
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回日本海・九州西広域漁業調整委員会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１５年１０月１４日 

水産庁資源管理部管理課 



１ 開催日時 

平成１５年１０月１４日（火）１０：００～１１：５２ 

 

２ 開催場所 

東条インペリアルパレス 曙の間 

 

３ 出席者 

（委 員） 

 中村東伍、西崎義三、齋藤辰男、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） 

 田原文夫 水産庁長官 

 髙柳充宏 資源管理部管理課長 

 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 

 阿部智  資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班課長補佐 

 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 

 宮崎潤太 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班資源管理調査係長 

 宮﨑孝弘 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班調査企画係長 

 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 

 栗田雅弘 境港漁業調整事務所長 

 渡邉崇也 境港漁業調整事務所資源管理係 

 森田正博 九州漁業調整事務所次長 

 吉永政信 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 

 

４ 議 題 

 （１） 資源回復計画の進捗状況について 

 （２） 平成１６年度資源管理関係予算概算要求について 

 （３） 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について 

 （４） その他 
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５ 議事内容 

 

開    会 

 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、ただいまから第３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。 

 委員の皆様や各道府県、業界等の来賓の方々におかれましては、大変にお忙しい中、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、本委員会は昨年の漁業法改正に基づき発足しており、今回で３回目の開催となります。

本委員会では、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かかわる問題等につい

て審議していただくことになります。本日が、いわゆる本委員会でありまして、本日午後には日本海西部

会、あす午前中には日本海北部会の開催を予定しております。それぞれの海域に係る資源回復の検討が行

われる予定となっております。 

 本日は、資源回復計画の進捗状況や日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の策定についてなどを議題

とさせていただいておりますが、定員29名の過半数を超える27名の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漁業法第101条に基づき本委員会は成立していることをここに御報告い

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 

 皆さん、おはようございます。 

 さて、日本海・九州西広域漁業調整委員会におきましては、昨年９月 10 日に開催されました第２回委

員会におきまして、資源回復計画の進捗状況、資源回復計画関連の予算要求について説明・協議を行った

ところでございます。 

 本日の委員会におきましては、資源回復計画の進捗状況について、他の海域における状況も含めまして、

後ほど事務局より御説明いただきます。特に、新たに資源回復計画として日本海沖合のベニズワイガニに

つきましての提案が事務局よりあるということなので、十分な御審議をいただきたいと思っております。 

 それでは、議事に入ります前に、本日、水産庁長官にお越しいただいておりますので、御挨拶をお願い

いたしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○田原水産庁長官 

 ただいま御紹介をいただきました田原と申します。この７月４日付で長官を拝命いたしておりまして、

皆様方に初めてお目にかからせてもらっておりますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、石川会長初め委員各先生の皆様におかれましては、非常に御多用の中、会に御出席いただきまし

て厚く御礼を申し上げる次第でございます。本日、午後も部会に分かれまして明日までということでござ

 - 2 -



いますけれども、よろしく御審議のほどをお願いする次第でございます。 

 これは皆様方、既に御案内のとおりでございますけれども、一昨年、平成 13 年に水産基本法が成立い

たしております。同じ国会で漁業法も改正されまして、このような広域漁業調整委員会の仕組みが設けら

れたわけでございますが、水産基本法というものが設けられております所以は、何回も繰り返されており

ますので、私の方から申し上げるまでもないわけでございますが、一つは水産物の安定供給、もう一つは

水産業の健全な発展、この２つのことを目的といいますか、理念ということで、このためにいろいろな施

策を計画的かつ総合的に行っていかなければいけないということで設けられたものと理解をしております。 

 水産物の安定供給にいたしましても、水産業の健全な発展にいたしましても、まずは漁業資源が継続し

て利用できるようにするということが基本であるということは言を待たないことではないかと思います。 

 このため、我が水産庁といたしましては、資源回復計画を施策の重要な柱の一つということに位置づけ

ておりまして、このための予算措置なり、助成措置といったこと等につきまして、いろいろ意を用いてき

ているところでございます。平成16年度まで、来年度までには全体で50魚種程度の資源回復計画を定め

まして、世界でも有数の漁場と言われております我が国周辺水域を漁業に利用できるように資源の維持・

増殖を図っていきたいとしておりますけれども、残念ながら、まだ今までのところ、11 魚種の５計画に

とどまっているということでございまして、ぜひとも、この計画を加速化し、周辺水域におきますいろい

ろな漁業資源の増殖に努めていかなければいけないということを考えている次第でございます。 

 もちろん、そうしたことのためには、国の予算措置だけでできるというものではございません。時には、

漁業者の方々にいろいろと耐えるべきところは耐えてもらうということも必要であるかもしれません。そ

ういった意味におきまして、この漁業調整委員会におきまして資源回復計画等々を議論していただくとい

うことは、極めて有意義なことではないかと考えております。 

 ちょうど小泉内閣が発足しましたのが一昨年の４月の末でございました。小泉内閣が発足しましたとき、

総理は、よく「米百俵の精神」というふうに言っておられました。御承知のように、山本有三の戯曲から

引用されているわけでございますが、長岡藩の小林虎三郎という人が米百俵を親戚の藩からもらったとき

に、すぐ食いつぶすということでは、賊軍と言われている長岡藩の将来のためによくない、教育のために

これを使おうということで、その百俵を長岡藩のいろいろな不平・不満を抑えて教育のために使ったとい

うことではないかと思います。 

 私も、この資源回復計画というのは、一脈、そういったこととも通ずる面があるのではないかと思いま

す。日本の水産業を、今だけということではなく子孫にまで伝えていく。それで水産物の安定供給という

ことを、この 21 世紀を通して未来にわたってつないでいくためには、ぜひ、これは達成しなければいけ

ないものではないかと、かように考えている次第でございます。 

 どうか、各委員の皆様におかれましては、こうした指針につきまして御理解を賜りながら、本計画の策

定に向けまして、いろいろと有意義な御意見を賜りますように念願いたしまして、はなはだ雑駁ではござ

いますけれども、私からの冒頭の挨拶ということにさせてもらいたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 
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○石川会長 

 長官、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、これをもちまして退席されるということになっております。御多

用中、大変ありがとうございました。 

 

議事録署名人の指名 

 

○石川会長 

 それでは、議事に従いまして進めるわけでございますが、まず、その前に議事録署名人の選任をしたい

と思います。 

 事務規程の第 12 条にありますように、会長から２人以上指名するということになっておりますので、

私の方で指名をさせていただきます。これまで、名簿順ということでやってまいりました。今回も、その

前例にならって指名をさせていただきたいと思います。 

 そこで、今回の議事録署名人といたしましては、海区調整委員の方から熊本県の福田靖委員、大臣選任

の漁業者代表の方から宮本光矩委員、このお二方にお願いいたしたいと思います。どうぞ、よろしくお願

いいたします。 

 

議題１ 資源回復計画の進捗状況について 

 

○石川会長 

 それでは、議題に入ります。議題の１が「資源回復計画の進捗状況について」でございます。この進捗

状況についてですけれども、資源回復計画につきましては、日本海北、西及び九州西の３つの部会におき

まして、その水域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が付託されており

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を進めてきたところでございます。 

 この部会は本委員会のもとに置かれるものでありまして、部会の開催、審議状況については当委員会に

報告する必要があるわけでございます。これまでの日本海北部会、日本海西部会及び九州西部会の開催状

況につきまして、事務局よりまず報告をしていただきます。それとともにほかの海域、太平洋側や瀬戸内

海でございますが、他の海域の資源回復の策定状況につきましても、あわせて御報告をお願いいたしたい

と思います。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、事務局より資源回復計画の進捗状況を説明させていただきますが、まずその前に、お手元の

資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 委員のお手元の方に準備しておる資料といたしましては、１枚紙で議事次第、その次に委員名簿、配席

図、それから、ホッチキス左上とじで出席者名簿、資料１、これは「資源回復計画の進捗状況について」
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という資料、資料２「平成 16 年度資源管理関係予算概算要求について」という資料。次に資料３、これ

