
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海・九州西広域漁業調整委員会 

（第４回）議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年１０月１３日 

水産庁資源管理部管理課 



 

 

 

 

１ 開催日時 

平成１６年１０月１３日（水）１４：００～１７：００ 

 

２ 開催場所 

東条インペリアルパレス 吹上の間 

３ 出席者 

（委 員） 

畔田正格、西崎義三、小坂榮一、齋藤辰男、小田政市、大黒信吉、堂久八  

齊藤洋一、佐々木新一郎、吉岡修一、生越日出夫、屋田孝治、清水栄太郎 

松井誠一、宮﨑孝俊、小西藤司、福田靖、桃原仁一、和田耕治、本川廣義 

濵田素司、風無成一、冨田重基、宮本光矩、森本稔、三木奈都子 

（独立行政法人水産総合研究センター） 

本多 仁   本部研究調査部研究開発官 

石田行正   中央水産研究所資源評価部長 

白井 滋   日本海区水産研究所日本海漁業資源部資源生態研究室長 

（水産庁） 

 弓削志郎   水産庁次長 

 武田真甲子  水産庁資源管理部管理課長 

 長谷成人   資源管理部管理課資源管理推進室長 

 大橋貴則   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 

  中本裕之   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 

 松本昌士   資源管理部管理課資源管理推進室管理型漁業推進班指導係長 

  阿部 智   資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班課長補佐 

  加藤健司   資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班計画係長 

 古賀 剛   資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班計画係員 

 青木保男   増殖推進部漁場資源課沿岸資源班課長補佐 
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  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 

 笠原光仁   増殖推進部漁場資源課沿岸資源班漁海況係長 

  古俣明伸   北海道漁業調整事務所資源管理係長 

  栗田雅弘   新潟漁業調整事務所長 

 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 

  佐藤友介   境港漁業調整事務所資源管理係長 

 森田安雄   瀬戸内海漁業調整事務所資源課長 

 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 

堀江誠治  九州漁業調整事務所係員 

 

 

 

４ 議 題 

  （１）平成１７年度資源回復計画関係予算について  

  （２）水産資源の状況について  

  （３）資源回復計画の進捗状況について 

  （４）その他 
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５ 議事内容 

 

 

開   会 

 

〇事務局（阿部） 定刻よりは、多少時間は早いのですが、委員の皆様おそろいでござい

ますので、ただいまから第４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、大変お忙しい中を御出

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、本委員会は平成 13 年度に発足以降、年１回のペースで開催してきて

おり、今回が４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係る問題等について御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ございまして、翌日には、日本海北部会並びに日本海西部会

の開催を予定しており、それぞれの海域に係る資源回復計画の検討につきましては、その

場で行われる予定になっております。 

 本日は、資源回復計画の進捗状況などを議題とさせていただいておりますけれども、ま

ず定員 29 名の過半数を超える 26 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御報告させ

ていただきます。 

 なお、本委員会で、これまで委員長として御活躍いただきました石川委員におかれまし

ては、これまでは社団法人日本水産資源保護協会の会長という傍ら、委員として御活躍い

ただいていたわけでございますけれども、その会長職を引退されましたことに伴いまして、

委員本人の方から、委員の職について辞任したいという願いが提出されましたところ、こ

れを受理しております。 

 このようなことから、まず石川委員の後任の会長――今まで石川委員に会長をやってい

ただいていたわけですが、その会長の互選をこの後行うこととしておりますけれども、そ

れまでの間におきましては、日本海・九州西広域漁業調整委員会事務規程の第４条の規定

により、会長代理の職にあります畔田委員に本委員会の進行をお願いしたいと考えており

ます。 
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 それでは、畔田会長代理、議事進行の方をよろしくお願いいたします。 

○畔田会長代理 本日はお忙しい中、委員の皆様、それから来賓の方々、御出席いただき

ましてどうもありがとうございます。 

 ただいま事務局の方から説明がありましたように、会長を務めてこられました石川委員

の辞任に伴いまして、新しい会長を互選するまでの間、私が議事進行を務めさせていただ

きます。 

 

水産庁挨拶 

 

○畔田会長代理 まず、議事に入る前に、きょうは水産庁の方から弓削次長がお見えにな

っておりますので、御挨拶をお願いしたいと思います。 

○弓削水産庁次長 水産庁の次長をしております弓削でございます。本日の第４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、一言、御挨拶申し上げたいと思い

ます。 

 まず、委員各位におかれましては、御多忙中にもかかわらず、本委員会に御出席いただ

きまして厚く御礼を申し上げます。 

 まず最初に、本委員会の大臣選任委員の三門委員が、去る８月 24 日に御逝去されまし

た。心より御冥福をお祈り申し上げる次第でございます。 

 今回の委員会は、８月に海区漁業調整委員会委員の改選に伴い、複数県の互選委員が交

代されております。また、そのほかにも委員の交代がございます。交代されました委員の

皆様におかれましては、本委員会委員としての御活躍を期待しております。 

 さて、皆さん御承知のとおり、平成 14 年３月に、水産基本法に基づく水産基本計画が、

今後 10 年間を見通して定める中長期的な施策推進の指針として閣議決定されております。

この基本計画の中には水産物の自給率の目標が定められましたが、その達成のための中心

を成す施策として、資源回復計画等の資源管理方策が位置づけられております。資源回復

計画については、これまでにも広域資源に係る計画が６計画、地先資源に係る計画が２計

画作成されてきております。この対象魚種には、マサバなどの大衆魚や瀬戸内海のサワラ、

日本海北部のハタハタなど、地域色の強い重要魚種など、バラエティに富んだラインナッ

プとなっています。 

 資源回復計画は、このような重要水産資源を漁業者による漁獲努力量の削減や、種苗放
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流などによる資源の積極的な培養措置などを有機的に組み合わせて資源の回復を進めるた

めのマスタープランでございます。これまで申し上げてきましたとおり、魚種別に作成す

る資源回復計画につきましては、本年度が資源回復計画の作成に名乗りを上げる最終年度

となっております。水産庁としましては、漁業者の意向を酌み取り、できる限り、多くの

悪化している資源について資源回復計画が作成できるよう、関係都道府県と連携をとりな

がら取り組んでいるところであります。 

 資源回復計画に取り組んでいる魚種につきましては、他の海域の話にはなりますけれど

も、瀬戸内海のサワラなどは、既に新聞紙面をにぎわすほど資源の回復傾向が認められる

等、成果があらわれてきております。本委員会の管轄海域は、北海道から沖縄県までの広

大かつ変化に富んだ漁場を内包しており、その場所で営まれている漁業の種類についても、

沿岸漁業から沖合漁業、対象魚種についても浮魚から底魚、多種多様な要素で組み合わさ

れているということで、これに対応して資源の管理をめぐる問題も非常に多くて、克服し

ていかなければならない課題も山積みになっております。今後の資源回復計画の策定に向

けての成否は本委員会にかかっており、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、本海域の今後の水産業全般の発展につながるものと考えております。

このため、委員各位の御活躍を期待するところであり、このような重大な責務を果たして

おられるということで、改めて心より敬意を払うものであります。 

 最後になりましたが、本日お集まりの皆様の御健勝と今後の御活躍を祈念いたしまして

挨拶とさせていただきます。 

 それと、まことに申しわけないことでございますけれども、私、どうしてもはずせない

用事がございます。水産庁、御承知のように各種国際交渉、山積みで抱えておりまして、

その関連で、ちょっと席をはずさざるを得ないということで、本当は、こういう重大な資

源管理の話し合いの場でずっと話を聞いておきたいのですけれども、まことに申しわけあ

りませんが、途中退席させていただくことを冒頭おわび申し上げまして挨拶にかえさせて

いただきます。 

 どうも失礼いたしました。 

○畔田会長代理 弓削次長、どうもありがとうございました。 

 

配付資料の確認並びに新任委員紹介 
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○畔田会長代理 今、弓削次長の方からお話がありましたように、三門委員が亡くなられ

たこと、それから、海区を代表しておられる委員の方々が大分かわられたということ、そ

のほかに、石川委員の後任には森本委員になっていただくことが決まっております。 

 このようなことを含めて、まず事務局の方から、きょうの会議の資料を確認していただ

くとともに、新しく委員になられた方々を紹介していただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

○事務局（阿部） それでは、まず配付した資料の確認を最初にさせていただきます。 

 まず、お手元にあるかどうか確認していただきたいのですが、１枚目に議事次第です。

その後に、配席図、出席者名簿、委員名簿です。その後が資料番号の振っているものでご

ざいまして、資料番号１といたしまして「資源管理体制機能強化総合対策事業」と書いて

あるもの、資料２といたしまして、これは横長になるんですけれども、「2004 年（平成

16 年）資源評価対象種日本海漁業資源の資源状況」という資料、続きまして資料３ですけ

れども、「資源回復計画の進捗状況について」、資料４として「海洋生物資源の保存及び

管理に関する基本計画の見直しについて検討（案）」というものです。 

 以上が本日の配付資料となっております。何か不足しているものがあれば、今申し出て

いただければ、すぐにお持ちいたします。 

 続きまして、新たに委員になられた皆様を事務局の方から紹介させていただきたいと思

います。 

 お手元に配られている資料の委員名簿をお手にとってごらんいただきたいと思います。

その委員名簿の順番、上から、特にかわられた委員の方の御紹介をさせていただきます。 

 まず、秋田県の海区互選委員といたしまして、小坂委員。 

 続きまして、新潟県の海区互選委員といたしまして、小田委員。 

 石川県の海区互選委員といたしまして、堂委員。 

 福井県の海区互選委員といたしまして、齋藤委員。 

 福岡県の互選委員といたしまして、松井委員。 

 佐賀県の互選委員といたしまして、宮崎委員。 

 続きまして、長崎の海区互選委員でございますけれども、長崎につきましては、互選さ

れた委員が法人委員といたしまして小値賀町漁業協同組合ということで委員をなされてお

ります。本日は、小値賀町漁協の代表組合理事の小西組合長に出席していただいておりま

す。 
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 続きまして、名簿順に行きます。沖縄県の互選委員で桃原委員。 

 続きまして、大臣選任の方の委員に移らせていただきますが、先ほども話がありました

とおり、石川委員の後任といたしまして、森本委員。 

 本日の出席者の中で、新たに委員となられた皆様は以上でございます。 

 なお、鹿児島県につきまして、昨日、海区漁業調整委員会が開かれまして、野村委員と

いう方が互選されましたけれども、本日の委員会には欠席ということになっておりますこ

とを御報告させてもらいます。 

 また、御逝去なされた三門委員の後任につきましては、委員委嘱の手続きの関係で、今

回は欠員という扱いとさせていただいております。 

 以上でございます。 

○畔田会長代理 どうもありがとうございました。 

 新しい委員の方々、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

会長の互選 

 

○畔田会長代理 それでは、会長の互選に入りたいと思いますが、会長は、この委員会の

委員の皆さんの互選によって決めることが漁業法によって定められております。互選とい

うことで、いかがいたしたものか、皆さんにお諮りしたいと思います。 

○吉岡委員 森本委員は水産庁次長をなさっておったわけでございますし、こうした資源

管理につきましては非常に詳しゅうございますので、森本委員にお願いしたいと思います。 

○畔田会長代理 どうもありがとうございました。 

 そのほかに、御意見ございますか。（「なし」の声あり） 

 皆様、森本委員に会長をお願いするということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○畔田会長代理 それでは、森本委員に会長をお願いしたいと思います。 

