資源

の関係」ということで、誤字になっておりますので、あわせて申し上げます。 

○石川会長 

  よろしいでしょうか。 

○三木委員 

  資源回復計画が進むにつれて休漁の可能性が高まっていくと思うのですが、漁業者にお
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ける休漁期間の扱いといいますか、漁業者の概念が休漁を含むのか含まないのかという部

分で変わってくると思うのです。極端な話、正組合員資格の従事日数をカウントする場合

に、休漁という部分をどう扱うのかという問題も生じてくるかと思うのですが、この辺、

漁業者を考える場合の休漁の扱いの概念の変更等はどのように考えたらよろしいのでしょ

うか。 

○佐藤資源管理推進室長 

  今、細かい規定まで個々に持ってきておりませんが、これは資源回復計画を立てる段階

で、仮に長期にわたって、例えば秋田のハタハタなどは３年間全面禁漁ということで、こ

れは極端な例ですが、もちろんハタハタだけしか獲っていない漁業者でしたらそうなるの

ですが、いろいろやっているということもあるのですが、そのときに、事前に検討しまし

た。二つありまして、一つは、いわゆる漁業許可をもらう上での適格要件を欠いてしまう

のではないかということ、もう一つは、組合員資格、この両面から検討しました。それか

ら、今はいいけれども、再申請するときに、その優先順位とか、今回制度全体が変わった

ので、最終的にはそこは反映されないと思うのですが、いずれにしても漁業法関係、水協

法関係で休漁という措置がどういう形で行われるのかわかりませんが、その際には必ずそ

ういうものについて当該漁業者が不利にならないような形の措置を講じるということで、

それについては関係と調整して、結論から申し上げますと、大丈夫です。 

○石川会長 

  そのほかございませんか。 

○大黒委員 

  私、１点だけお聞きします。４の③ですが、「豊かな海の森づくり」となっております。

これは328億もついているようですが、一昨日、この日曜日の日経に、海と関係あるのかな

いのかわかりませんが、霞ヶ浦の沿岸を、三百何十キロだったですが、全部コンクリート

で固めてしまって湖がだめになって、それの回復を一生懸命やっておられるようですが、

海も同じことが言えるのではないか。昔は白砂青松で、砂浜があって、松林があってとい

うところがたくさんありましたが、今そういうのは全くなくなって、全部コンクリートで

海岸が固められてしまった。そのおかげで海藻、ホンダワラなんていうのはまるっきりな

くなってしまったというような状況になっております。 

  こういうことにつきまして、たっぷりと予算もついているようでございますが、国がた

くさんつけても、県の方の財政が大変逼迫しておりまして、これに対応できるのかどうか。
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そういうことからしっかりと海を回復させるようなことを考えていただきたいと思います。

加えて、山とか川とかと連携しておりますので、そういうことも一緒に考えていっていた

だきたいと思います。 

○石川会長 

  担当の人がいないようで、答えようがないようでございますが、その点につきましては、

これから部会が開かれますので、そのときに何らかの形で説明ができるようにしていただ

きたいと思いますが、よろしいですか。 

○佐藤資源管理推進室長 

  はい。 

○石川会長 

  その他ございませんでしょうか。 

  それでは、随分活発な御質問、御意見がございました。この辺でこの件は終わりにさせ

ていただきたいと思います。 

 

議題４ そ の 他 

 

○石川会長 

  次に、議題４のその他でございますが、事務局から何かございますか。 

○佐藤資源管理推進室長 

  特にございません。 

○石川会長 

  その他といたしまして、事務局の方では何も用意がないそうでございます。皆さんの方

から、この際何か御発言があればお願いをいたします。 

○吉岡委員 

  せっかくの会議でございますので、特に研究所の方に早急にお願いしたいという問題は、

今、日本海側におきましては、北陸から山陰にかけましてクラゲが非常に多いわけです。

網が曳けないほどおって、大変困っておる実態でございます。これがどういう原因で今年

度の場合クラゲが多いのか。定置をはじめ底びきにおきましても、隠岐から灘までクラゲ

ばかりだということで困っておりますので、早急に調査をしていただきまして、何らかの

回答をお願いしたい、このように御要望申し上げておきたいわけでございます。 
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○南日本海漁業資源部長 