は横の資料になっておりまして、横資料でホッチキス左上とじになっておりますが、資料３の「日本海沖

合ベニズワイガニ資源回復計画の作成について」という資料でございます。 

 以上をお配りしておりますので、これにつきまして、資料のない方がいらっしゃいましたら事務局の方

まで申し出てください。 

 それでは、資料１に基づきまして、資源回復計画の進捗状況について説明させていただきます。資料１

をごらんください。 

 まず１ページ目でございますけれども、日本海・九州西広域漁業調整委員会の各部会の開催状況及びそ

の結果につきまして整理させていただいております。 

 まず、日本海北部会でございます。第３回と第４回をこれまでに開きました。第４回でマガレイ・ハタ

ハタ資源に係る資源回復計画の案について了承いただきました。また、マガレイにつきまして、資源回復

計画による削減措置とともに、ＴＡＥによる漁獲努力量管理を行う魚種に指定するということについても

了承いただきました。このマガレイ、ハタハタ資源回復計画につきましては、第４回の日本海北部会の結

果を受けまして７月１日に公表させていただいております。 

 また、同じ部会でございますけれども、大臣管理漁業者によるベニズワイガニの資源回復計画の作成着

手について了承しております。 

 続きまして、日本海西部会でございます。日本海西部会につきましても、第３回部会と第４回部会を開

催しました。第３回部会におきましては、アカガレイの資源回復計画を既にこの部会において承認し、資

源回復計画を公表したところでございますけれども、それに続く魚種として、水産庁より、ハタハタ・ヤ

ナギムシガレイについて提案させていただきましたが、まだアカガレイの資源回復計画が始まったばかり

であるということと、また、漁業者がかなり重複するというような意見がございまして、この時点での魚

種の絞り込みは行わない、白紙に戻してもう一度検討することとなりました。 

 １ページめくってください。２ページです。第４回の日本海西部会でございますけれども、ここにおき

ましては、アカガレイの資源回復計画について島根県から、沖底船の休漁措置の新たな追加の話がござい

まして、これにつきまして資源回復計画の見直しを了承しました。また大臣管理漁業者のベニズワイガニ

につきましては、日本海北部会でも説明いたしましたけれども、この第４回の日本海西部会におきまして

も、資源回復計画の作成の具体化に向けた協議を進めるということで承認をしております。 

 続きまして、九州西部会でございます。こちらにつきましても第３回部会と第４回部会を開催しており

ます。この部会におきましては、まだ資源回復計画の作成もされておりませんし、２回部会までにおいて

着手魚種の決定もされていないという状況でありましたが、第３回部会におきまして、マチ類とトラフグ

について検討を開始するということで了承し、第４回部会におきまして、トラフグについては対象魚種と

して、関係漁業者と具体的な漁獲努力量の削減措置について協議を進めるということにつきまして了承を

しております。またマチ類については、沖縄県が計画対象魚種とすることについて合意形成が得られた一

方で、もう一つの対象県である鹿児島県で若干時間を要するということで、沖縄県においては具体化の検

討、鹿児島県においては合意形成に努力するということが決められております。 
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 続きまして、もう１枚資料をめくっていただいて３ページ目でございます。他海域の広域漁業調整委員

会の開催状況です。まず、３ページ目は太平洋広域漁業調整委員会の開催状況です。まず本委員会を、第

２回の委員会を昨年の９月に開催し、第３回を今年の 10 月８日、先週開催いたしました。第２回の会議

におきましては、漁業と鯨の競合に関して国が調査・研究の充実強化に努めるというような決議文を採択

しております。また、先週行われました第３回太平洋広域漁業調整委員会におきましては、太平洋系のマ

サバ資源回復計画について基本的な考え方を承認し、さらに漁獲努力量の削減措置等の計画の具体的な内

容については、太平洋委員会の部会であります太平洋南部会、太平洋北部会の各部会において、引き続き

検討することとされました。 

 続きまして、太平洋北部会の検討状況でございます。第３回、第４回、第５回が実施されております。

それで、第４回で太平洋北部沖合性カレイ資源に係る資源回復計画案を了承しまして、これをもって水産

庁で、太平洋北部沖合性カレイ類資源の資源回復を公表したところです。また第５回、先週行われた部会

におきましては、本委員会のところで説明しましたが、マサバ資源回復計画について、具体的な削減措置

の検討を行いました。委員から回復計画案修正の意見がありました。そして、今後の進め方を明確にした

上で、これを了承するということでマサバ資源回復計画の了承をしております。 

 続きまして、太平洋南部会でございます。第４回、第５回、第６回の部会を開催しております。第４回

におきましては伊勢湾・三河湾の小底対象種資源の資源回復計画について、漁業種類の拡大を行うことで

すとか、豊後水道や日向灘のトラフグについて隣接海域での検討状況を見ながら、資源回復措置について

の取り組みを検討していくということが了承されております。 

 また第６回、先週の部会におきましては、太平洋北部会と同様でございますけれども、マサバの資源回

復計画について、委員の意見に基づき計画案の修正、または今後の進め方を明確にした上で承認をいただ

いております。 

 続きまして、瀬戸内海広域漁業調整委員会です。こちらには部会を設置しておりません。第５回、第６

回の委員会が開催されております。第５回におきましては、カタクチイワシ、トラフグ、小型機船底びき

網対象種ということで、資源回復計画の検討作業を進めていくということが了承されていまして、第６回

におきましては、第５回で審議された候補魚種のうち、周防灘における小底対象魚種について、計画の具

体化について周防灘連合海区漁業調整委員会と連携し、検討を進めるということで了承されました。また、

カタクチイワシ、トラフグについては、引き続き、関係者と検討を継続するということになっております。 

 続きまして、５ページ目でございます。これは長官の挨拶でもございましたけれども、50 魚種を16 年

度中に資源回復計画の策定に向けて検討していくという、その 50 魚種のリストでございまして、広域漁

業調整委員会ごとに分けております。上の段から太平洋、瀬戸内海、日本海・九州西という分類になって

おります。14 年度までに既に計画はでき上がって、資源回復計画に取り組んでいるものが一番左の欄、

計画作成に着手しましょうということまで広域漁業調整委員会又は各部会において合意されているものが

２番目であります。それで、ここの中の太平洋のマサバでございますけれども、着手した魚種となってお

りますが、これは、先週の広域漁業調整委員会では太平洋委員会で了承されまして、また北部会、南部会

でも具体的削減措置について了承されたわけでございますけれども、これにつきましては水産庁の内部手
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続を済ませて、至急公表する予定であります。まだ公表の段階には至っておりません。 

 あと、平成15年度に着手する予定の魚種と16年度に着手する予定の魚種ということで整理させていた

だきまして、合計で50魚種ということであります。 

 そのほかに、県単独の資源回復計画ということで、北海道におきまして、道単独で現在、ハタハタなど

の 15 魚種について検討がなされているということを聞いております。また、大分県ではアサリ、長崎県

ではナマコの県単の資源回復計画の検討が進められている状況でございます。 

 続きまして、６ページ目でございます。これが、既にでき上がって削減措置に取り組まれている資源回

復計画の図でございます。申し上げましたとおり、日本海北部のマガレイ・ハタハタ、日本海西部のアカ

ガレイ（ズワイガニ）でありますとか、瀬戸内海のサワラ、太平洋北部の沖合性カレイ類、伊勢湾・三河

湾の小型機船底びき網対象種という、現在５つの資源回復計画が実行段階に移っているということでござ

います。 

 続きまして、７ページ目でございます。現在、作成に着手中、回復計画の具体的な内容の検討を行って

いるものということでございます。これは、15 年９月現在ということで整理させていただいております。

この中には、日本海の沖合ベニズワイガニ資源、九州西のトラフグ、周防灘の小型機船底びき網漁業対象

種、それから太平洋のマサバが入っております。この太平洋マサバにつきましては、先ほどお話したとお

り、委員会の了承が得られておりますので、速やかに水産庁で公表に向けた内部手続を進めるということ

になっております。 

 続きまして、８ページ目でございます。これは、日本海北部会におきまして議論を進めていたマガレ

イ・ハタハタの資源回復計画の概要でございます。まず左の方の真ん中、３のところに資源回復計画の目

標というのがありますけれども、マガレイとハタハタ２つの目標、魚種ごとに目標を立てております。マ

ガレイにつきましては、平成23 年度までの９年間に資源水準を指数換算で23％増加させるという目標と

なっておりますし、ハタハタにつきましては海域全体の漁獲量で5000 トンと、70 年代後半の水準まで回

復させるというような目標の資源回復計画となっております。 

 そのために講じる措置といたしましては、マガレイ・ハタハタ双方に対応した措置として、減船、休漁

期間の設定、マガレイに対応した措置として、休漁期間の設定、保護区域の設定、漁具の改良、小型魚の

再放流、操業期間の短縮というものが計画として上がっております。ハタハタだけに対応する措置といた

しましては漁具の改良というものがあります。それで＊印がついておりますけれども、秋田県において実

施する措置等は現在検討中で、15 年秋ごろを目途に措置を決定と書いておりますが、実はこれにつきま

しては、明日開催予定の日本海北部会に秋田県の具体的な措置、その他の県からも新たな措置等も出てき

ておりますので、ここの内容につきましては、明日の日本海北部会に諮る予定でございます。 

 それでは、あと佐藤室長の方から話がありますので、かわります。 

○佐藤資源管理推進室長 

 資源管理推進室長の佐藤でございます。 

 それでは、すみませんが、５ページをちょっと追加的に御説明させていただきたいと思います。 

 ５ページの表の一番下、欄外でございますが、いわゆる県単種の資源回復計画について、私ども推進し
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ている管理課としての、これに関する状況の把握と、それから、この場をかりてのお願いを若干、御説明