 森本委員は会長席の方へお願いします。 

 今後の議事の進行は新しい会長さんにお願いしたいと思います。 

 

会 長 挨 拶  
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○森本会長 ただいま、会長の職を仰せつかりました森本でございます。石川委員の後任

として、今回初めて委員会に出席をさせていただいておるところでございますけれども、

大役の御推薦をいただき、何分ふなれでございますので、今後の議事の進行について若干

不安の面もございますが、広域漁業調整委員会の会長として、委員の皆様方の御協力をい

ただきながら職務に邁進をしてまいりたいと思いますので、どうか、よろしくお願いをい

たします。 

 当委員会の関係では、管轄海域の重要な資源でありますズワイガニ、アカガレイを対象

とした資源回復計画や、地域的な重要資源でございますマガレイ、ハタハタを対象とした

資源回復計画が作成、実施されていると伺っているところでございます。 

 特にズワイガニは、韓国漁船による漁獲の影響等により、一時は非常に厳しい資源状況

にありましたが、新日韓漁業協定の締結を境といたしまして、漁業者の皆様による資源回

復に向けた取り組みの努力がなされたことなどによりまして資源量が増加していると伺っ

ているところでございます。 

 また、秋田県に代表されます日本海北部の海域を回遊するハタハタにつきましては、資

源管理の取り組みにより驚異的な回復が図られつつあるところでございます。 

 資源管理の取り組みは地道な取り組みでありまして、漁業者にとって痛みを伴う取り組

みでもございます。しかしながら、今後安定して国民に水産物を供給していく役割を担っ

ている漁業者が払わなければならない使命であるとも考えているところでございます。 

 広域漁業調整委員会の最も大きな役割は、このような資源の回復に向けた取り組みが一

歩でも先に進むような方策を検討し、決定していくことが重要であると考えております。

そういった観点から会議運営に努めてまいる所存でございますので、委員の皆様方には、

今後とも御協力のほど、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 

事務局紹介 

 

○森本会長 今回、委員の皆様方も大幅に交代しておりますが、事務局側も人事異動があ

ったようでございますので、紹介をさせていただきたいと思います。 

 弓削次長、今御退席ということでございます。 

 本当にどうもありがとうございました。 

〔弓削次長退席〕 
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○森本会長 それでは、事務局側の人事異動につきまして紹介をさせていただきます。 

 私の右側より、武田管理課長さん。 

 中央水産研究所 石田資源評価部長さん。 

 日本海区水産研究所 白井室長。 

 私の左側が、長谷水産庁管理課の資源管理推進室長。 

 その左が、事務局をしている水産庁管理課のメンバーでございます。 

 

議事録署名人の指名 

 

○森本会長 続きまして、議事に入る前に、後日まとめられる本委員会の議事録の署名人

を選出したいと思いますが、これについては、事務規程第 12 条にありますように、会長

から２人以上を指名することになっておりますが、事務局によりますと、これまで名簿順

に指名していたということでございますので、このルールにのっとり私の方で指名させて

いただきたいと思います。 

 今回の委員会議事録の議事録署名人として、海区漁業調整委員会の互選委員の方から、

青森県互選の西崎委員、大臣選任委員の方から三木委員のお二方にお願いをいたします。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

議   題 

（１）平成 17年度資源回復計画関係予算について 

 

○森本会長 それでは、議事に入りたいと思います。 

 まず、「平成 17 年度資源回復計画予算について」でございます。事務局より説明をお

願いいたします。 

○事務局（大橋） それでは、資料１「平成 17 年度資源回復計画予算」ということで、

資料１に基づいて説明したいと思っております。 

 昨今、新聞・テレビ等で「三位一体改革」の話がいろいろにぎわっておりまして、昨日

も第２回目の国と地方との協議の場がありまして、今度の予算というのも、この「三位一

体改革」と非常に密接な関係があるということでありますので、「三位一体改革」の動き

を説明しつつ、それが今度の予算にどういうふうに影響されているのかという順序で説明
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したいと思っております。 

 それでは、座ったままで説明させていただきます。 

 まず、「三位一体改革」の背景ということで、私なりの理解で言いますと、国と地方と

の税収の関係で見たら、例えば所得税のような国税、それから地方税ですね。住民税とか

ありますけれども、それが比率でいくと、国税としては大体６割で、４割は地方税として

徴収されています。しかしながら、実際、歳出の面ではそれが逆転していまして、国は４

割、地方は６割ぐらい支出している。ですから、地方にしてみたら、４入ってくるところ

を６出していますので、その差の２に当たる部分が、どうしてもどこかから補填しなけれ

ばいかんということで、そういうところを国から、今までは補助金や地方交付税という形

で手当てしていたわけですけれども、地方からは、この国からの補助金や交付税を縮小し

て、そのかわり自主財源をもらって、地方独自のニーズにあわせて歳出したいという要望

が随分前からありました。 

 こういう背景のもとに、小泉内閣では「地方にできることは地方でやろう、民間ででき

ることは民間でやろう」というスローガンがありまして、このスローガンに従って、国と

地方との抜本的な行政改革をやっていこうと。具体的には、地方の権限をふやします。あ

と、あわせて国から地方への補助金ですね。これは国庫補助金というふうに言われていま

すけれども、これをまず削減します。あとは税源移譲です。今まで国がもらっていたやつ

を地方が独自に徴収できるようにする、これは税源の移譲ですね。それから、あとは国が

地方に支払う地方交付税、交付金ですね。これも仕組みを変えていこう、この３つをパッ

ケージしてやっていこうということが「三位一体改革」というふうに巷では言われており

ます。 

 そういうことを書いてあるのが、この資料の３ページ目です。「国庫補助負担金等に関

する改革案の概要」というのが書いてありますけれども、今、私が言ったことを文字に落

としたものが、ここに書いてあるようなことであります。明治以降、大体 100 年ぐらい続

いてきたシステムをまた根本から見直すということで、今、非常に小泉内閣の要とも言わ

れているのが「三位一体改革」です。 

 この「三位一体改革」というのは、具体的には国と地方との協議の場という場で、総理

官邸のところで、小泉内閣各省の大臣と全国知事会、地方 6 団体の方が集まって協議して

います。それで８月 24 日に、この「三位一体改革」における、まず補助金を削減しまし

ょうということで、地方６団体から削減すべき補助金リストが提出されました。その中に
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は資源管理関係の予算も入っております。これにつきましては、第１回目の国と地方との

協議の場ということで９月 14 日に開催されましたその場で、前農水大臣の亀井農水大臣

から、農水省としての補助金削減に関する考え方を披瀝いたしました。すなわち、農林水

産省の施策というのは、大体、財政力の弱い農山漁村で行われているところが非常に多い

です。したがいまして、農林水産関係が廃止されますと、地域で必要な施策がなかなか困

難でできなくなってきます。「三位一体改革」で税源移譲が行われるとしても、もともと

人口が少ない過疎地域の農山漁村というのは、税収が移譲されても、なかなか財政力が乏

しいので、むしろ財政基盤が悪化するのではないか。 

 じゃ、何もしないでいいのかということではなくて、単純な補助金削減ではなくて、地

域に使い勝手がいいような仕組みや内容をちょっと変更して考えていこうじゃないかとい

うことで、農水省は、これまで 17 ぐらいの大きな事業があったのですけれども、それを

今、７つぐらいの大きな交付金という形に束ねましてやっています。その農水省の交付金

の７つのうち水産庁に当たるものが、２ページに「強い水産業づくり交付金」と書いてあ

りますけれども、これが、水産庁が今回暫定的に出した交付金の仕組みです。これは従来

の補助金を束にしてやったものでありまして、大体、総額が 192 億円ぐらいになっていま

す。 

 中身につきましては、例えば健全な水産業の育成とか、つくり育てる漁業の推進、漁村

地域の活性化、水産資源の適切な管理と、これまでは四角で囲ったようなやつをさらに細

分化したものが補助金という形だったのですけれども、今回の交付金は、これを全部束に

して、１本にして、地域・地域がプライオリティを置きたいところを選んで自由に使える

ような仕組みに変えていこうというものです。それで、この資源回復計画関係、資源管理

関係の予算というのは、水産資源の適切な管理というところの下に、ソフト事業でありま

すけれども、資源管理対策の強化と、この中に集約されております。 

 それで、補助金から交付金化したら一体どうなるのかというのが、多分、皆さんが一番

関心あるところだと思うのですけれども、具体的にどういうスキームにしようかというの

を、今、省内挙げて検討しております。ただ、今の段階で言えるのは、ここに書いてあり

ますように、各地域の実施に応じてメニューを選択できるということでありますから、例

えば例１にありますように、やはり資源管理、こういうところに重点、プライオリティを

置きたいところは、もらった交付金からそういうメニューを選択して事業を仕組むことが

できますし、あるいは、むしろ漁村振興ですね。生活排水も都市部に比べて、大体――今
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どれぐらいですか。24～25％ぐらいですね、漁村地域の下水道整備率は。それを、もうち

ょっと中都市並みの７割ぐらいまで上げていこう。そういう生活環境の整備ということに

重点を置きたいところは、もらった交付金でメニューや事業を選択できる。これが、この

交付金のメリットの一つではないかと思います。 

 それから、今までは補助金ということで、非常に細かい事業をやるに当たって、いろい

ろな採択要件、細かなものがあったんですけれども、交付金にすることによって今度は、

入り口は広く、出口を厳しくと。今までは事前の評価が非常に厳しかったのですけれども、

今後は事後評価を厳しくする。わかりやすく言うと、日本の大学というのは、非常に入る

のは難しいけれども、出るのがやさしいと言われていますけれども、他方、アメリカの大

学というのは、入るのはやさしいけれども、出るのが難しい。だから、大ざっぱに言うと、

アメリカ式の入学システムのように変わっていくというふうに考えればわかりやすいので

はないかと思います。 

 それから、あとのもう一つのメリットというのは、これまで直接委員の皆さんは関係な

いかもしれませんけれども、実際に交付金の事務手続きをする地方の都道府県の事務担当

者の方の事務手続きが非常に簡素化されるというのがメリットではないかと思います。 

 ということで、大体、交付金というのはこういうイメージですけれども、具体的に資源

回復計画関係の予算はどうなったかということで、また１ページ目に戻ります。ちょっと

順序が逆転しましたけれども、こういう説明が非常にわかりやすいのではないかというこ

とで……。 

 「資源管理体制・機能強化総合対策（強い水産業づくり交付金を含む）」という中で、

ポイントとしては、２の事業内容に書いてありますけれども、３つあります。一つは資源

管理に必要な情報の提供ですね。これは、資源管理する上においては、やはり、まずは調

査ですね。海洋環境の調査だとかそういうものも、これまでもやっておったんですけれど

も、今後は、もうちょっとさらに充実させてやっていこうということで、資源量予測の精

度向上を図るための予算の拡充ということで、これを今要求しています。 

 それから、２点目が資源回復計画等の作成及び普及の推進ということで、これまでは資

源管理型漁業の推進ということをやっておったのですけれども、今後は資源管理型から回

復計画の方に重点をシフトしていく。だからといって、従来の資源管理型の取り組みをや

らないということではなくて、緊急性のあるようなものは、資源回復予算にあわせて実行

していきますということです。 
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 それから、これまでは、とにかく量を回復させようという視点で資源回復計画をやって