  日水研の南でございます。今、吉岡委員からクラゲのことで、早急に原因を調査せよと、

非常に大きな課題の要求がございました。ここですぐ「はい、そのとおりいたします」と

いう速答はできないのですが、確かにおっしゃるように、漁業に与えるクラゲの影響は従

来から非常に大きいということが言われてきましたにもかかわらず、研究課題としてそれ

が取り上げられてきませんでした。そういうことで、水研のクラゲに対する対応というの

は、今のところきちんとしたものがないというのは事実です。 

  ただ、去年あたりから各県さんからもクラゲの問題について要望がございまして、今、

日本海区水産研究所が事務局となってクラゲのネットワークをつくって、各試験場、日本

海ブロックの試験場の方々からクラゲ情報をホームページ上で集めていただいて発生状況

等を注視する体制をつくったところです。こういうことの中から、これは現状分析でしか

ないので、発生の原因というところまではまだ踏み込めないのですが、どの海域で、どう

いうクラゲが、どの程度発生しているかということの監視体制はできたというところです。

  ただ、今課題として挙げられました発生の原因とかということになりますと、クラゲの

生活史から、どういうところで生き残りがいいのか。また、プラスの原因として、クラゲ

に付随して稚魚が入ってきて、イボダイとかマナガツオがふえるとか、そういった研究も

部分的には着手しているところもあるようですが、クラゲ自身の大量発生機構ということ

に関しては、今のところまだ手がつけられていないので、水産総合研究センターの研究開

発官も来ておられますけれども、研究課題として取り上げるかどうかというのは、水研セ

ンターの中で論議をしております。これは単に日水研だけでも、例えば対馬暖流に乗って

入ってくるものに関しては東シナ海を起源にしている可能もありますし、かなり広域の問

題でもありますので、水研センターとしてどう取り扱うのか、論議する必要があると思い

ます。 

○吉岡委員 

  私は、太平洋側はよくわかりませんが、日本海側、北陸側、隠岐北方、あるいは山口県

の沖合までものすごく多いのです。ですから、クラゲばかり入って、そういうことによっ

て魚が入らないのかわかりませんが、網が浮いてしまって、底魚が獲れないという状況が

続いておるわけです。今年の場合は、夏場が非常に猛暑だったので、そうしたことが影響

してクラゲがふえたのか、我々も想像がつかないわけでございまして、打開策がないわけ

でございます。各県の試験センターあたりがいろいろな調査をなっておるわけですが、も
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しわかるような情報がありますれば教えていただきたいと思います。あるいは日水研では

いろいろな考え方もあろうかと思いますが、今後、そうしたものがどのように魚に影響を

及ぼすものなのか。特に資源回復計画を充実しようとしておる最中でございますので、私

は前々から、まず生態調査をやるべきだということを言い続けておるわけでございますの

で、クラゲの発生原因を何とか見つけていただきたいというふうにお願いする次第でござ

います。 

○南日本海漁業資源部長 

  十分わかりましたので、検討させていただきたいと思います。今組合長言われたように、

海の生物の生態調査については、我々の研究所としては一番の研究課題だと思っておりま

すので、取り組んでいきたいと思いますし、その情報は皆さんに還元していきたいと考え

ています。また、いろいろそれをお伝えする方法については、御相談してお知らせするよ

うにしたいと思います。 

○石川会長 

  ありがとうございました。 

  情報としての話として聞いていただきたいのですが、私が前に理事長をやっておりまし

た海生研では、電力会社から注文を受けましてクラゲの問題をやっております。何をやっ

ているかといいますと、伊勢湾で、どういうところにクラゲのもとになるポリープが付着

しているのか、そういったところから始まりまして、生態系全般をやろうとしているわけ

です。というのは、発電所にとってもクラゲというのは大敵のようでして、クラゲが発生

することを、例えば発電所の取水口に到達する30分前でいいから予報できないか。そうす

ると、被害が最小限にとどめられるというので、基礎的な調査からやっております。たし

かもう３年ぐらいやっていたと思います。 

  私、若干うろ覚えですけれども、まず、ポリープ、クラゲというのは遊泳しているとき

と、付着しているときがあります。その付着しているものが幾つかのクラゲに分かれて泳

ぎ出す、ポリープと言っておりますが、そのポリープがどういうところに付着しているか

といいますと、日光が当たらないところ、例えばコンクリートブロックなどの下の方、日

光が全く当たらないようなところにポリープがたくさんついている。ですから、最近のよ

うに人工海岸がつくられて、自然界ではまっ暗なところというのはあまりないはずなのに、

人工的に暗がりができてしまっている。そこについているということが一つわかったのと、

淡水が混じるようなところではあまりついていないということが明らかになっております。
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これも何年か継続してやることになると思いますが、一部の研究所では若干でもそういっ

た研究を進めておるということを御紹介させていただきました。よく連絡をとっていただ

いて、情報を集められると何か役に立つことがあろうかと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  そのほかにございませんでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、ほかに御意見もないようでございますので、本日の委員会はこれで閉会とい

たしたいと思います。委員の皆様方、また、御臨席の皆様方、長時間にわたりまして熱心

な御議論を重ねていただきまして、ありがとうございました。 

  なお、議事録署名人の佐々木委員と和田委員におかれましては、後日、事務局から議事

録が送付される予定になっておりますので、署名の方をよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、これをもちまして、第２回日本海・九州西広域漁業調整委員会を閉会とさせ

ていただきます。御協力どうもありがとうございました。 

 

                                  閉        会 
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