したいと思います。 

 そもそも資源回復計画の対象魚種として、この欄の上にありますが、これらは複数の都道府県にまたが

る、いわゆる広域資源です。これにつきましては国が、この広域漁業調整委員会と協議し、資源回復計画

を作成していくということになっております。 

 一方、都道府県の地先にとどまる魚種は、基本的に当該都道府県が、海区漁業調整委員会と協議し、作

成することになっております。ただし、国が作成、または都道府県が作成の差にかかわらず、同じ支援措

置をもって支援していくということになっているところであります。 

 ただいま説明しましたように、県単種の回復計画で、具体的に今検討が進められているのは、この欄外

に上げている程度でございます。いわゆる平成 16 年度までに計画作成に着手、つまり着手というのは原

則合意ということで、具体的な削減措置を固めるには、物によっては１年、また、それ以上若干かかる場

合もありますが、いずれにしても平成 16 年度までに、この魚種について着手、つまり資源回復計画の対

象としていこうということのタイムスケジュールになっております。しかしこのままでは、平成 16 年度

までに着手魚種が全体から見ると極めて少ないままに終わる可能性が強くなっております。これは、資源

の現状を踏まえた場合にこれでいいのかというような問題が出てくるわけでございます。 

 そもそも、この資源回復計画を必要とした一つの理由として、漁業者の自主的な資源管理の取り組みを

推進していくという資源管理型漁業の事業が 16 年間にわたって行われてきましたが、これについて、も

ちろん成果の出ている部分、例えば、この当委員会に関しましては、いつも有名な話で、非常に目覚しい

成果のあった秋田のハタハタにつきましても、長い間の資源管理型漁業の取り組みの結果としてそういう

状況になった。それから、日本海西におけますズワイガニも着実に資源を回復してきているというような

形で、一定の成果が上がっているもののもちろんありますが、むしろ多くのものが、逆に結果が出ないと

か、漁業経営が悪化し、また資源そのものが減少を続けているということから、資源管理型漁業の事業で

つくった資源管理計画の取り組みが一部では後退、中には、極めて例外かもしれませんが、もう中止した、

もとの状態に戻ってしまったというのがあります。 

 全国でおよそ450本、資源管理計画がつくられているんですが、これを個別に詳細に見るのは、なかな

か大変な作業ですが、今から、たしか５年ぐらい前に一度レビューしたときには、そのうちの３分の１は、

何とか金額または漁獲量が増加しているんですが、３分の２は、結果が量・金額とも結果が出ていないと

いう内容でした。 

 県の方も現場に出ていく機会が限られているなどいろいろあります。また、その予算措置自体がなかな

か難しいということもあると思うんですが、かなりの地域において取り組みが逆に後退してしまっている

という状態があるというのも聞いております。 

 この中には、資源管理型漁業を 16 年やってきたんですが、とにかく事業を起こして、結果よりも、そ

ういう事業を起こすということが目的になっていて、結果は二の次という形になってきているところも見

受けられます。このままだと、資源管理型漁業に折角漁業者が取り組んでも結果が出ないままであり、さ

らにあらたな魚種に取り組んでも、また同じような結果に終わるということになります。よって、どれか
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一つを選んで、県単地先種においても、何とか具体的な問題を、ネックになるところを打破して、成果を

出していくということも必要ではないかと思います。 

 そういう面からしますと、この資源回復計画というのは、一つの取り組みとして、今まで打破できなか

ったところを、仮に漁業者の経営に対する痛みが大きければ、それに対して一定の支援をやるということ

で、それを克服していくという制度でございます。そういうことで、何とか現場において、一つでも結果

を出していくということの魚種が必要ではないかと思います。 

 国としては、この広域魚種について、非常に計画に比べておくれておりますけれども、何とか合意を達

成して、削減措置を実施していきたいと思っているところでありますので、各県の地先魚種におきまして

も、ここに御出席の、特に海区委員会からの代表者である委員におかれましても、もう一度、地元の魚種、

すべてとはいかないにしても、何とか、今、問題を抱えているところを改善して、資源回復計画を策定し

て、欄外にあります地先魚種を一つの表として作成できるような形になるよう、御理解と御努力をお願い

できればと思います。以上です。 

○石川会長 

 ありがとうございました。 

 事務局の説明が終わりました。ただいまの説明につきまして、何か、御質問あるいは御意見がありまし

たら出していただきたいと思います。 

 いずれにしても、今の事務局からの説明によりますと、16 年度までに50 魚種というものの資源回復計

画をつくっていきたいという強い希望が出されました。特に皆さん方、その辺について何か、御意見をお

持ちの方がございましたらお願いいたします。 

 どうぞ。 

○齋藤委員 

 私は山形ですけれども、今、水産庁の方から説明がありましたが、実は、今の資源回復計画の進捗状況

と今後の見通しの中で日本海の北部会の関係、これは、御案内のとおり、秋田、山形、新潟の３県につき

ましては、マガレイ・ハタハタを対象魚種として、これを３県で共同提案をしてお願いしようということ

で去年やりました。これを結果的には、水産庁の方から、今の委員会にさらに提案をして同意を取りつけ、

実施の段階まで進むだろうというふうに我々は思っておったんですね。 

 同時に、３県でありますから、対象魚種としてお願いをし、そして、それをお決めいただいたというこ

とであっても、各県ごとに、いろいろ細かい詰めなければならん問題もありましたので、そういうことを

手がけながら、早目に実施の段階まで踏み込んでいこうという考え方が、実はあったわけです。 

 しかしながら、その後、頓挫をしたというのはどういうことなのか。やはり、これは我々漁業者がやろ

うということと、それから、国なり、県なりの支援策がピタッとついて回らなければならないわけであり

まして、その部分が見えてこなかったということも私はあったのではないかということで、それがだんだ

ん時間がたつに従って、今、いろいろ説明があるとおり、一部におきましては、やはり資源管理計画とい

うものに移行しながら、自分たちで資源を守っていこうという原理原則の中で進めたらどうだというよう

な意見も一部には出てきました。これは、時間をかけたからいいのではなくて、かけることによって、や
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はりいろいろな考え方が、当初のやろうという意気込みからだんだん尻つぼみになってきているというこ

とも現実の問題としては、私はあるのではないかと思うわけです。 

 ここは、やはりしっかりやらなければならんということになってくると、国の方でもいろいろな支援策

の関係につきましては、今の時世柄、やはりお金のない時世であるということもわかりますけれども、漁

業者が、弱い立場の方々が、それを自分たちの将来のためにやろうとするわけだから、この状況に対して、

国なり、県なりの支援策というものをもっと漁業者の立場に立って考えてもらいたい。これがピタッと息

が合わなければ、どんないい計画であっても、私は、喜んでやれるような状況にならんのではないかとい

う懸念すら持っていますので、今、せっかくの内容が説明されたわけですから、ここをしっかり国の方で

お考えを持っていただいて、さらに支援策というものを明確にしていただきたいということを、要望も含

めて現状までの経過を申し上げました。 

○石川会長 

 ありがとうございました。御要望ということで受けとめさせていただきます。 

 そのほか、ございませんでしょうか。 

 ここで、ちょっと時間をかけて、この問題を私はやった方がいいかなと思うのは、やはり今おっしゃっ

たように、なぜ広がっていかないかということの中に、一つは支援という問題がどうか、十分なのかどう

かという問題があると同時に、魚種が偏っているといいますか、特定の漁業者が複数の魚種を背負い込ま

ざるを得ない。それで大半といいますか、そのほかの漁業者は、むしろ関係がないということで、特定の

ところに、この回復措置というのが偏ってしまう懸念を持っておられるのではないかというような気がし

ておるんです。 

 そこで、仮に 50 魚種ということを実現するといたしますと、やはり広く、薄くといいますか、たくさ

んの漁業者が、それぞれ自分たちの抱えている問題、資源が減っているという問題をどう回復させていく

かというようなことで、広く、薄くやっていくという努力が、少し我々としても足りないのかなという感

じが、全く私の個人的な見解ではあるんですが、というふうに思っております。 

 したがって、これから資源回復計画に参加する人たちは幾つかの魚種で参加していく。一方では、全く

これに関係のない多数の漁業者がいるというようなことが、この魚種が伸びないという原因の一つではな

いかなという気がいたしますけれども、その辺、皆さん、ちょっと忌憚のない御意見というか、御見解を

聞かせていただけるとありがたいと思うんですが、どうでしょうか。 

 どうぞ、西崎委員。 

○西崎委員 

 私は青森県でありますけれども、私ども青森県の日本海としましては、当然、この資源回復計画にのっ

とって、ようやく底びき船を１隻減船することになりました。もちろん、国、県の支援、そしてまた、私

ども、その海域に住む漁業者も、若干でありますけれども、とも補償ということで、そういう形で進めて

きたわけであります。 

 いろいろな形で資源回復を我々漁業者は、私どもの漁業者ばかりじゃない、全国の漁業者の方々は、み

んな真剣に取り組んでいると思うのであります。しかしながら、回を重ね審議していく中で、我々漁業者
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が真剣になって、こうして進めているわけでありますけれども、果たして遊漁者が、今、うちの方の青森