おったのですけれども、今後は魚価の向上とかコスト削減といった質・コストという、量

だけではなくて経営の安定にもつながるような仕組みも変えていこうというふうに考えて

います。 

 あと、これまでは魚種に着目した資源回復計画でしたけれども、今後は漁業種類ですね。

具体的には、ここで言っています包括的資源回復計画というのは、例えば定置みたいなも

のです。一度にいろいろな種類の魚を捕獲するような漁業種類、こういうものも、きちん

とした資源回復できるような仕組みも視野に入れた予算にしていこうと思っています。 

 それから、最後になりますけれども、３点目として漁獲可能量の適切な管理ということ

で、中長期的な TＡＣの管理方針の策定ということです。これはＴＡＣのもとになる、例

えばＡＢＣにつきましては、定量的、客観的な分析手法が確立されておって、だれが見て

も文句が言えないよう仕組みになったのですけれども、ＴＡＣの設定に当たっては、ＡＢ

Ｃに加えて社会経済的状況を勘案するというのが法律にちゃんと書いてありまして――た

だ、これも非常に定性的なものでありますので、これをもう少し客観的、定量的な手法で

もってうまく導入できないかということも視野に入れながら、分析手法の研究のための予

算を今要求中であります。 

 以上が、強い水産業づくりの交付金の内容でありますけれども、ここには書いてありま

せんが、交付金以外でも当然、これまでもやっておりました資源回復のための休漁だとか

減船の措置につきまして、これは交付金の対象ではありませんので、引き続き、別途の予

算で対応していこうと思っていますが、関係漁業者の影響を緩和するための支援について

は、従来同様やっていくということです。 

 また冒頭の話に戻りますけれども、ことしで補助金が１兆円削減ですね。それから、あ

と平成 17 年、18 年で３兆円削減、これが大体、第１期の補助金改革と言われていまして、

この第１期補助金改革に資源管理関係の予算を含む水産庁の幾つかの予算が補助金の削減

になっておる。あとは第２期として、また平成 19 年から 21 年までに、3.6 兆円さらに削

減というふうになっておりまして、今後どうなるかはわかりません。すなわち「三位一体

改革」が、今、我々が補助金削減ということに対して農水省が出しております交付金が認

められるのかということもわかりません。もし認めない場合は、恐らく、都道府県の方々

が自主財源プラス、例えば地方交付税ということで事業を実施していくことになるのであ

ろうかと思います。 
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 いずれにせよ水産庁としましては、資源管理回復に関する調整、情報収集、それからあ

と、資源回復のためのルールづくりですね。そういった技術的助言は従来同様やっていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○森本会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明によりますと、小泉内閣の「三位一体改革」の動きが、平成 17 年度の

予算要求に大きく反映されているというお話がございましたし、新たな資源回復の取り組

みといたしまして、これまでの量のみによる回復から魚価の向上、コスト削減といった

質・コストの取り組みを行うための予算や、これまでの魚種別の資源回復計画から漁業種

類に着目した多魚種包括的な資源回復の取り組みを行うための予算を要求しているという

お話がございました。大変厳しい状況でございますけれども、補助金から交付金にかわる

というようなことも、今後大きな予算の体系として進んでいくということでございます。 

 このことにつきまして、御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 ないようでございますので、次の議事に移りたいと思います。 

 

（２）水産資源の状況について 

 

○森本会長 水産資源の状況ということでございますが、先月、全国資源評価会議が開催

されております。この会議結果について新聞などでも報道されておりましたが、改めて、

独立行政法人水産総合研究センターより中央水産研究所の石田部長、日本海区水産研究所

白井室長から、当委員会が管轄する主要な資源の資源状況について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。 

○石田部長（中央水研） それでは、水産資源の状況について御説明させていただきます。

資料は、資料番号２番をごらんになってください。それで、まず私の方から、１ページ目、

２ページ目にあります、細かい数字ですが、この表をさっと説明させていただきまして、

その後、ズワイガニ、ベニズワイ、マアジについて白井室長と説明させていただきたいと

思います。 

 まず資料２の見方ですけれども、１ページ目の一番上の欄に、魚種名、系群名、それか

ら、2004 年の資源状態、2005 年のＡＢＣリミット、ＡＢＣターゲットというふうに記載
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がございます。それで、ＴＡＣ魚種はマアジから始まりましてスルメイカのところまでが

日本海関係のもので、それぞれ系群が、対馬暖流系あるいは日本海北部系、日本海系とい

うふうに細分化されております。2004年の資源状態は、例えばマアジの対馬暖流系ですと

中位で横ばいである。2005年のＡＢＣリミット、これは生物学的許容漁獲量の上限という

ふうに呼んでいるのですけれども、それは 19万 7000トンです。それで、安全率を見込ん

で少しとり控えたものが目標値、生物学的許容量の目標値と呼んでいますが、そのターゲ

ットと書いているところですけれども、16万 7000トンということになります。 

 同様な形でずっと下を見ていただきますと、日本海、この会議に関係するところのＴＡ

Ｃ対象種は、中位あるいは高位のものが比較的多くて、低位のものは、御存じのように、

マイワシ、マサバ、スケトウダラの日本海北部系群ということになっております。 

 それから、その下に参りますと、ＴＡＥ対象種、その他の魚種等もずっと記載されてお

ります。この表の読み方は、すべて同じでございます。 

 それから、２枚目に移っていただきますと、かなりダブるんですけれども、九州の西海

岸域ということで表がつくられているようです。ですから、ここでは、例えばマアジは１

枚目と全く同じものでございますので、１ページ目を主にごらんになっていただければ全

体の概要がわかるかと思います。それで、時間の都合で、本日はこの中でＴＡＣ対象種の

マアジ、それから、皆様も関心が深いと思われますズワイガニの日本海系群、それから、

ＴＡＣ対象種ではございませんけれども、ベニズワイガニですね。その他の種のベニズワ

イガニの日本海系群と全部で４点です。この４系群について、もう少し３ページ以降の資

料で説明させていただきます。 

 それでは、ズワイガニ、ベニズワイガニについて白井室長の方から説明させていただき

ます。 

○白井室長（日本海区水研） 座ったままで失礼させていただきます。 

 そうしたら、まず最初にズワイガニの説明をさせていただきます。 

 お手元の資料は、３ページから６ページまでがダイジェスト版のズワイガニの資料です

けれども、これは、もともとはカラーページになっておりまして、ちょっと部分的に見づ

らい場所もございますので、適当な補足を加えながら御説明をいたします。 

 ダイジェスト版というのは、大体どの魚種を見ても、項目としてはページの左の方に、

ちょっとイタリックになったような感じのところで、例えば、上の方ですと生物学的特性

とか、漁業の特徴とか、そういうことで分かれておりますので、非常にコンパクトによく
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まとまった資料になっております。私が四の五の言わなくても、大体見ればわかるように

なっているということですけれども、説明させてください。 

 まず、３ページ目に分布域の日本があって、何か、日本海にカーブみたいなものをくし

ゃくしゃとかいてありますけれども、ズワイガニの日本海系群は、朝鮮半島の東側から隠

岐のあたりをぐるっと回るようにして青森近くまで続いておりまして、生物学的には、恐

らく、これは一つの固まりをつくっているのだろうと思います。 

 ただ、評価に関しましては、いろいろ本質的なこともございまして、富山県より西側の

Ａ海域、それから、新潟県以北のＢ海域という２つの海域に分けて、この資源評価表がで

き上がっております。それで、これからＡ海域、Ｂ海域という言葉を使いますので、ちょ

っとおわかりになりにくい、何のことだというふうに思われる方は、そのページの「漁業

の特徴」の２行目に今のことが書いてございますので、確認をなさってください。 

 ズワイガニの資源評価で非常に難しいのは、このカニが何歳かというか、年齢がわから

ないものですから、生まれてから何年目にその群れが漁場に入ってくる。それが漁獲物と

して利用できるかということを見込むことが今のところできていないということです。そ

れを反映しまして、寿命のところは、恐らく 10 歳以上だというようなことが書いてあり

ますけれども、成熟開始年齢のところが「何歳」ではなくて「何齢」と書いてありまして、

脱皮の回数でこれを数えているわけです。 

 それで、カニの形になりましてから、雄は９齢、雌は 11 齢で成熟が開始すると言われ

ているのですけれども、おおむね６年ぐらいですか。最初、脱皮間隔が１年に複数回とい

うことがあるようですが、その後１年に１回ぐらいずつの脱皮間隔になるということで、

恐らく、６年、７年ぐらいが、雄９齢、雌 11 齢というあたりに当たるのではないかと思

われます。 

 漁業の特徴のところはそのとおりで、ほとんどが底びき網によってとられているという

ことです。 

 それで、Ａ海域・Ｂ海域では、ちょっと漁業の形態が違っていまして、漁期が多少違っ

ているということがございます。また、それ以外にも、特にＡ海域の方では、割と細かい

自主的な規制がありまして、実際の資源評価をやる上では大変難しいことが多いというこ

とがございます。 

 漁獲の動向のところに移りますと、次のページにかかってグラフがかいてあります。棒

グラフの上の方に黒いちょこっと載っているところがＢ海域、それから、下の長い部分が

 -  - 16



Ａ海域ということで、漁獲のほとんどはＡ海域の方でなされているということがおわかり

になるかと思います。 

 それで、資源の状態を把握できるような資料というのは、このグラフですと 1955 年以

降のものが書いてありますけれども、それ以前にさかのぼるということはなかなか難しく

て、それ以後のことについての話になるんですが、資源の極大期というふうに考えられて

いる、グラフの左側に２つの山がありますけれども、その時点が非常に高い水準であった

と思われる時期です。それ以降、ギューッと下がりまして、1990年代が始まったころが一

番悪い時期、そして現在に至るまで、多少ずるずると漁獲量が上がりつつあるということ

で、後で説明しますように、資源の状態も、ほぼこれと同じような動きを示しているので

はないかと思われます。 

 それで、資源の評価をする上で、評価の方法というものをどなたが見てもわかるように

明らかにするということが必要ですけれども、２ページ目の資源評価方法というところで

書いてありますように、Ａ海域ではトロール調査を私どもで、ことしの場合ですと、５月

の初めから７月くらいにかけて船を出しまして、Ａ海域で幅広く調査を行います。それか

ら、Ｂ海域では関係の県の担当の方といろいろ相談して、県の方に主にやっていただいて

いるのですが、かごの調査をやっております。それで、それぞれから上がってきた資料を

もとに、面積密度法を用いまして資源量を推定しています。 

 面積密度法というのは、偉そうに言っていますけれども、要するに、田んぼを全部刈り

取れば収穫量はわかりますが、それの一部を見て、ことしの状態はいいよ、悪いよと言っ

ている、それが面積密度法だと思っていただいて結構かと思います。それで、この面積密

度法を用いて、そういう現在の状況を知るということが一つ。 

 それから、特にＡ海域の方では、沖合底びき網の漁業によってかなりの部分が漁獲され

ていますので、これによる漁獲統計というものが整備されていまして、その中から資源量

指数という指標を用いて、ここに書いてありますとおり、漁区別ＣＰＵＥの総和とありま

すけれども、これを用いまして資源状態の推移を見る。この２つから資源状態を判定しま

しょうということをやっております。 

 その肝心の資源状態ですけれども、そこの矢印がかいてあって黒ずんでしまっている絵

と、その下にグラフがあります。このグラフの中の左右に２つあるところが同じマークで、

例えば左側ですと、これはＡ海域の雌の状態をあらわしたものですが、同じ三角形になっ

ておりますけれども、上に直線のグラフがあって、その下に２本の三角形のグラフがあり
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ます。その凡例の順番で見ていただくとおりの――だから、上の三角形の方が兵庫以西、