県として、青森県ばかりではないと思うのでありますけれども、遊漁者がすごくふえております。ゴムボ

ートみたいなものに船外機をつけて、どこの漁港にも朝早くから車に積んで来ております。漁業者が真剣

に取り組んでいる中に、こういった遊漁者をどうしてくれるのか、我々の方の漁業者から、そういう質問

が来るわけであります。 

 私も、このような立場に立って、こういう会議に出席しておりますと、できるだけ多くの漁業者の理解

を得て、円満な資源回復計画にのっとって、私ども、さっきお話がありましたように、多少の痛みをこら

えながら持続できるような漁業を確立していこうということで話をしているけれども、この遊漁者の件が

出ると、我々は何とも言えないわけですね。したがって、この辺のところを国、県がもう少しきちんとし

た形で、遊漁者対策についてお考えを示していただきたいものだなというふうに思っております。以上で

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。 

 どうぞ、大黒さん。 

○大黒委員 

 私、富山県です。この資料には出ていませんが、太平洋側には、平成 16 年度、ブリと出ておりますね。

日本海の方には出ておりません。しかし、私は定置網を経営しておりますが、これから将来にわたってブ

リ資源を管理していくというか、獲っていくということを考えますと、ブリ資源が非常に少なくなってい

ると思います。 

 それで提案でございますが、ブリはこれから九州の方へ行って産卵するのだろうと言われておりますが、

そういう、これから産卵するというブリを保護するというか、ある程度、管理しながら、未来にわたって

獲れるような回復計画を作っていただきたいなというふうに思っております。それをやらないと、富山県

の定置網なんか、ここ４～５年、不漁が続いておりますが、あと２～３年も続くと破綻するという網がい

っぱい出てきます。そのように言っております。そういう面からいきましても、ぜひ、これは回復計画に

のっとってやっていただきたいなと思っております。 

 それから、前回のとき、ベニズワイガニのことを申しましたが、このベニズワイガニも年々少なくなり、

魚体が小さくなって値段も安くなっております。これも前回言ったように、やはり休漁期間を各県、皆一

緒にしないと、別々な休漁期間ということになると漁場が空かないということがございます。目合いを大

きくして篭の数を多少ふやしたりということはやっております。篭数は少しふやしたけれども、目合いを

大きくしたから、小さいやつは逃げていくんだというふうな考え方でやっているんですが、それよりも、

やはり休漁期間を全部統一しないと漁場が空かないというのは一番のガンだろうと思いますので、そうい

うことも考慮していただきたいと思います。以上です。 

○石川会長 

 ありがとうございました。 

 水産庁の方から何かありますか。 
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○佐藤資源管理推進室長 

 それでは、ちょっと私の方から。 

 まず、齋藤委員からございましたように、支援策の問題ですが、実は先週でございますけれども、太平

洋のマサバにおきましても、各都道府県が財政難でもあるということから、問題になりました。 

 ただ、私ども水産庁の中でも、これは重要施策ですので、できるだけいろいろなところの予算をこちら

に回していただき、使っていきたいと思っているんですが、正直言って、今は予算が消化できないのが実

は問題になっています。今まで日本国中、何百という自主的な資源管理措置がある中、今回の回復計画で

一部の人だけにお金を出していいのだろうかとか、いろいろと意見がありました。何百という裾野にある

資源管理の取り組み自体に全部お金を出すということは無理ですが、やはり、どうしてもこの資源につい

て緊急に、かつ重要な資源だからやらざるを得ないというものがあれば、この場に乗せて、そこを一つ打

破しよう。それがうまくいけば、そういう取り組みが広がっていくということを狙っています。しかし、

各都道府県の方も財政要求で大変苦労しているところですが、水産基本法ができて最大の政策が資源管理、

その具体的な施策が回復計画、さらにそれを具体化するための支援措置というところを強調したいと思い

ます。漁業者も、決して支援措置で休んだ方が儲かるとか、そういうことはないんですが、やはりそうい

うものがあるかないかは合意形成に非常に大きな影響を与えますので、今後とも、県における予算確保へ

の働きかけを行っていきたいと思っております。 

 それから、二つ目の遊漁者の問題ですが、実は私どもも、この資源回復計画を始めるときに、漁業者は、

とにかくある程度組織ができておりますので、説得することもそこに行けばできます。遊漁者は、組織体

自体がよく把握できない。遊漁の問題が、もし上がってきたら大変だな思っていたんですが、逆に、今の

ところはそういうものが上がってきていないんです。しかし、やはり遊漁者に対しても、漁業者がこのよ

うな規制措置、休漁とか、こういうものを積極的に取り組んでいるんだ、だから、最低これと同じ内容に

ついては、やはり理解してついてきていただけませんかと。むしろ逆に言いますと、遊漁者も参加する計

画というものがあれば、そういうものを狙ってやって、それを全国に普及させる一つの典型にしてもいい

のではないかというふうに思っております。難しい問題がありますけれども、もしそういうものがあれば、

沿岸沖合課の遊漁・海面利用室とも連絡をとって、私どもとしても、調整していきたいと思います。 

 ３点目のブリの問題なんですが、そもそも資源回復計画の候補魚種を私どもが絞り込んだときの広域種

として入ってきていない理由は、資源の状態が中位であるからです。ここにあるのは、基本的には資源が

過去に比べて低位にあるものです。ただ、日本海のブリについては、回遊経路が変わったとかいろいろ説

はありますけれども、沿岸の方、特に定置の方から見ると、ブリは決してよくないようです。 

 ただ、この全体に通じる問題なんですが、最近言われるのは、中位だからといっても、やはり資源の利

用形態が悪ければ、そういうものも積極的に回復計画的なものに取り込んではどうか、これはあくまで個

人的な意見でございますが、先般、九州の方のまき網の方に御相談したときも、アジについても、やはり

利用形態が、まき網の方も小さいものを獲っているのはよくないとか、そういう考えがあります。それか

ら、例えば定置の方は資源の利用の仕方に問題があるんだけれども、重要な魚種が余り乗ってこないとか、

何か、特定魚種じゃなくて、魚の獲り方全体に通じた対応をしないと、魚種が年間100種類も200種類も
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獲っているようなものはここに上がってこないわけです。しかし、現場としては資源が減っている。そう

いうものを今の資源回復計画では特定の重要な魚種に対応しているので、対応できない。だから、逆に言

いますと、漁獲量が多い魚種を漁獲している漁業だけが常に回復計画の対象となる。一方、多品種・少量

漁獲の漁業は全然関係ないということです。 

 そういうことで、いずれにしても私どもとしては、特定魚種に着目した計画を 16 年度までにしますが、

この後、どういうふうなアプローチが必要になるかというのは、今の段階では申し上げることはできませ

んが、いずれにしても 16 年度までの結果をレビューし、反省するとか、改良するとか、より新たなもの

に対応するとか、そういうものにつないでいくことについて、そろそろ準備が必要ではないかと思ってい

ます。 

 ですから、ブリの問題も、今のままだったら中位となっていますが、より資源の有効的な利用、中位で

あっても、さらに漁獲量としてはふやすとか、より安定させるとか、そういう取り組みを全国的にやる必

要があるというものを次に手をかけていくとすれば、どういう枠組みが全体として必要かというふうにな

ろうかと思います。 

○大黒委員 

 そのとおりだと思います。 

○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。学識の代表の方、それから沖合漁業といいますか、大臣選任の委員の方。 

 お願いします。 

○風無委員 

 北海道の風無でございます。 

 この資源回復策というものが、やはり漁業種類対応でなくて、魚種対応というところで、かなりいろい

ろなところで障害になっている部分もあると思います。 

 例えば北海道の例でいきますと、このような計画ができましたよという北海道内での説明会において、

それは、資源を乱獲しておる沖合底びき網のとる策である。ただひとり、沖底だけがそのような削減計画

をとるべきであるというような意見が数多く出ました。いやいや、違いますよと。これは、あくまでも魚

種対応で、一つの魚種が定まれば、それにかかわる漁業種類の方々が削減策、支援策に全部対応すること

になりますよというような話をしましたら、かなり回復計画の検討へののめり込みが薄くなったといいま

すか、そのような感じなんです。やはり、魚種対応というのが一つのネックになっておるのかなと、この

ように思っております。 

 それで、北海道は 15 の候補魚種を上げて、なかなか進まないんですけれども、ここにおられる北海道

の方の中村委員さんもハタハタでいろいろ石狩湾で苦労されて、これにも沖合底びき、それから、沿岸の

いろいろな定置から、刺し網などが入っているわけでございまして、余り今後、いろいろな漁業が複雑に

絡み合わないような単純な魚種、多少、小さな資源であっても取り組みやすいといいますか、努力量を削

減すれば必ず成果があらわれる。しかも、余りいろいろ複雑な漁業種類が絡んでいないというようなもの
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について取り組んでいく必要があるのかなと、このように考えております。 

 室長の御意見、いかがでしょうか。 

○佐藤資源管理推進室長 

 これは、逆に私の方としては、例えば瀬戸内海のサワラというのは、11 県が絡んでものすごい大変だ

ったんですけれども、本当に11 県が絡んで、それぞれ利害関係が錯綜した中ですが、たまたま資源が10

分の１に減ってきたという危機感があって、事務局も大変だったんですが、あれを何とか合意形成して、

それで、幸いにも結果が出てきています。 

 恐らく、あれだけ大変なものを何とか成し遂げたということが、もっと少ない関係者による資源管理に

大きな刺激を与えるものとなります。サワラは、全体でやり遂げたんだと、瀬戸内海の関係者は受けとめ

ています。けんかもしたけれども、結果を出したんだというようなものがあれば、逆に、すべてはできま

せんが、地域の問題も、やはりこれもやってみようかということになるんじゃないかと思います。 

 逆に従来の資源管理型漁業のアプローチというのは、むしろやりやすいものということをやってきた。

それで、どうもその結果として、一番重要な魚種が抜けてきた。私どもとしては、どちらかというと、回

復計画というのは、困難性が高くても、それにとにかく一度挑戦をして、それで、何とかそこで結果を出

していく。それができれば、恐らく、その流れとして、少し浜の資源管理の感覚は違ってくるのではない

か。実は、そちらの方を狙いたいと思っています。 

 ただ、理想はそうですけれども、現に何もできないので、それよりも現実的なものを狙うべきじゃない

か。そういうことは、もちろんあると思います。 

 ただ、やはりやらざるを得ないものというのは、沿岸、沖合が絡んで調整が大変でも、まず今回、取り

組んでいきたいなと思います。だから、どちらもあると思うんですが、私どもとしては、大変なものにあ

えてやっていかないといけないのかなと思います。 

○石川会長 

 今、私が時間を設けて議論していただいているのは、今後、対象魚種をふやす、計画をふやすという中

で、皆さん方の忌憚のない御意見をいただいておった方が先へ進みやすいのではないかと思っておりまし

て、少し時間をかけて御意見をいただいているということでありますので、その点は御理解いただきたい

と思います。 

 そのほか、どうぞ畔田委員。 

○畔田委員 

 会長や水産庁の方のお話、よくわかるところがあります。それで、16 年度までに50 種類ということを

目標にやっていきますと、今のところは、生態系というような視点から見ると、大体上の方にいるキース

ピーシーズが選ばれていて、生態系全体を左右するような、その辺のところを管理して、生態系全体を守

るという意味でも大事な魚種が選ばれていると思うんですが、16 年度までに50 種となると、余り生態系

全体には意味を持たない種類なんかが入ってくるかわりに、漁業の対象として、余り値段は高くないけれ

ども、生態系の維持にとっては重要な魚種が抜けていく可能性も出てくると思うんですね。 

 その辺、サワラなんかの資源を支えているのはカタクチイワシというようなことになろうかと思います、
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瀬戸内海では。だから、これからはそういう視点も次の、佐藤さんが言われたように 16 年度以降の話に

なるかもわかりませんけれども、そういう考え方も必要になってくるのではないかと思います。 

○石川会長 

 ありがとうございました。そのほか、ございませんでしょうか。 

 どうぞ、吉岡委員。 

○吉岡委員 

 今、国なりいろいろな方々の御意見があるわけでございますが、水産庁の立場として、何でもかんでも、

仔魚もふやしたい、この気持ちは、わかり過ぎるぐらいよくわかるわけでございますが、浜に帰りますれ

ば、やはり我々は個々の経営というものが最優先されなければならんわけでございまして、その中で、水

産庁が個々の経営については触れようとされない。特に、先ほどから出ております支援措置につきまして

も、いろいろなことで何か逃げられておる。最初、立派な花火を上げられましたけれども、だんだん細く

なってしまって、だれのためにこれをやっているのかというような格好に私はなっておると思うんですね。 

 当然、資源はふやさなければなりませんけれども、我々もそれは承知しておりますが、やはり経営とい

うものは最優先されなければならないわけでございますので、先ほどから出ておりますように、サワラの

問題、兵庫県も載っておりますけれども、現実問題、あの苦難な道をとおっしゃいますけれども、私はそ

うは思っていないんですね。サワラに携わっている漁業者というのは、ごく僅かしかいないわけですよ。

少ないからまとまるわけでございまして、そこらをもっと私はシビアに考えていただきたい、このように

思うわけでございますし、私どもは沖合底びきをやっておりますが、重要魚種をなかなか各浜とも上げよ

うとしない。経営が優先されなければならないから、どうしてもそれだけの、私は全国どこでも抵抗があ

ると思うんですね。 

 ですから、そこらを私は、やるとするならば、齋藤さんがおっしゃっておられますように、もっと経営

が成り立つような魚種の選定、国の支援、県の支援、これがなければ、私はなかなか至難だと、このよう

に思っておるわけでございまして、水産庁のおっしゃいます、こうした資源回復計画につきましては、決

して足を引っ張ろうという気持ちはございませんし、賛成しますけれども、もっと経営を併用した資源回

復計画を私は、この際、思い切って整えていただきたい、このように御要望を申し上げておきたいと思い

ます。 

○石川会長 

 ありがとうございました。 

 もう時間も１時間ぐらいたちましたが、それでは、この辺でこの問題は終わりとさせていただきまして、

次に進ませていただきたいと思います。 

 

議題２ 平成16年度資源管理関係予算概算要求について 

 

○石川会長 

 今も支援措置という話が出ておりましたけれども、次は、議題２「平成 16 年度資源管理関係予算概算
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要求について」を議題にいたします。 

 資源回復計画におきましては、努力量を削減する等の回復措置を実施していくに当たりまして、経営に

対する支援措置が必要だということが認識されておりまして、14 年度から予算措置が講じられたところ

でございます。 

 現在、16 年度予算要求という段階でございますが、この予算の概算要求につきまして、水産庁から御

説明をいただきたいと思います。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、説明をさせていただきます。資料２をごらんください。「平成16年度資源管理関係予算概算

要求について」というものでございます。この資料は、農林水産省の概算要求の概要を取りまとめた冊子

の中から抜き取ったものでございます。それで、この内容については、農林水産省として財務省に、特に

重点に要求する事項を出しているものです。ですから、前年と同じような内容で、同じような金額でやる

ようなものというのは要求しておりますが、この中には抜けているものがありますので、それにつきまし

ては、この中にないからということで予算がなくなったわけではないということをまず最初に申し上げて

おきます。 

 太枠のところに書いてあるんですけれども、「科学的知見に基づく資源管理の徹底」という表題で概算

要求を進めていっているところでございます。金額としては25,056百万円、前年が22,795百万円ですの

で、増額の要求をしているということでございます。 

 細かい内容でございますけれども、１のポイントというところから見ていってください。まず整理とし

て、（１）でございます水産資源調査の充実と資源回復への取り組みの強化。ここが資源回復計画に係る、

特に水産庁として、今年重点を置いて要求している部分ということでございます。 

 まず①でございますけれども、我が国周辺水域資源調査等推進対策とありますが、これにつきましては、

資源評価というのをやっておりますけれども、その資源評価調査の充実ということで、この中には資源回

復計画の対象魚種に係る資源がどうなっているのかという調査と、あと、特にこちらからやってください

とお願いしておるのは、資源回復計画で、いろいろな削減措置について取り組むわけでございますけれど

も、その効果というものについても、どういうふうになっているのかということも、こういう中で、ある

程度調べていってもらいたいというふうにお願いしている部分でございます。これが 20 億強ということ

でございます。 

 ②でございます。資源回復計画推進支援事業、これが、先ほどから議論になっている休漁等に対する支

援措置の部分でございます。これについては、引き続き増額要求ということでしております。今年度、平

成 15 年度の予算が６億円ついておりますけれども、これをさらに１億円上積みして７億円ということで

現在、要求中でございます。 

 ③でございます。資源回復支援基盤整備事業（公共）と書いております。これは昨年、予算の目玉とい

うことで御説明させていただきましたけれども、公共事業です。藻場の造成ですとか、干潟の造成という

ものに関する整備の強化であるとか、あと、資源回復計画で休漁するような漁業者を、この公共事業で行
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う海底耕耘等に活用していこうという内容の事業でございますが、来年度におきましては、さらにそのメ