それから下の三角形の、これは何か、ずっと下をはっているようなグラフになっているん

ですけれども、これが京都から石川の状態を示しています。右側の雌の方も同様です。そ

ういうふうにごらんになってください。 

 それでＡ海域の方ですけれども、このグラフは資源量指数というものをあらわしていま

す。この資源量指数のグラフというのは、さっきの極大期あたりの状況というのはわかり

ませんで、絵で見てもわかりますように、1979年以降の絵になっております。それで、全

体とすると、やはり 90 年代を底にして上がっている。雄でも雌でも似たような状況がわ

かるかと思います。それを地域的に分けると、兵庫以西では、ちょうど上の直線のグラフ

の部分に合ったような動きをしていて、先ほどお話したように、京都から石川の、いわゆ

る越前ガニブロックですか、変な言い方ですが、そのあたりの部分では、割と下の方をは

っているというような状況で推移しているということです。 

 それで、1999年から我々の、先ほどお話したトロール調査というものを行っているんで

すけれども、やはり同様に、資源量指数のような隠岐島の周辺を中心にして、最近増加し

ている傾向というのがつかまれています。 

 これらのことから、先ほどお話した極大期というものを考えれば、現在は、そう悪くは

なさそうなんですけれども、やはり水準としては中ほどに位置するのであろう。それから、

動向としては、そこのグラフにもありますように、増加傾向にあると考えてよかろうかと

思います。 

 それから、ここの絵には載っていないんですけれども、トロール調査を行いまして、殻

の大きさをはかって、それが年々、どのように動いていくか――動いていくかというのは、

だんだん成長して組成が変わってくるんですけれども、それを見ていきますと、来年度の

漁期ですね。来年、2005年の７月以降の漁期になるわけですけれども、そこで初めて加入

してくる群というのは、非常に資源的に大きな群れが入り込んでくるのではないかと予想

がされています。 

 そのことによって、2005年の資源は非常に大きくなることが予想されるんですけれども、

残念ながら、次の 2006 年、2007 年漁期になると、同じような山が続いてあらわれるとい

う様子が、今のところ見ることができません。そこに書いてありますように、2006 年、

2007 年に加入する群は、2005 年の加入群の約２分の１と推測されています。それで、こ

の 2005 年の山というのは、既に２年前から我々は把握していたので、恐らく、2006 年、
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2007年に入ってくる加入群が急に大きくなってあらわれるということは、ちょっと期待で

きないのではないかと考えているところです。 

 続きまして、Ｂ海域の方です。Ｂ海域は、下のちょっとマークが大きなグラフになって

いて、かなり資源量指数で見るとでこぼこに見えるんですけれども、かにかご調査でも全

体的に同じような傾向は見てとれるのですが、長期的には中位水準ぐらい、それから、増

加傾向にあるのではないかということで判断をしているところです。 

 こういった状況を踏まえまして、2005年の漁期についての管理方策というものをその次

に提示しているわけですが、資源量が大きくなるということは、Ａ海域ではかなり期待は

されるのですけれども、それを今と同じようなやり方でとってしまうと、ちょっと間延び

している表ですが、５ページに大きな四角があって、下ほどに参考値というのがあります。

その 2005年の漁獲量のところで 7100トンとありますけれども、これは今と同じようなや

り方でとってしまった場合ということで 7100 トン。これでは、2006 年、2007 年にかけ

て漁獲してしまうと、また資源が悪くなってしまうということで、なるべく漁獲量が――

もちろん、ふえた方がいいんですけれども、漁獲量が一定になるような割合で推移するよ

うに数値を考えまして、来年の分については、ＡＢＣとして 5000 トンという数値を提示

させていただいたところです。 

 Ｂ海域については、その次のページに入るんですけれども、430 トンということで、こ

れも 2003 年になるんですが、もう既に終わった漁期ですね。それの漁獲量から比べると、

かなり高い値でＡＢＣリミットの方を出させていただいているということです。 

 今お話したようなことは、「資源評価のまとめ」というところに書いてありますので、

ざっと読んでいただきたいのですが、全体として傾向は、ズワイガニの場合はよい。それ

から、特に漁獲量の多いＡ海域の方については、2005年漁期では、かなりとれる、とろう

と思えばとってしまえるような状態になるだろうけれども、資源をこれからうまく使って

いくために、ある程度、漁獲量は抑えぎみで推移させた方がいいだろうということで、こ

の資源管理方策というのはまとめているということが書かれております。 

 それで、一番下の方に、全国資源評価会議等における主な意見というところで、もうち

ょっと、5500トンぐらいにとってもいいんじゃないのということで、またこちらとしての

回答が書いてございますので、興味のある方は読んでいただきたいと思います。 

 もしかしたら質問をお持ちかとは思いますけれども、続いてベニズワイの説明をさせて

いただいて、マアジも済んだ状態で、後に御質問があれば受け付けたいと存じます。 
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 ベニズワイです。ベニズワイというカニは、もともとかなり古い時代から富山湾の非常

に深い海でとれていたのですけれども、そのころは刺し網でとられていたということです

が、1970年ぐらいから日本海全体で、かごを使ってとらえるようになったというふうに把

握しているところでございます。 

 それでズワイガニが、先ほど、90 年あたりに非常に悪くなったという話をしましたけれ

ども、河口のあたりからの状況というのが、ベニズワイについてはわかっております。そ

れが、お手持ちの資料ですと８ページの一番上のグラフの部分ですけれども、実は、これ

はもっと前からお見せしたいところですが、こういった資料が――これは何を使ったかと

いいますと、漁獲成績報告書というのを使ってこのグラフを出すんですけれども、80 年以

前というのがなかなか整備されておりませんで、それ以前を現在と同じクォリティで出す

ことができないということで、これは 80 年以降のグラフになっているのですが、恐らく、

ベニズワイ全体から見ても、その 80 年代の山というのは、かなり大きなものであったと

いうふうに我々は考えているところです。 

 それが 90 年代に入りますと、一たん、ちょっと下げどまるように見えるのですが、そ

の後、また 2000 年を越すあたりからだんだん落ちてくるということで、漁獲の状態は余

りよくないように、このグラフからも見ることができます。 

 それでベニズワイの方は、先ほどズワイガニの方では９齢から 10 齢とか何とかいう年

齢の話を最初の方でいたしましたけれども、そこら辺も、実はまだよくわかっていないと

いうことで、なかなかこの生き物は――水深で言えば 500 メートルよりも深いところ、そ

れから、記録では 2700 メートルぐらいまでいるというふうにされているのですけれども、

恐らく、漁場としてちゃんとした活用をされているのは 700～800 メートルから、現在で

すと、かなり深いところまで行っていますので、2000メートルぐらいと思われるのですが、

そういった生物なので、なかなかこの生物を１年追っていくことが難しくて、その生態的

な部分がまだわかっていないということがございます。 

 漁業の特徴としては、非常にそうやって深いところなものですから、底びき網というの

が不可能で、かにかごによって漁獲されることがあります。それで、これはまた漁業の形

態なんですけれども、134 度以東・以西で、134 度よりも岸寄りの部分ですね。日本海に

沿って岸よりの部分が知事許可漁業、それよりも沖合の部分が大臣承認漁業ということで、

ちょっと様子が違っております。 

 次のページの、先ほど見ていただいたグラフのところにＣＰＵＥの折れ線グラフがあり
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ます。これは、黒く塗りつぶした方が大臣許可ですけれども、これを見ますと、やはり 90

年代あたりに少し悪くなってきたものが最近上がってきて、またストンと落ちているよう

ですが、その落ちるぐあいが、大臣許可の方が、まだおとなしい感じがするんですけれど

も、ＣＰＵＥで見ると、知事許可の方が非常に強く落ちているというような傾向が見られ

ます。全体的には、大臣許可の部分というのが漁獲としても大きなものですから、漁獲と

して下がってしまうわけですが、その漁獲成績報告書に沿って評価の方をやっておりまし

て、漁獲量とＣＰＵＥによって現状を把握しているところでございます。 

 資源状態は、そこに簡単にまとめてありますように、1999年以降、ＣＰＵＥがかなり減

少した状況にありまして、ほぼ過去最低の水準の状態にあるというような現状でございま

す。それで、このまま漁獲を続けてしまうということは非常に危険なことですけれども、

特に最近の漁獲物の傾向を見ますと、一応、規制されているサイズよりも小さなものをか

なり漁獲しているということもあって、この部分を減らそう。それから、全体に圧縮した

状態でとった方がいいだろうということで、現状の漁獲量の 0.48倍という、かなり厳しい

係数を掛けてＡＢＣを出しておるところでございます。 

 果たして、これでやってどこまで回復の方に向かっていってくれるかというのは、まだ

わからないんですけれども、何しろ、成長がなかなかすぐに進んでいかないグループなも

のですから、こういった状態を続けることによって今後の成り行きを見ていきたいという

ふうに考えているところです。 

 以上です。 

○石田部長（中央水研） それでは、続きまして９ページのマアジ、対馬暖流系群につい

て説明させていただきます。 

 生物学的な特性としましては、一応５歳までということになっていますが、漁獲量の大

半が０歳及び１歳で、２歳が少しいて、３歳以上はほとんど見えないという状況でござい

ます。それから、産卵期・産卵場は、この下の図のところで、少し薄い色で産卵場という

のがかかれていますけれども、東シナ海、九州沿岸、山陰沿岸に分布しておりまして、分

布範囲はかなり広いことになっています。それで、産卵期は主に冬から春ですけれども、

盛期が、ここに書いてございますように、３月から５月ということになります。 

 漁業の特徴の方に移らせていただきますけれども、東シナ海及び日本海でまき網が主体

となって、大体 80％ぐらいを漁獲しているという現状でございます。 

 漁獲の動向ですけれども、次の 10 ページに移っていただきまして上の図をごらんくだ
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さい。この棒グラフの方が、我が国の対象海域での対馬暖流系の漁獲量の推移を示してい

ます。それで、73年から 76年あたりは、大体９～14万トンと比較的高かったのですが、

その後減少しまして、80 年には４万トンと非常に低い値になっています。それから、ずっ

と回復しまして 95年前後ですね。93年から 98年あたりは 20万トンを超えるというよう

な高い値になっていました。その後、また減少しまして、99 年から 2002 年だと 13～15

万トン、2003年がちょうど 15万トンということになっております。 

 それから、白丸で折れ線グラフがかかれていますが、これは大中型まき網の１網当たり

に何トンとれたか、軸は右側を見ていただくとよろしいのですけれども、１網で、例えば

2003 年だと 10 トンですか、そのくらいとれているということを示しています。これは、

ある程度資源量の密度の指数になるんですけれども、漁獲量と似たような動きをしている

ということがわかります。 

 以上が漁獲の動向ですけれども、その中で韓国も――これは韓国の漁獲量は含んでいな

いのですけれども、毎年、数万トン程度漁獲しているという報告がされております。2003

年の場合ですと、アジ類として２万トンというような報告があります。その中で、日本で

は 15万トンですから、量的にはそれほど大きくないということが言えます。 

 次に、10 ページの資源評価の方法のところに移らせていただきます。調査船によって、

いろいろな調査もして事業の分布状態も調べておりますが、基本的には、漁獲量、魚体測

定のデータ、これらを用いた年齢別の漁獲尾数、これに基づいて資源尾数を推定していま

す。それをまた重量に直して資源量としてあらわすんですけれども、その結果が下の資源

状態のところの図にあります。10 ページの真ん中あたりの黒丸の折れ線グラフです。これ

を見ていただきますと、1973 年から 76 年あたりは 21 万～29 万トン程度だったのですけ

れども、77～80 年には減少します。その後、また増加しまして、95 年前後には、かなり

高い水準で 45～52万トンというふうになっています。 

 しかし、また減少しまして、2001 年には結構低くなっております。2001 年、ここにも

掲げられておりますが、低い値になっています。この低い値から、近年は増加傾向にあっ

て、資源量として 43 万トンということになっています。それから、ここの文章にも書か

れていますけれども、親の量と加入量、これは、生まれて０歳魚が漁業でとれ出す量です

けれども、両者の間には正の相関があって、親の量が多ければ、それだけ子供の量も入っ

てくるという状況になっています。 

 真ん中の図で、白丸で折れ線グラフで示していますが、これは資源量のうち、漁獲でど
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のくらいとっているかという割合ですけれども、かなり変動しますが、大体 40～60％、海