ニューの充実を図るということで、中間育成施設の防暑・防雪施設等についても補助対象化するというよ

うな充実を図っていきたいということにしております。 

 ④でございます。漁業経営構造改善事業のうち資源回復計画推進支援施設整備事業ということでござい

ますけれども、これは、委員の皆様には沿構事業と言えば一番わかりやすいかと思うんですが、その構造

改善事業につきまして、資源回復計画に取り組む漁業者に対して新たなメニューを要求しているというこ

とでございます。これにつきましては、資源回復計画の策定や実施を行っている漁協等に対して施設整備

などを重点的に実施する。また、公共事業で行うということで説明しましたけれども、休漁漁業者の活用

というのも同じように、沿構を使った海底耕耘というものにも活用していこうという内容としております。 

 ⑤でございます。水産資源増強施設整備事業のうち資源回復支援施設整備事業。また施設でございます

けれども、これは端的に申し上げますと、栽培漁業センターの整備に係る経費でございます。その栽培漁

業センターについても、資源回復計画の対象魚種の栽培漁業を推進するために資源回復計画対象魚種の種

苗生産技術開発や大量生産生産する施設について重点的にやるという内容でございます。 

 ⑥でございます。栽培資源ブランド・ニッポン推進事業のうち資源回復計画促進事業でございます。こ

れは、栽培漁業の関係の技術開発や放流経費等の支援ということで、今までもやっておりましたけれども、

また、これも資源回復計画と連動してやるようなものについて、特に予算を、別枠を立てて重点化してい

こうというものでございます。 

 今説明した④、⑤、⑥につきましては、資料の３ページ目、４ページ目、５ページ目に、我々の方でＰ

Ｒ版と呼んでいる個々の事業の説明資料をつけております。それを詳しく見ていただきたいと思います。 

 また１ページ目に戻ってください。⑦でございます。資源にやさしい漁法広域展開促進事業。これは、

資源回復計画の中で網目の拡大や分離網の導入などをやっている例も実際にあるわけでございますけれど

も、資源回復計画で改良漁具を導入する場合に水産総合研究センターと、あと都道府県の水試において技

術開発をしましょうというのを新たな事業を要求しているところでございます。これが3,000万円でござ

います。 

 ２枚目に行きますが、これは資源回復計画、資源の管理ということに関連したものとして、漁業の取り

締まりということで入れております。我が国周辺の取り締まりということと、あと衛星を利用した漁業取

り締まりシステムの開発ということでございます。 

 （３）でございます。国際的な資源管理の推進ということでございますけれども、これは、国際的な漁

場で漁獲しているような資源に対する資源管理の推進ということで設けているものでございます。 

 ３ページ目以降は、先ほど説明しました事業のうち、ＰＲ版というものをつけている資料でございます。

これは、後で見ておいていただければと思います。 

 予算の概要につきましては、簡単でございますけれども、以上でございます。 

○石川会長 

 ありがとうございました。予算について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

ございませんでしょうか。 
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 よろしいですか。 

 それでは、私の方から、ちょっと注文をつけておきたいと思うんですが、こうやって毎年予算の説明を

していただいております。しかしながら、この予算がどう使われたのかということについては、なかなか

役所の通例として、今まで余りやったことがないということのようですが、資源回復計画とその周辺の予

算はどれぐらい使われたのか。つまりそれが、いわば資源回復計画に金をどのぐらいつぎ込んだかという

ことをあらわすことになると思うのですが、その辺について、機会があるごとに実績はどうだったのかと

いう資源回復の部分だけを取り出して、その辺もぜひ、いずれの機会かに御説明いただきたいというふう

に思っております。 

 どうぞ。 

○阿部管理課課長補佐 

 今の会長の御意見に対しましては、今日の午後と明日の午前中に開催されます部会におきまして、資源

回復計画の進捗状況を説明しますけれども、その中で休漁を実施しているだとか、漁具の改良を実施して

いるところがあるんですが、そこの中で、こういう事業を使ってやっていますという説明はさせていただ

く予定でございます。 

○佐藤資源管理推進室長 

 そうしますと全国の進捗状況がわからなくなるものですから、全体もそういうことで、今後、執行状況

いかんについては御説明したいと思います。 

○石川会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議題の２はこの辺で終わりたいと思います。 

 

議題３ 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について 

 

○石川会長 

 次が議題３でございます。「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について」を議題といたします。 

 まず私の方から、これまでの経緯を簡単に説明させていただきます。 

 前回の日本海西部会及び日本海北部会に出席された皆さん方は、既に御承知でございますけれども、今

年２月の段階で、日本海ベニズワイガニ漁業者、これは大臣許可の漁業者でございますが、これらの漁業

者によります漁業者協議会が開催されたところでありまして、その結果、日韓暫定水域を除く大臣許可水

域、ここの水域におきまして資源回復計画に着手するということが合意されました。 

 これを受けまして、この大臣許可であります日本海ベニズワイ漁業を所管海域に含みます本委員会の中

の北部会及び西部会におきまして、それぞれ資源回復計画の作成に着手することについてどうかというこ

とを検討しました結果、前回の部会におきまして、両部会ともこれを了承するということになりました。

そして現在、関係漁業者間で削減措置等の具体的な検討が進められているという段階でございます。 

 本日は、まず、これまでの状況について事務局より説明を受けまして、委員各位からの御質問を適宜受
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けるということにいたしたいと思います。 

 その次でございますけれども、今後の進め方ということについて、２番目に御審議いただきたいと考え

ております。 

 ベニズワイガニは、御承知のように、日本海北及び西の両部会にまたがる資源であるわけでございます

が、委員会の事務規程上は、部会が所管海域で完結する事項しか調査審議する権限が与えられていないと

いうことで、今回のように日本海の北と西、この２つの部会にまたがる資源に関しましては、この資源回

復計画の原案の了承というのは、部会ではなくて本委員会で審議・御了承いただくということでございま

す。 

 事務局からは、この件に関しまして、対象海域関係者側、日本海北、日本海西の両部会にとどまってい

る、２つの海域にとどまっているということから、九州西海域までを対象海域とします本委員会ではなく

て、北部会及び西の両部会におきまして十分な審議をしていただきまして、資源回復計画の原案につきま

しても、この２つの部会で了承していただくということをもって本委員会の了承としたいという提案が事

務局からなされております。これにつきましても、後ほど御議論いただきたいと思います。 

 それでは、まずベニズワイガニに係ります資源回復計画について、事務局から御説明をいただきます。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは資料３、これは横長の資料で、左上ホッチキスとじ、２枚ものの資料でございますけれども、

これをごらんください。「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の作成について」という表題になって

おります。 

 まず、日本海のベニズワイガニの資源状況でございますけれども、漁獲量等の資料をつけさせていただ

いておりますが、右の真ん中ぐらいにあるグラフを見てください。棒グラフが漁獲量の推移です。これは

大臣許可、知事許可を含めた量でございます。減少傾向にあるというのが見てとれると思います。また、

そこに折れ線グラフとして白丸の折れ線グラフと黒丸の折れ線グラフの２つがあります。これがＣＰＵＥ

と言いまして、１篭当たりに、大体どれぐらいのベニズワイガニが入っているのかというのを示したもの

でございます。それで、黒丸が大臣許可水域、白丸が知事許可水域でございますけれども、知事許可水域

の方のＣＰＵＥというのは、ほぼ横ばいと見ていいぐらいの推移であります。 

 一方、大臣許可の水域におけるＣＰＵＥというのは低下傾向が見られる。特に、ここ５年ぐらいについ

ては、かなり、その大臣許可水域と知事許可水域のＣＰＵＥには差が出てきているという状況にあるとい

うのが結果として出ております。漁獲量自身は、許可隻数自身、操業している隻数自身の減少もあります

ので、それだけで資源の悪化ということを判断するのは難しいわけですが、こういうふうに、１篭当たり

に獲れる漁獲量というのは、特に大臣許可水域内というのは減少傾向にあるということでございます。 

 続きまして、ベニズワイガニをめぐる漁業の現状ということでございますけれども、今御説明しました

とおり、ベニズワイガニのかにかご漁業については、大臣許可船と知事許可船というのが操業海域を分け

て操業しております。これは右下の、手書きなので、ちょっと見にくいかもしれませんけれども、この図

の真ん中のところに大臣許可水域と知事許可水域という線引きがなされています。これの左側が大臣許可

水域で、右側が知事許可水域ということで、完全に水域を分けた操業がなされているということでござい
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ます。 