の中にいる魚の 40～60％をとっているということになります。これらの分析に基づいて、

資源の状態としては、この図の右上に書かれていますけれども、中位で横ばいというふう

に判断しております。 

 それから、管理方策のところですけれども、先ほど資源量の図で、2001年にかなり低い

値になったのですが、それからちゃんと回復しているので、最低、それ以上に親魚資源を

保ちたいということを目標にしております。 

 結論を申しますと、11 ページの方の、また長くなった表のところに移るんですけれども、

マアジの場合は、現状の漁獲圧、今のとり方をしても、ちゃんと資源は増加するというよ

うな割と望ましい状態にありますので、生物学的許容漁獲量の上限としては 19万 7000ト

ンということを提言させていただいております。若干安全を見込んで、２割ぐらい削減し

て 16万 7000トンという形になっております。 

 それから、11 ページの 19 万 7000 トンの次に括弧で 17 万 5000 トンという数値があり

ますけれども、19 万 7000 トンというのは、韓国の漁獲量も考慮してどれだけとっていい

かということを計算したもので、そのうち、日本水域のものは 17万 5000トンということ

になります。 

 11 ページの「資源評価のまとめ」のところに入りますと、資源は、近年では高い水準で、

かなり良好な加入が続いているということです。それから、現在の漁獲圧でとっても資源

の増加が期待できる。そういう意味では、割と安心して漁獲のできる魚種でございます。 

 管理方策のところも同様のことが書かれておりまして、現状の漁獲圧を継続する。ただ

し、先ほど申しましたように、０歳魚あるいは１歳魚が漁獲の主体を占めますので、でき

ることなら、なるべく０歳魚の漁獲圧を減少させることが望ましいということも提言して

おります。 

 それから、12 ページの方に参りまして、上の方の図で点線と実線がありますけれども、

実線でかいたものが現状の漁獲圧で、左の図ですと漁獲量が、現在の漁獲圧を使い続けて

も漁獲量はふえます。それから、右の方は産卵親魚量もふえますということを示しており

ます。 

 その次は、ちょっと飛ばしまして一番下の図で、資源変動と海洋環境との関係というと

ころがございます。これは、東シナ海のある地点の表面水温が横軸にとってありまして、

縦軸に再生産性効率、これは、ある一定の親からどれだけの０歳魚が漁業に何尾入ってく
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るかという指標ですけれども、どうも東シナ海の水温が低いほど、そういう一定の親から

生まれてくる０歳魚の尾数が高くなるという傾向が見られております。まだ具体的な、な

ぜこうなるかということはわかっていないのですけれども、今後、この辺は調査が進めば

明らかになるかと思われます。 

 それから、全国資源評価会議でいただいた御意見及びその回答は 12 ページの下の方に

記載しております。 

 以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。 

○森本会長 どうもありがとうございました。当委員会に関係する魚種につきまして、大

変詳しく資源状況を説明していただきました。 

 ただいまの説明で、何か御質問等ございますでしょうか。 

 大黒委員、どうぞ。 

○大黒委員 ただいまのアジの説明でございますが、私の言うのが間違っているかどうか

わかりませんが、富山県の今年の漁況を見ておりますと、今、説明があったものと相当食

い違っているのではないかなというふうに思われます。昨年あたりから、だんだんアジの

量も減ってきておりますし、大体、大きいアジがいなくなりました。今年なんか、ほとん

ど小さいアジばかりです。そういうことを見ると、相当、アジの資源も減っているのでは

ないかなという感じがしております。 

○石田部長（中央水研） 今のところ、2003年までの漁獲量に基づきますと、先ほど申し

ましたように、資源はそれほど悪くなくて、中位で……。 

○大黒委員 何か、相当悪くなったような感じがしますけどね。 

○石田部長（中央水研） その辺は、また新しいデータを入れて、次年度に向けて、再度

解析をしたいとは思っております。 

○大黒委員 ほかの地区はわかりませんけれども、富山県、新潟県、石川県あたりを見ま

すと、アジの魚体がだんだんこまくなっています。大きいやつはだんだん減ってきており

ます。今年なんか、大きいやつというのはほとんど、１割かそこらしかいません。 

○白井室長（日本海区水研） 適切な答えになるかどうかわからないですけれども、今こ

ちらで説明したマアジの話というのは、東シナ海から日本海にかけての全体の話なんです

よ。それで、実はそこの漁獲のほとんどは対馬あたりで獲られているものなので、特に日

本海の中部海域のものというのが、なかなかこの中で反映されていないというのは確かに

あります。そのあたりのマアジの資源というのは、どんなふうに群れが動いているかとい
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うのは、よくわかっていないというところもございまして、確かに最近、ちょっと小さく

なっているというのは我々も把握はしているんですけれども、決して悪くなっているとい

うことではないのではないかと思うんです。 

 つい最近まで、ちょっと大きめの状態が続いていましたので、恐らく、全部が全部、東

シナ海に戻ってそっちで産卵しているというばかりじゃなくて、かなり地先で産んでいる

群れがあるみたいなので、そういうような動向が、かなり上下動しているのではないかと

思われるんです。 

 全体的には、新潟から石川ぐらいまでかけて、それほど、今現在悪いという感じは持っ

ておりません。すみません、横から。 

○小田委員 新潟県だけれども、今、富山さんの方からあったように、新潟県も、南の方

の糸魚川から青海、あの辺は、確かに魚体は小さいですね。でも、山形県寄りの北部に来

ると型はいい。魚体は結構、新潟から北の方は、どういうせいか型はいいけれども、やは

り今、富山さんが言うように、新潟県も富山寄りの方は、魚体は小さいですよ。これはど

うなっているのか。 

 だから、やはり６月から７月にかけては、粟島沖には産卵だか、相当大きなアジは定置

網に入っています。その辺が、富山と近い新潟の上越というか、南の方は違うのではない

かと、そのように今思って、富山さんと同じように、南の方は小さいということです。 

○森本会長 どうもありがとうございました。 

 東シナ海を産卵場とする全体の資源評価と、地域的といいますか、新潟、富山あたりの

ことしの状況と、ちょっと現象的に合わないところがあるというような御意見でございま

すけれども、この辺も含めまして、また来年の資源評価に当たりましては考慮に入れて検

討していただければありがたいと思います。 

 青森県の西崎委員、どうぞ。 

○西崎委員 ただいまの来年の資源の変動等についてでありますけれども、たしか去年か

おととし、水産庁としては全体の漁獲量だけ出しているんですね。したがって、我々、こ

の委員会にも、当然いろいろな漁業をしている方がありまして、例えば大中まき網で漁獲

しているのはどのくらいあるのか、あるいは定置等においてどのくらいあるのか。そのこ

とにおいて、大中まき網だったら水深がどの程度なのか、これは、だれでも想像つくんで

すね。そして、定置網だったら、大体水深 50～60メートルから 70～80メートル。そのこ

とにおいて、さっきから言っております０歳児から３歳児までは、どの漁業でどのくらい
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とっているのか、大体想像つくんですが、大枠で、全体で出しているからなかなかつかめ

ないんです。 

 ですから、できれば私は、前にも言ったように、大中まき網でどのくらいとっている、

あるいは沿岸・定置でどのくらいとっている、そして総体でどうなっているのか、それを

出していただきたいということは、私、前にも話しておりますので、できれば来年に向け

てそういう――このデータを出すのは、大変複雑になるかもわからないけれども、やはり、

そういった正確な数字を拾っていってこそ資源がどうなっているのかと動向がわかると思

いますので、できればそのようにしてほしいと思います。 

 以上です。 

○森本会長 今の青森県の西崎委員からの御意見でございますけれども、そういう点も念

頭に置きまして、来年の資源評価なり、あるいは漁業種類別の漁獲量ですか、この辺、も

う少しきめ細かくデータを出していただきたいということでございますので、そういう方

向で取りまとめていただくようお願いしたいと思います。 

 ほかに、ございませんか。 

 山口県の清水委員さん。 

○清水委員 山口県の清水でございます。11 ページの御説明の中で 19 万 7000 トン、括

弧内は日本の漁船のみ、19 万 7000 トンは韓国を含むということでございますが、差し引

きますと韓国の漁獲量が少ないようですけれども、これは的確に把握されておりますか。

どういう調査をされたんですか。 

○森本会長 わかりますか。 

○石田部長（中央水研） 近年の韓国の漁獲量を押さえて、それと日本の漁獲量、その比

率で求めております。 

 韓国のものがどこまで正しいかというのは、アジ類としてくくられているので、なかな

か難しいところですけれども、その辺は水産庁の方でも、韓国から、より正確なデータを

入手するように努力されていると思います。 

○清水委員 韓国は、それだけ漁獲量について厳しい統計をとっておられるんですか。統

計的に数字として出せるような数値を把握しておられるんですか。 

○石田部長（中央水研） 私も直接担当はしていないのですけれども、中国に比べると、

まだ韓国の方は、日本を見本にして、かなり正確なデータはとっていると聞いております。 

 ただし、なかなか出すのを渋っていると聞いております。 
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○清水委員 これは、我が国の水産庁に言っても仕方のないことでございますけれども、

的確な数字が得られるように努力をしていただきたいと思います。 

○森本会長 ありがとうございました。いろいろ日韓漁業協定に基づく会合あるいは資源

評価の科学者の会合等もあると思いますので、今の委員のお話も念頭に入れて対処してい

ただきたいと思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

 畔田委員、どうぞ。 

○畔田委員 ズワイガニについてお伺いしたいのですが、ズワイガニ、年級の幅が随分あ

って、なかなか資源がふえたり減ったり難しいと思うのですが、1990年からふえてきてい

ますね。この辺はどういう原因というか、メカニズムをわかる範囲で、漁獲努力量が 90

年から減ってきたとか、そういうこともあるのでしょうか。 

○白井室長（日本海区水研） 私、担当はハタハタをやっているんですけれども、ハタハ

タが、何であんなに急激に減って、何で、今ちょっと上向きになっているのかも、やはり

わからないようなところもございますし、畔田先生にそんなことを言っても、何か面映ゆ

いというか、口幅ったい話ですけれども、なかなかそこら辺のメカニズムというのを的確

に表現するというのは難しいかと思います。 

 確かに、漁獲規制等があって、かなり親になる直前のものが守られるような傾向にはあ

ったのではないかと思うんですけれども、悪くなってきたところなので、かなりそこら辺

は危機感を持って現場でもやってくれたのではないかと思うんです。そういったことで今

伸びているのか――それだけが原因なのかと言われると、そうではないかもしれないんで

すが、そのためには、そのころの海洋の状態とか、ほかの魚種との競合の問題とか、そう

いったことをいろいろ考え合わせなければいけないかとは思うんですけれども、このこと

については、ちょっとお答えが難しいかと思います。 

○畔田委員 どうもありがとうございました。 

○森本会長 どうもありがとうございました。 

 ほかにないようでしたら、時間も大分経過しておりますので、次の議題に入ってよろし

ゅうございますか。 

 