 大臣許可のベニズワイガニ漁業の主漁場でございますけれども、日韓の漁業協定に基づく暫定水域内の

大和堆周辺と新隠岐堆の周辺と、あと暫定水域よりも外側の大和堆の東部海域というところに主要漁場が

あります。知事許可水域においては、青森から山形ぐらいまでの沖合海域と、あと富山湾から能登半島を

ぐるっと回って延びている、こういうところが主な漁場となっているということでございます。 

 それで、日韓暫定水域内での状況でございますけれども、御承知のとおり、暫定水域内の漁場というの

は韓国漁船が漁場を占有しているというような状況にあります。それで、我が国の大臣許可の漁船につい

ては大和堆の東部水域、これは暫定水域よりも東側ですが、そちらの方に漁場が集中してきている状況に

あるというのが現状でございます。 

 それで、ベニズワイガニ資源回復計画というのを考えるときの対象範囲の考え方というのをある程度整

理して資源回復計画をつくることとしてありますので、これの考え方について説明いたします。 

 ベニズワイガニに関しては、まだ生態等で不明な点がかなりあります。ただ、標識放流の結果から、ベ

ニズワイガニというのは浮遊期と幼生時代があるわけですが、一回着底すると、それほど移動はしないで、

50 キロ程度と見られております。そういう移動範囲でありますと、資源管理の方法としては、着底した

後以降を資源管理することによって、小型ガニの保護をすることによって、かなり資源が回復してくるの

ではないかと考えられるわけでございます。50 キロという移動範囲からしますと、ある程度、この日本

海の広い漁場の中で、漁場単位ごとで管理というのが実施できるのではないかという整理ができたところ

でございます。 

 こういうことを踏まえまして、資源回復計画としては、「特に資源の悪化が懸念される大臣許可水域の

中のうち日韓暫定水域を除く我が国排他的経済水域内を対象範囲とする」と書いておりますが、特に今、

ポイントと考えておりますのは、右の下の図を見ていただくと、日韓暫定水域の上の方に大和堆があるわ

けですが、その日韓暫定水域の三角の頂点ですね。てっぺんの上の右側に、ちょっと見にくいんですけれ

ども、中側にポツポツという印をつけて黒く塗っている部分がありますが、ここが今、日本海のベニズワ

イ漁業者がかなり集中して漁獲しているところでございますので、ここの部分を主体とした資源回復計画

をつくっていこうではないかということで、漁業者との間で話し合っているところでございます。 

 それで、これまでの取り組みのところですけれども、これにつきましては、先ほど石川会長の方から話

がありましたとおり、大臣許可の漁業者が、この悪化している資源を何とかしなくちゃいけないというこ

とで、漁業者同士が集まって、まず資源回復計画の作成に取り組んでみようじゃないかということの合意

がされ、それを受けて本委員会の日本海西と北の両部会で、漁業者がそこまでやるというのであれば、着

手することについて認めようということまでいっています。 

 それで、先ほど石川会長からも話がありましたとおり、両部会にまたがるものというのは、最終的な資

源回復計画の原案の了承という部分に関しては、北・西の両部会の管轄を超えて本委員会で諮るべき事項

となっているというような状況が現在までの状況でございます。 

 今後の進め方は後で説明しますが、２枚目を見てください。これは、今までの状況とベニズワイガニ資

源の状況等々、漁業の状況等々を説明したわけでございます。それで、春に日本海西部会、日本海北部会
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で検討された以降も漁業者との間では協議を続けてきました。そういう中で、漁業者の方からは、ある程

度、科学的な知見を持って水産庁サイドから削減措置、いいものを提案してくれという話がありまして、

水研の研究者、水試の研究者に集まってもらって、漁業者が行うべき削減措置等について、まず検討を行

い、その検討結果を持って漁業者のところに説明をしました。 

 それで、１回説明し、さらに水産庁側から提案したものを持ち帰って、もう一度漁業者の中で反すうし

て、検討結果を再度検討するというようなことで今まで進んできております。 

 そういう中で、ある程度内容を整理したものが、この検討素案というものでございます。特にベニズワ

イガニ漁業ということでありますと、新潟県、兵庫県、鳥取県、島根県の漁業者が現在、操業を行ってい

るということでございまして、資源回復計画のための基本的な方針としては、資源状況としては低位減少

傾向にある。特に大臣許可水域の資源が悪化している。対処方針としては、ベニズワイガニに係る漁獲圧

力を低下させて、資源をできるだけ残すことにより資源の回復を図りましょうというような基本方針で臨

みたいということになっております。 

 漁獲努力量の削減レベルでございますけれども、ここについては漁業者と今後話し合うということにな

っております。資源回復計画の目標ということでございますが、１ページ目の上のグラフを見ていただい

ても、大臣許可水域内のＣＰＵＥが、かなり悪化しているので、１篭当たりの漁獲量の増大ということで

資源の回復状況を見ていこうではないかというふうな話がなされています。 

 それで、具体的な漁獲努力量の削減手法でございます。これにつきましては保護区域の設定など、その

他いろいろ水産庁側から提案もさせていただいたのですが、基本的には、漁業者の方でまとまっているの

は休漁期間の延長、現在でも７～８月の禁漁期間となっておりますけれども、さらに休漁期間を延ばして

漁獲努力量の削減を図るというものと、減船とを組み合わせることにより削減を図るという方法でやりた

いというふうに漁業者間の方はまとまっております。 

 また、これに対する支援策としては、休漁への支援、減船への支援というようなものをやっていってい

ただきたいという話がありました。今後、これにつきましては、漁業者との方とも話がなされていく予定

でございます。 

 現在がそういうふうな状況でございまして、また１ページ目に戻っていただきたいのですが、先ほど石

川会長の方から話もありましたが、５の今後の進め方でございます。水産庁といたしましては、本件につ

いては、広域漁業調整委員会の事務規程上、本委員会の審議事項ということになります。これは、対象海

域や関係者が日本海北と西の両部会にまたがるということでそういうふうなことになるわけでございます

けれども、今後の検討については、関係者が日本海西と北の部会で完結するということもあるので、日本

海北と西の両部会で審議を進めることとしてはどうか。それで、本委員会としては、両部会での了承が得

られたことをもって本委員会の了承とするような取り扱いとしてはどうかということを提案させていただ

きたいと思います。 

 また、本委員会に対しては、両部会での検討状況、あと、もし本委員会が開かれる前に回復計画につい

て了承するような場合があれば、そういう内容については、きちんと本委員会に結果を報告するというよ

うな扱いとさせていただければというふうに提案させていただきたいと思います。 
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○石川会長 

 ありがとうございました。 

 御説明がございましたが、ただいまの説明について、御意見、御質問がございましたらお願いいたしま

す。 

 どうぞ、清水委員。 

○清水委員 

 ただいまの御説明、大体わかりましたけれども、ベニズワイガニ資源回復計画の概略という資料１に図

面がついておりますね。それと、作成についてという今説明された図面、主としてということで、暫定水

域の東側の海域のみで資源管理をやるという御説明だったと思いますけれども、それは、どのような形で

これから検討されるのか。 

 ということと、なぜこういうことを言うかといいますと、これが山口県沖まで斜線が入っておりますね、

資料１の方では。これとの関連性はどういうふうになるのかお尋ねいたします。 

○阿部管理課課長補佐 

 まず、資料１の７ページ目の日本海沖合ベニズワイガニというところの縦の線が入っている部分と、資

料３の１ページ目の右下にあります日韓暫定水域の上の三角の部分の右側にある、この海域を一応対応さ

せてつくったつもりでございます。 

 ということですので、基本的には、ここの漁場がかなりの漁船が集中している。10 隻近くの漁船が、

こちらの海域で操業しているということですので、ここの海域を重点的にやりたいということです。 

 あと、資料３の暫定水域の下側の方に小さい塗りつぶしの部分が大臣許可水域の中にありますが、ここ

については操業実態が、現在、１隻が専業的にそこの海域を利用しているということでございまして、特

に資源の悪化が著しいと報告を受けているのは、大和堆の東側の海域でございますので、まず、この海域

の扱いをどうするかということを検討し、さらに大臣管理漁業者の仲間でございますので連携してやろう

という話になれば、こういうふうな海域についても対応していきたいと思っています。 

 さらに知事管理水域についても、大臣管理水域の状況を見ながら、もし資源が悪くて取り組まなくちゃ

いけないという話があれば知事管理水域にも広げていくことになりますが、まずは、大臣許可水域の大和

堆の北側の部分が特に資源状況が悪化しているので、ここをやりたいということでございます。 

○清水委員 

 もう１点は、私が言いましたのは資料１の６ページの図面で、これはズワイガニというのが括弧書きし

てありますが、アカガレイというのが主であるから、こういうふうな書き方をしてあるのかどうかという

ことです。 

○阿部管理課課長補佐 

 この日本海西部アカガレイ、括弧で書いてあるのはズワイガニの資源でございます。この海域につきま

しては、アカガレイを獲っているという海域でこの範囲が示されているというところでございます。 

○佐藤資源管理推進室長 

 ベニズワイとズワイガニで全く別のものでございますので、そこはちょっと、パッと見た瞬間は同じこ
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とを書いているようですが、違います。 