（３）資源回復計画の進捗状況について 
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○森本会長 それでは、「資源回復計画の進捗状況について」でございますが、資源回復

計画につきましては、日本海北・西及び九州西の各部会で関係する資源については、当該

部会において調査審議することが付託をされておるところでございまして、これまで、そ

れぞれの部会において資源回復計画の策定が進められてきておるところでございます。 

 部会は委員会のもとに置かれるものでありますので、部会の開催、審議状況については

委員会に報告をする必要がございます。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いて事務局より報告をお願いいたします。 

 さらに、他海域の資源回復計画の策定状況につきましても、あわせて御説明をいただき

たいと思います。 

○事務局（阿部） それでは、資料３に基づきまして説明させていただきます。座って説

明させていただきます。 

 資料３をごらんください。この日本海九州西広域漁業調整委員会については、会長の方

からも話がございましたとおり、部会を３部会設けております。日本海北、日本海西、九

州西という部会を３つ設けております。それで、その部会の管轄する海域における資源の

回復計画等の検討は各部会ごとで審議していくということとなっております。それで、こ

の１年間に行われました部会での状況を本委員会の方に報告を今からさせていただきます。 

 まず１枚目ですけれども、日本海北部会、これは、この１年間の間に第５回開催の北部

会と第６回開催の北部会ということで２回開催させていただいております。 

 ５回の方におきましては、議題として上がっているものは①から⑤でございますけれど

も、結果を、委員で出ていただいている人もいるのですが、振り返らせていただきますと、

日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画というものを、実は昨年６月の広域漁業調整

委員会の日本海北部会に上げたのですけれども、それにつきまして一部決まっていなかっ

た秋田県における削減措置を追加したということと、あわせて資源回復計画の効果の担保

としてＴＡＥを設定するということでやっておりますけれども、それの設定方向について

説明をさせていただき、了承いただいたという話がございましたし、ベニズワイガニの資

源回復計画の検討状況についての報告がございました。 

 第６回開催の日本海北部会でございますけれども、日本海北部のマガレイ、ハタハタ資

源回復計画、こちらにつきまして、結局、県の予算の状況、予算獲得の状況等も踏まえた

削減措置、予算をあてにした措置について、予算がつかなかったものを一部修正した例だ

とか、そういう細かい修正がございまして、それについて承認をいただきましたし、ベニ
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ズワイガニにつきましては、漁業者協議会の中での方向性はほとんど出て、それを再確認

しましたけれども、予算の関係とか、あと関係業界との調整をした上で最終決定をしたい

ということについての報告をさせていただいております。 

 続きまして日本海西部会ですが、この１年間で、第５回、第６回の日本海西部会を開催

させていただいております。 

 第５回の日本海西部会でございますけれども、こちらにつきましては、第５回の北部会

と同じく、沖合ベニズワイガニ資源回復計画の検討状況などが報告されました。 

 第６回開催の日本海西部会におきましては、第６回日本海北部会と同様の話でございま

して、ベニズワイガニにつきまして漁業者協議会での決定を再確認して、予算の獲得状況

だとか、関係業界との調整なんかを踏まえて最終決定していくという話がございました。 

 続きまして、九州西部会でございます。九州西部会につきましても、第５回、第６回と

いうのを２回開催させていただいております。 

 九州西部会第５回でございますけれども、九州西部会の方では、トラフグとマチ類とい

うものについて資源回復計画の作成を進めておるわけでございますが、トラフグについて

は一層の具体化を進めること、マチ類につきましては、マチ類ということで対象漁業魚種

としては本当はいっぱいあるんですけれども、そのうち漁獲量等から、「アオダイ」、

「ハマダイ」、「ヒメダイ」、「オオヒメ」の４種類を対象とするということを決めると

ともに、具体的な削減措置について話を進めていこうということについて了承されており

ます。 

 また、山口県の互選委員の方から、アマダイというのが広域の候補魚種で上がってきて

おるわけでございますけれども、このアマダイについては、県として、県単魚種としても

アマダイの検討を進めていきたいという話がございました。これにつきましては、資源的

には広域の資源でありますが、一度、地方に根づくと、それほど移動しないという生態も

わかっているので、この県単の資源回復計画と広域の資源回復計画と両にらみで検討して

いく方向性があるのではないかということで、さらに検討を進めていくことになりました。 

 続きまして、３ページ目です。第６回の九州西部会でございますけれども、ここにつき

ましては、トラフグとマチ類についての資源回復計画の検討状況、あと、今後のスケジュ

ール等が事務局側から出されまして、そのスケジュールに沿ってやっていこうではないか

ということが確認されました。 

 続きまして、資料４ページ目以降ですけれども、他海域の広域漁業調整委員会の状況で
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ございます。他海域というのは、太平洋広域漁業調整委員会と瀬戸内海広域漁業調整委員

会がありますので、まず太平洋広域漁業調整委員会の説明をさせていただきます。 

 ４ページ目ですけれども、太平洋広域漁業調整委員会、昨年からで言いますと、本委員

会の第３回を昨年 10 月に開催し、その後、太平洋北部会を２回、太平洋南部会を２回開

催しております。それで、本委員会、太平洋北部会、南部会ともに、この１年間の議論と

いたしましては、おおむねマサバ資源回復計画というのを作成、また実施にかかる部分に

ついて大半の審議時間を要してやってきております。それで、マサバ資源回復計画の最終

的な審議におきましては、太平洋の本委員会の方で、計画自身には承認するけれども、そ

の削減措置の部分については本委員会では決定ができず、太平洋北部会、太平洋南部会に

――翌日に開催されたのですが、第５回の北部会と南部会に持ち越されまして、一部修正

を加えるということで最終的には了承していただきまして、10月 23日に公表しました。 

 第６回の太平洋北部会、第７回の太平洋南部会におきましては、そのマサバ資源回復計

画の進捗状況、これは大中型まき網漁業者が休漁するというような内容ですけれども、そ

の休漁の実施状況なんかの報告がございました。 

 また、太平洋北部会におきましては、既に作成、実施が進んでおります沖合性カレイ類

資源回復計画の実施状況、太平洋南で言いますと、伊勢湾・三河湾の小底対象種資源回復

計画についての進捗状況、今後の進め方についての報告もございました。 

 続きまして、瀬戸内海広域漁業調整委員会でございます。この１年間の間に、７回、８

回の広域漁業調整委員会を開催しました。この中では、まず瀬戸内海の方ではサワラ資源

回復計画というのを実施中でございますけれども、そちらに関しての実施状況と、あと資

源の状況につきまして第７回のときに報告があって、資源回復計画のおかげかどうかわか

りませんけれども、資源量は増加傾向にあるが、今後の資源の加入状況を慎重に見極めな

がらやっていかないといけないですねという研究所側からの報告もあったところでござい

ます。 

 また、第８回におきましては、検討中の資源回復計画として、周防灘小型機船底びき網

漁業対象種資源回復計画というものの検討を進めておりますが、その計画に関します骨子

ですね。こういう方向でやりますということの案が事務局側から提示され、その方向性で

やってくださいということで了承がされているところでございます。 

 以上が、他海域の広域漁業調整委員会における検討状況でございます。 

 続きまして、資料の６ページを見ていただきたいのですけれども、現段階で作成されて
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いる資源回復計画をまとめたものでございます。日本地図上に資源の分布みたいなものが

わかるようなことということと、あと、それに対応した資源回復計画の中身がわかるよう

なものということで図示したものでございます。 

 枠で囲んでいる中に字が書いてあるのですが、太い枠のものが広域の資源回復計画でご

ざいます。一方、細い枠でつくられているものが地先種の資源回復計画でございます。こ

のうち、昨年から新しくできたものといいますと、マサバ太平洋計画の資源回復計画とい

うものが平成 15 年 10 月 23 日ということで新しく公表されております。これにつきまし

ては、大中型まき網漁業者が、マサバがとれる期間中に定期的に休漁、またはマサバがか

なりとれ出したときには臨時的な休漁を加えながら、操業統日を削減し、卓越年級群とい

う数年に一度、小型魚が大量に入ってくる年があるのですが、それをうまく保護して産卵

親魚まで保護していこうというような計画でございます。これができ上がっております。 

 また、地先種ということで２計画が新たに作成されております。一つは「宗谷海峡域イ

カナゴ資源回復計画」、これは資料を見てもらうとわかるんですけれども、北海道の宗谷

海峡のところに点々と漁場が分布しておるイカナゴ資源について対象漁業者、沖合底びき

網漁業者が実施するというものでございます。本委員会に出席していただいている風無委

員のところが関係するのでございますけれども、内容については、北海道がつくった資源

回復計画ということでございます。 

 続きまして、一番下の方にあります「大分県豊前海アサリ資源回復計画」というのが、

この春に公表されております。アサリを対象としてやるものでございまして、禁漁期間の

設定だとか、殻長制限とかがやられているということでございます。 

 アサリとイカナゴ資源回復計画につきましては、概要版を資料の７ページ、８ページに

つけさせていただいておりますので、簡単に説明いたしますと、アサリ資源回復計画です

が、漁獲量は 60 年に２万 7000 トンあったのですが、14 年には 610 トンと激減している。

この原因の一つとしては、小型機船底びき網が手繰３種のポンプこぎ漁業というものをや

っておりまして、これはアサリをとるためというわけではなくて、バカガイをとるために

実施しておるのですけれども、ある程度、バカガイとともにアサリもとれるということで、

そこら辺の漁獲が始まったときから減少しているのではないかというような原因がありま

す。 

 それで、資源は非常に危機的な状況にあるということで、どういう資源回復措置を講じ

るかといいますと、４のところでございますけれども、小型機船底びき網、これはポンプ
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こぎによる漁獲ですが、これは周年させませんというのが一つです。二つ目は採貝漁業で

ございますけれども、アサリの漁獲禁止期間を決めて、これを徹底しましょうというのと、

殻長制限を従来の 2.5 センチから、さらに 0.5 センチ拡大させて３センチまで許可しまし

ょうとか、あと、沖合のアサリの供給源であった漁場が、かなりポンプこぎみたいなもの

で荒らされたということがあるので、もう一度、その漁場を造成してきれいにつくり直し

ていきましょうというものと並行してやっていくことによって、５年間で現行の漁獲量を

1.5倍程度増加させるという計画をつくっております。 

 続きまして、８ページ目です。宗谷海峡海域イカナゴ資源回復計画でございます。これ

につきましても漁獲量のデータが載っているんですけれども、2002 年には、1995 年の約

４分の１程度の漁獲量まで減少しているということでございます。そういうことから、特

に主対象でとっている海域の沖底漁業者が、何とかしなくちゃということで急遽できた計

画だと聞いておりますけれども、削減措置といたしましては、４のところに載っておりま

すけれども、まず沖底が減船しちゃいましょうということで、減船２隻を 16 年度に実施

することになっておりまして、減船する以外の漁業者におきましては、操業期間も短縮し

ましょう、休漁日を設定しましょうということで、かなり厳しい内容のものを残存漁業者

もやりながら、３のところにあります 10 年後に資源量を 10％増大させるという計画をつ

くっております。 

 続きまして、９ページにまいります。これが、今までできた資源回復計画、今検討中の

資源回復計画、あと、今後つくられるであろう資源回復計画の魚種別に広域漁業調整委員

会の海区別に整理したものでございます。それで、この資料を見ていただくと、上の段の

方に広域資源、国が作成するもの、広域漁業調整委員会で検討して決めていくものですね。

下の２の方に地先資源、これは県の海区漁業調整委員会の方で決めていくものというふう

に整理させていただいております。 

 それで、実施中の資源回復計画を左側に、真ん中の欄に、既に広域漁業調整委員会とか、

海区漁業調整委員会でやるということについては決めてある、中身を今検討中のものが真

ん中、それで３番目の一番右の方ですけれども、候補として、広域漁業調整委員会、海区

漁業調整委員会なんかに話が出ている。まだ、実際に作成しましょうという決定までは行

っていないという魚種でございます。それで、こういう中で既に実施されたものが左の方

に出ているわけですけれども、この候補魚種につきましては、16 年度までに作成に着手す

るというような真ん中の欄に持ってこないと、資源回復計画を先検討していくことはでき
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ませんよということを水産庁としては、関係県だとか、関係漁業者に言い続けております

ので、この部分を早く、真ん中に移すことについて努力を引き続きしていきたいというこ

とでございます。 

 すみません。簡単ですが、資料の説明を終わらせていただきます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 本件につきまして、質問等ございますでしょうか。 

 和田委員さん。 

○和田委員 マサバの資源回復計画、先ほど御説明ございましたけれども、これは他海区

でございますが、これにつきましては休漁等の場合に支援事業ですか。それで、当初は予

定どおり国３分の１とか県３分の１とか計画されておったのですけれども、冒頭に説明が

ございました「三位一体改革」ですか、地方は非常に財政的には厳しいというところで県

の協力が得られないという話を途中で聞いたんですけれども、それは、もう解決されたの

ですか。 

○事務局（阿部） マサバの資源回復計画につきましては、和田委員のおっしゃるとおり、

昨年、平成 15 年度から休漁を実施すると。その休漁を実施するに当たっては国の補助金

ですね。過去の水揚げの 64％に対して、国と関係県と漁業者がそれぞれ３分の１ずつ出し

合うという補助金を活用して、支援を受けながら休漁するという計画でやっていたのです

が、何分、額が大きい等々、また関係県によっては、漁業者自身はそれで支援を受けるの

かも知れないけれども、地先にそれほどの貢献がないみたいな話も日本海側の県から話が

あったり何かして、実際、都道府県の３分の１が出ない状況で実施したということです。 

 それで 16 年度におきましても、県の財政状況が好転しているというような話も聞きま

せんし、やはりお金が出ない。その中で漁業者団体の方が、それでもマサバが、いつ卓越

年級群が発生してくるかわからないので、それについては都道府県分を漁業者が負担する

ことで、16 年度についてもやることについては業界の方で納得していただいてやっていた

だいた次第でございまして、この部分については、県に働きかけを引き続き水産庁として

もいきますけれども、そういうふうに、太平洋北のまき網漁業者さんには大変な負担をか

けながらやっていただいているという状況でございます。 

○森本会長 よろしゅうございますか。 

○和田委員 わかりました。 

○森本会長 ありがとうございました。 
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 三木委員、どうぞ。 

○三木委員 資源回復計画を、これだけ魚種が出ている状況で、国民に向けた資源回復計

画、あるいは資源に配慮している漁業、水産業という形のＰＲというのは――これは予算

のところで聞くべきだったかもしれないんですけれども――ないんでしょうか。というの

は、これだけ地道にやっている全国的な動きにもかかわらず、情報が内部にとどまってい

るように私は思われるんですね。すごくもったいないと思うんです。今、食の安全性に関

心を持つ消費者、あと環境問題としての漁業に関心を持つ国民・市民、すごくふえている

と思うんです。その中で資源回復計画という環境資源に対し、地道に前向きに、全国的に

取り組んでいる水産業界のイメージを広く国民にアピールし、それを追い風にして、また

計画を前に進むという好機だと思うんですね。 

 ちなみに、知り合いに研究者が大学生あてにアンケート、漁業のイメージを聞いたんで

すね。そうしたらば、漁業は産業ではなくて、むしろ環境問題としてとらえているという

回答が過半でした。ですから、このような国民的な関心、環境問題の高まりというものを

背景にして、漁業者が、今内部の合意形成でこの計画に至っていると思うのですけれども、

その社会的意義をいい意味での外圧というような形で見出して、それで前に進む力強さが

増すというふうに思われるんです。 

 さらに県の予算、今話に出ましたけれども、国民、県民が、そういう漁業というのは広

域的に取り組まなければいけないんだという認識、合意が得られれば、もうちょっと予算

がとりやすい状況になるのかなとも思いますので、何かこういう――ちょっと水産ってＰ

Ｒべただと思うのですけれども、何か、全体としての取り組みを、漁業者はもちろんです

けれども、国民に向けたものとしてやっていく可能性というのはあるのでしょうか。 

○森本会長 ＰＲがちょっと不足しているのではないかというお話でございますが、水産

庁の方で何か……。 

○事務局（大橋） 予算のところで説明いただいたら、もっと丁寧に説明できたと思うの

ですけれども、三木委員のおっしゃることは私も全く同感でありまして、基本的に漁業と

いうのは環境に依存する産業でありまして、そこが農業だとかほかの産業と違うところだ

と思うんですね。やはり、健全な環境があってこそ漁業というものは成り立っていくもの

でして、今、諸外国と比べても、例えば日本の山林が７割ぐらい残っているというのは、

漁業権をもっと拡大した入会権みたいなものがあったから残ってきたと思うんです。 

 ある意味、漁業があるからこそ――日本の環境は、沿岸域とかがいろいろ汚染されてい
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ると言いますけれども、漁業者がいるからこそ、逆に環境がここまで守られているのでは

ないかと私は思っていまして、ある意味で言えば、漁業者の役割というのは、まず安全で

安心な食物、水産物を供給するということと、もう一つは、これは忘れちゃいけないと思

うんですけれども、環境の守り手であるんですね。これをもうちょっと国民的認知する努

力が、やはり行政官も要りますし、あと漁業者の方々も一般の消費者の方々に、むしろ、

そういうものをＰＲしていかなければいけないと思っています。 

 資源管理回復計画についても、やはり日本の食料自給率は、水産物の最高時は昭和 62～

63 年ぐらいに 100％だったのに、今、52％まで下がりました。世界で一番、水産物の自給

率が高いのがチリで三百五十何パーセントです。あと、ノルウェーとかほかの国を見ても、

大体 100％を超えています。水産国日本がここまで低いというのは、果たして、このまま

でいいのかというふうに私は思っていまして、やはり今後はもうちょっと――単に漁業者

というのは魚をとるだけじゃなくて、環境を守っていくし、なおかつ海洋環境のモニター

もしていく海の守り手なんだということを、やはり、これからますますＰＲしていかなけ

ればいけないと思います。 

 あとは、特にそういうことについては、なるべく一般国民にわかりやすい言葉で説明す

る責任が行政にはあると思っています。わかりやすい言葉で説明する説明責任があります

し、当然のことながら、一般国民というのは、そういうことのきちんとした説明を受ける

権利がありますね。だから、そういう気持ちでとにかくやっていきたいと思っています。 

○森本会長 よろしゅうございますか。 

 清水委員、どうぞ。 

○清水委員 まず、今の議論に反発するのではないですけれども、もう一つ、国境を守っ

ておるという漁業者の役割がありますよ。それを忘れないでください。 

○事務局（大橋） すみません。ちょっと言葉足らずでございまして、私が言っている環

境の守り手の中には、当然――漁業というものは大体海で、特に離島とか、いわゆる条件

不利地域で行われているところが多くて、それは当然、漁業者がいるからこそ国土が守ら

れているということは大前提であります。ノルウェーでも、特に北部の方のロシアと国境

を接しているところは、政府が政策目的として漁業者を住まわせて漁業を行わせていると

いうのがありまして、おっしゃるとおり、国境監視ということは、当然忘れてはいけない

ことだと思っております。 

○清水委員 私どもは、夜の夜中に警察からたたき起こされるんですから。密航者が入っ
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たということになったら、必ず私のところへ電話が入りますよ。そういう役割も陰ながら

しておるということを認識しておいていただきたいと思います。 

 それと「三位一体の改革」、このことについては相当な言い分が私はあります。それで

回復計画ができるのかなという、実行できる段階になったら、もう金がないからやれない

ということにならないようにしっかりやっていただきたいと思います。一々言えばきりが

ないほどありますし、また水産庁で答えられるような問題じゃないと思いますから、我々

も応援しますからしっかりやってください。それだけ言っておきます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 先ほど来、前回の本委員会以降の資源回復計画としまして、県単種で２計画が作成され

たということでございます。 

 また、資源回復計画の作成に向けた検討が進められていることなどの説明がございまし

た。事務局の説明では、魚種別回復計画の着手魚種の承認の期限が今年度末ということで、

資料に載っている候補魚種について検討が進められているということでございましたが、

説明のあった魚種以外でも資源状態が悪く、漁業者が資源回復計画に取り組もうと考えて

いる魚種があるのではないかと思うのでございますが、これまで事務局の説明にあった魚

種以外で、漁業者協議会等で検討されている魚種など、各委員の方で聞いておられること

がありますでしょうか。 

 屋田委員、どうぞ。 

○屋田委員 島根県の屋田でございます。本県におきましては、中型まき網漁業者の間で、

マアジについて、どのような漁獲努力量の削減措置ができるか等々、資源回復計画の取り

組みをやろうというような検討が始められたと聞いておりますので、漁業者の間でも、や

はりこれからマアジについても検討していかないといけないのではないかということを聞

いているんです。 

○森本会長 ありがとうございます。 

 ほかに、和田委員、どうぞ。 

○和田委員 鳥取県の境港から来ました和田と申します。大中型のまき網漁業を運営して

おりますけれども、島根県、鳥取県には山陰まき網漁業協同組合という組合がございまし

て、私どももそこに所属しております。それで、先ほど島根県の屋田委員の方から出まし

たけれども、私も大中まき網漁業者としてマアジの資源管理の必要性は感じているところ

でございます。 
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 ただ、個々の具体的な意見については、まだ組合の方で聞いておりません。今度 10 月

20 日に理事会がございますので、そのときに隠岐島の船主さんを含めて御意見を伺いたい

と思っております。 

 それで、先ほどから出ておりますけれども、やはり山陰は――山陰の境港でございます

けれども、イワシが切れてからとるものがないという状態が長く続いておりまして、アジ

がふえつつあるというところで、それこそ主要なまき網の対象魚種ということになってお

ります。以前、イワシが盛漁のときは 70 万トンの漁獲が境港もございましたけれども、

現状 10 万トンから 12 万トンというところで低迷しておるところでございます。そういっ

た面で、漁業の経営環境、そして、当然加工業者さんとか、車の両輪じゃございませんけ

れども、境港の基幹産業としては水産業というところでございますので、地域経済の影響

についても、やはり資源管理を行う場合には、御考慮、御配慮いただきたいと思いますし、

それに対する支援事業といった面は、先ほども出ておりましたけれども、拡充をしていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 ほかに、ございますか。 