 それから、これは表示の仕方の問題なんですけれども、だれかが、地域によってズワイガニのことをア

カガレイと言うのかという質問を何度か受けたことがあるんですけれども、これはアカガレイを主対象に

するけれども、すんでいるところは一緒ですから、結果的にズワイガニの保護にもなるということで、あ

くまでメインはアカガレイですよということです。 

○清水委員 

 山口県は微妙なところで、その境におりますので、６ページの図面を見ると山口県沖という感覚で我々

はとらえるんですね。したがって、日本海西部会でアカガレイ（ズワイガニ）と、括弧書きでズワイガニ

にしてありますけれども、これらについても、やはり回復計画を立てられるときには、そちらの方にお任

せしますよということでいいのかなという気がいたしております。 

 今、ベニズワイガニとズワイガニの仕分けがあるというのはわかりました。ただ、６ページの図の方で

こういうふうな海域が書いてあるから、その資源管理についてやられる場合には、我々にもひとつ声をか

けていただきたいなと、こういうような気持ちもあるわけです。知らない間に山口県沖がこういうふうな

管理をされておった。そうなれば、山口県はそれに協力しなくていいのか。また逆に、こちらの方だけ仕

分けをしていいですよということになれば、こちらで獲ってもいいという形で山口県沖に集中してくる場

合もありますから、そういったことを懸念して、今、お尋ねをしたところですので、その点、考慮の上、

ひとつお願いしたいと思います。 

○佐藤資源管理推進室長 

 これは既に、一応、過去そういうふうに整理した日本海西部のアカガレイ、ズワイガニ関連と共通の問

題点の指摘に近いのかなと考えます。結論としては、もしよろしければ、この提案のとおり、部会単位で

完結させていただきたいと思います。 

 ただし、実は太平洋側にもそういう事例がございまして、千葉県は太平洋南部会に属しております。と

ころが、千葉県の所属船が太平洋北部の資源回復計画に参画しているという事例もあります。つまり、山

口県の漁業者がこの水域に入ってくる場合は、やはりそれは山口県と実質上関連があります。ただ、この

水域の代表県というのは、沖合性漁業者の代表の方を通じて発言するという形になります。 

 それから、属する海面については、ちょっと、これは難しいところであって、島根県と山口県の海がど

こかということは、そこまで入れませんけれども、いずれにしても、そういう海の利用関係を改変するよ

うなことがあれば、その辺については、実質上、その関係者のところに話を持っていって協議をしたいと

思います。それで、太平洋の方も千葉県の漁業者のところに、海区としては入っていませんが、そこを利

用しているということから、茨城県沖についても個別協議をしましたので、そういうことで、この問題を

協議するに当たって、山口県の漁業者も関与してきたり、また、場合によっては海面利用の関係が生ずる

場合は、そこは個別に御相談させていただいて、少なくとも実質的な影響があることが、関係者の知らな

いうちに決まるということがないようにしていきたいと思います。 

 これはきりがなくて、魚種にしてもいろいろ輻輳関係があるので、どこかで一回、委員会としての整理

をさせていただいて、ただし、部会外の関係者の発言なり、意見については十分注意をしてやっていきた
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いと思っております。 

○石川会長 

 ほかに、どうぞ。 

○上村委員 

 このベニズワイガニの資料を見ますと、知事許可の場合は横ばいの水揚げ、大臣許可の場合は、非常に

最近減少しているということ等で、大臣許可の方たちが自ら資源回復計画を実施していただくという要望

の件でございますけれども、この漁場等を見ますと、日韓暫定水域の操業につきましても、日本船は韓国

の漁船から締め出されておるというお話があったわけでございます。この資源回復計画を実施する段階に

ついては年に１回、日韓漁業協定等もあろうと思うのですが、そこら等について、日本の大臣許可のベニ

ズワイガニの取り扱い方針というものは、このような方向で資源回復計画をやるんだよということ等につ

いて、日韓漁業協定の中に挿入するぐらいの意気込みがあるんでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○佐藤資源管理推進室長 

 具体的にどういう形で、これが承認されたときに韓国側に伝えるのかというのは、ちょっとお聞きして

おりませんが、国際課が中心となって沿岸沖合課と、また、ここに御出席の吉岡委員なども御出席されて

韓国との交渉を進められていると思いますが、基本的には、日本は資源の管理のため、こういう管理をき

ちんとやっているんだから、当然、暫定水域についても共同の立場であそこの管理をきちんとしていかな

ければいけないという主張ができますので、プラスにはなると思います。 

 いずれにしても、これは最初にベニズワイの業界の方から、実は、こういうものを開始することは、結

果的に暫定水域をあきらめるというふうにとられたらとんでもない話だということで、私どもも持ちかけ

たときには、政府としてやるべきことをやらないで、日本の中だけを保護することを促進するというのは

おかしいんじゃないかと言われました。まず、こんなものをつくる前に日韓の暫定水域をきちんとやれと

いうことは大分言われたんです。ただ、その点もやりますけれども、現実として、やはり自分たちで管理

すればできるところは何とかしなければいかんということになりました。ベニズワイの船主であり、かつ

ズワイガニの船主さんである委員が、ズワイガニの資源管理の取組効果もあり、やはり自分たちとしてで

きるところについては、何とか取り組んでいこうということで合意になりました。 

 ただ、本来のベニズワイの皆さんが最大の問題としているところは、この暫定水域の問題であります。

自分たちで管理できるところの水域についての回復計画を実施していきますが、暫定水域の問題にも解決

になるように、これを関係の課なりにお願いしていきたいと思います。 

○石川会長 

 よろしいでしょうか。 

 それで、余り会長がしゃべってもいけないのかもしれませんが、私も一つ、ベニズワイの漁獲努力量の

削減方法が休漁期間の延長と減船の組み合わせだということになっていますね。要するに、漁場を留守に

する時間が長くなるということになるのだろうと思います。そうしますと、外国船の操業ということが、

もしかするとふえてくるという可能性もあろうかと思います。したがいまして、日本船がいない間の監視、

取り締まり措置ということについては、十分気をつけていただきたいというお願いをしておきたいと思い
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ます。 

 それでは、この日本海沖合ベニズワイガニの資源回復計画に関しましては、今後、日本海の北部会と西

部会で審議を進める。それで、資源回復計画の原案の了承につきましても、この両部会での了承をもって

本委員会での了承とするという提案がございました。これにつきまして了承するということにいたしたい

と思いますけれども、委員の皆さん方、よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○石川会長 

 ありがとうございます。それでは、そのように取り計らわせていただきます。 

 それでは、このベニズワイガニの資源回復計画について、今後の審議のスケジュール等について、何か

ありましたら事務局から説明してください。 

○阿部管理課課長補佐 

 委員の皆様、どうもありがとうございました。 

 このベニズワイガニの審議につきましては、本日の午後と明日の午前に予定されております日本海西・

日本海北の両部会におきまして、再度、この件に関しまして御審議をいただきたいと考えております。 

以上です。 

○石川会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、この日本海のベニズワイガニの資源回復計画に関します審議は以上にいたしたいと思います。 

 議事を次に進めさせていただきたいと思います。 

 

議題４ そ の 他 

 

○石川会長 

 次が、議事４のその他でございます。 

 これで、資源回復計画についての協議事項が終了いたしました。その他でございますけれども、何か、

事務局の方で準備はございますでしょうか。 

 ありませんか。 

 事務局の方では何もない、その他では用意していないということでございますが、この際、委員の皆様

で何かございましたら御発言をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 どうぞ、中村委員。 

○中村委員 

 北海道ですけれども、16 年度の予算要求の新たな部分も本委員会の意向の中で出てまいったものとし

て、水産庁側の努力に対して敬意を表したいと思いますし、また漁業者も自ら、先ほど皆さんから声が出

ていますように、犠牲を払っていると言えば変な言い方ですけれども、やはり制限なりをすることにおい

て収入が減っているわけなので、それにこたえていることだというふうに考えておりますので、今後も、
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こうした施策を実施する場合には、やはり委員会の意向を踏まえながら、新たなものも加えながら、ひと

つ取り運び願いたいと考えています。 

 それと我々自身も、先ほど、同じ北海道の風無さんからお話がありましたように、ハタハタに取り組ん

でいますけれども、組合単位では、自分のところは最も進んだ形で努力している。でも、その恩恵をあず

かる全体としては、やはりまだまだ詰めなければならないところもありますので、そのことについては、

鋭意努力してまいりたいというふうに考えております。 

 現に、明日の会議が終わった後、札幌に帰りまして、その足ですぐ、５時からなんですけれども、そう

した会議を持って、今漁期から何とかとり進めたいというふうに考えているところでありますので、今後

もよろしく御支援のほどをお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

○石川会長 

 どうもありがとうございました。 

 そのほか、ございませんか。よろしいでしょうか。 

 次の西部会の会議が１時からということで、時間が参りましたので、この辺でこの委員会、お開きとさ

せていただきたいと思います。 

 なお、議事録署名人のお二方、福田委員と宮本委員につきましては、後日、事務局から議事録が送付さ

れますので、署名の方をよろしくお願いいたします。 

 これをもちまして、第３回の日本海・九州西広域漁業調整委員会を閉会させていただきます。 

 どうも長時間、ありがとうございました。 

 

                                  閉        会 
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