○本川委員 私は、日本遠洋まき網の本川と申しますけれども、お二方の意見に関連いた

しておりますが、我々は、東シナ海で対馬暖流系群のアジの漁獲対象をしております。最

近、極小アジの発生が多いものですから、組合内部でも、その極小アジの捕獲を自粛しよ

うじゃないかというような意見の統一を図っております。ぜひとも、この会で極小アジの

資源回復計画について実行していただきたい、そのように思っておりますので、よろしく

お願いします。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 ただいま、マアジに関しまして御発言がございましたが、確かにマアジは、マイワシ資

源が非常に激減しているという中で、島根県の中まき、あるいは鳥取県の境港におけるい

ろいろな水揚げの状況、非常に困難な状況のお話もございましたし、九州の西海域を拠点

とする遠まき、その他の沿岸漁業者などの九州西、日本海西部の漁業者による利用度が非

常に高まってきている魚種でございます。 

 資源状況は、先ほど水産総合研究センターの方で説明がございまして、大きく見れば中

位横ばいというお話もございましたけれども、ここで、さらに永続的にこの資源を利用し
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ていくという意味で漁業者の方からお話がございました。 

 マアジは日本海西部会、九州西部会の両部会の漁業者が主に利用している資源でござい

ますので、今後は、関係漁業者の範囲等を考慮いたしまして、日本海西部会、九州西部会

で調査審議を進めていくこととしてはいかがか。それで、両部会での了承をもって本委員

会の了承とするということにしてはいかがかと考えておるのですが、よろしゅうございま

すでしょうか。 

 清水委員、どうぞ。 

○清水委員 その意見には賛成ですけれども、先ほどの説明の中で、回遊経路がまだはっ

きりしておらないというお話がございました、マアジについて。つかめておらないという

お話でしたが、間違いないですか。私の聞き違いですか。 

 よろしいです。わかっておらなかったら、なるべく詳細に調べていただきたい。どこで

産卵して――このごろ、ずっと沿岸で産卵しておるような、小さい図面ですからわかりに

くいですけれども、濃いところと薄いところがある。薄いところがずっと沿岸に塗ってあ

りますから、至るところで産卵するのであろうかというふうに推察しますが、それと回遊

経路との因果関係、地域海流なのか、広域海流なのか、その辺のところもわかったらいい

なと思いますので、よろしくお願いしておきます。 

○石田部長（中央水研） まだ十分わかっていないというふうにお答えしたのですけれど

も、メインの産卵場は東シナ海であるということは変わりございません。それで、各沿岸

での地先でも産む群れがあって、そういうものがどのくらいの割合かというのは、なかな

かわかっておりません。それから、各沿岸で生まれる群れもあるんですけれども、東シナ

海から生まれて対馬暖流に乗って沿岸に運ばれたものが実際にかえるかどうか、そこの確

証がまだございません。今、魚の中の事跡等を調べて、まず各地先でとれるマアジの中で、

実際に東シナ海から生まれているものがどのくらいか、あるいは地先生まれのものがどの

くらいか、そういうことを調べる試みはしております。 

 以上です。 

○森本会長 清水委員、どうぞ。 

○清水委員 私の感覚的な意見ですけれども、昔から見ておると、アジがふえるとマイワ

シが少なくなるような気がしておりますし、マイワシがふえるとアジが少なくなるという

ような感覚的なとらえ方をしております。それは、単なる根拠のない感じであろうかなと

思いますけれども、その辺のところはわかりませんか。因果関係。 
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○石田部長（中央水研） なかなか断定できないんですけれども、清水委員さんがおっし

ゃるように、三すくみ説と言って、ある３つの、例えばマイワシだとか、マサバ、マアジ

という各魚種がある関係を持って、あるものがふえるとあるものが減るとか、そういう関

係は実際に見られています。 

 それで、先ほどマアジのところで、どうも水温とも関係しておったと紹介したんですけ

れども、またその中で、実際にそういう関係を通してマアジがふえたりしておるのか、あ

るいは、またその関係を通してほかの魚種とも――例えばマイワシですね、そういうとこ

ろも関係しているのか、その辺は、まだ十分にはわかっておりません。今後解明したいと

思っております。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 先ほど申し上げましたマアジにつきまして、日本海西部会と九州西部会の方で調査審議

を進めていただくということでよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本会長 では、そういうことで、まだ検討が始まったという段階ではございますが、

今後の広域漁業調整委員会としましては、日本海西、九州西部会で進めていくこととしま

して、両部会の了承をもって本委員会の了承とするということで進めることにしたいと思

います。 

 

（４）そ の 他 
・資源管理法に基づく基本計画の見直し（報告） 

 

○森本会長 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が、その他の議題

として、事務局よりＴＡＣ制度、ＴＡＥ制度を規定している「海洋生物資源の保存及び管

理に関する法律」に基づき、農林水産大臣が定めることになっている「海洋生物資源の保

存及び管理に関する基本計画」の見直しについて御報告をしていただきます。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局（大橋） それでは、お手元の資料４「海洋生物資源の保存及び管理に関する基

本計画の見直しについて（検討案）」と書いてあるものですが、これに基づいて説明した

いと思います。 

 それでは、座ったままで説明いたします。 
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 この「海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画」という計画は、資源管理法に基

づいて、農林水産大臣が、我が国周辺水域の海洋生物資源の保存・管理について定める基

本計画でございます。 

 この計画の中で、具体的にＴＡＣの数値が定められ、来年のＴＡＣについては、11 月に

予定されております水産政策審議会で最終的に諮って決定されることになっております。 

 この検討案につきましては、去る９月 21 日の第 17 回資源管理部会においても、一応、

協議していただたところであります。 

 それでは、説明いたしますけれども、ポイントとしては２つあります。一つは、現行計

画ではいろいろ――このページの「現行」と書いてある真ん中のコラムですけれども、だ

らだらといろいろ背景・経緯などが書いてありまして、これを簡潔にしようというのが１

点と、それからもう一つは、ＴＡＣの設計についての考え方を明確にしていこうというの

がポイントであります。これが第２点目であります。これは順を追って説明していきます。 

 まず、簡潔に改正するというポイントについてでありますけれども、現行――これは今、

真ん中のコラムですけれども、１～11 までは、背景・経緯についてだらだらと書いており

まして、こういう経緯的なものは削除いたしまして、この中にはＴＡＣに関することや、

あるいはＴＡＥに関することがいろいろ入っておるんですけれども、ＴＡＣに関するもの

はＴＡＣに関する記述、ＴＡＥに関するものはＴＡＥに関する条項に移すという編集上の

作業をやっています。 

 基本理念には、左側の改正案の方を見ていただくとわかるんですけれども、科学的知見

に基づく管理によって、水産基本法の基本理念であります水産業の健全な発展と水産物の

安定供給を図るということを明記するなど、いろいろ書いてあります。 

 いずれにしましても、１、２、３は経緯的なものでありまして、一昨年に閣議決定され

ました水産基本計画の中で使われております文言をそのまま持ってきておりますので、こ

れは特段、実質事項の変更はなく、より簡潔な表現になったというふうに理解していいん

じゃないかと思います。 

 それから、２点目の漁獲量可能に関する設定の事項、これは、この資料の５ページのと

ころで、左側のコラムに、第３「第１種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量に関する事

項」というものがあります。現行の計画と対比していただくと非常にわかりやすいと思う

のですけれども、現行の計画、真ん中のコラムですが、ここでは、これまではここにいき

なり各魚種ですね、サンマだとかスケソウのＴＡＣの数値がいきなりここに入っておった
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んですけれども、法律自体は、ＴＡＣは資源の動向を基本として漁業経営、その他事情を

勘案して定めるという規定がありまして、その規定を現行の規定に定めたいということで、

法律の考え方をこの計画の中に入れております。 

 それから、括弧書きにありますように、19 年の TＡＣ設定に係る改正まで、５年程度を

見据えた中長期的な管理方針を考えていきたいと思っております。 

 それから、ページをめくりまして６ページ、２のところで、漁獲可能量の設定に係る第

１種特定海洋生物資源の管理方針というのがあります。これがポイントでありまして、

（１）から（４）までありますので、具体例を挙げながら御説明したいと思っています。 

 ２の（１）、いろいろ書いてありますけれども、ここで言いたいのは、条件のよい魚種

をまず重点的に回復させようというのが趣旨であります。例えば、先ほどもいろいろ議論

がありましたけれども、イワシとマサバですね。これが、例えばどちらも、今のところ低

位の水準ですけれども、いろいろなレジームシフトだとか、いろいろな魚種交代だとかあ

りますけれども、イワシとマサバを比べると、マイワシの方が若干、資源回復の状況がよ

くなくて、マサバの方が、相対的に見たら回復の可能性が高いということです。 

 ということからすれば、これは、現場の漁業者の皆さんはそういう実感があるというこ

とから、マサバは資源回復計画というものが取り組まれているところなんですけれども、

例えばマサバのように、相対的に見てマイワシと比較すれば、状況により、マサバのよう

なものを優先的に回復させていきましょうと。 

 他方、回復の条件が悪いイワシみたいなやつについては、回復までは期待できなくても、

少なくとも資源を維持するような目標にして TＡＣを設定していこうというのが２の

（１）の趣旨であります。 

 それで、２の（２）「資源が中位または高位にあるもののうち、漁獲量の」といろいろ

ここに書いてありますけれども、これは、例えばサンマを当てはめて考えていただければ

いいのではないかと思います。サンマは、非常に今のところ資源状況がいいんですけれど

も、ただ、供給量において漁獲が非常に変動いたします。あと、輸入もされることもあり

ますので、国産の漁業生産だけで考えられるような状況ではないんですけれども、いずれ

にしましても、資源の変動に応じて一々ＴＡＣを設定していくと、経営という観点から見

たら非常に影響が大きいのではないか。経営が破壊されれば、結局は水産物の安定供給も

できませんし、全部輸入に頼ってしまうという自給率の低下を一層助長するような状況に

なってもいけませんので、こういうサンマのようなものについては安定的にＴＡＣを設定
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していこうということが、この２の（２）で言っているものの趣旨であります。 

 それから（３）、これは外国水域との間にまたがっているまたがり資源ですね。例えば、

日本海東シナ海のイワシ・アジ・サバ・スルメイカ、あとオホーツクだとスケソウダラで

すか。あと、ズワイは韓国・中国・ロシアの水域にまたがっておりますけれども、例えば

スケソウの刺し網ですね。これは北海道で行われております。これは、地元では刺し網で

回遊してくるやつを待って刺し網でとるんですけれども、他方は北方４島の近郊で、地元

から見えるようなところで、ロシアが大型トロールでごそっとスケソウをとっている。こ

ういうような場合だと、ロシアのトロールによって、非常に地元のスケソウの刺し網が大

打撃を受ける。例えば、スケソウのようなこういう資源については、当面は、一方的に日

本の漁業者だけが痛みを伴うような管理をするのではなくて、ある程度、資源を維持する

ことを目標に、また、年によっていろいろ回遊することもあると思います。日本の水域に

多く回遊することもあるし、あるときはロシア側の方の水域に回遊することもあるかと思

いますけれども、そういう来遊魚の変動も見込んで TＡＣ設定をやっていこうという趣旨

です。 

 あと、最後になりますけれども、（４）ですね。これは日本海のズワイです。こういう

ものを想定していただければいいと思うんですけれども、調査によって３年間の資源への

加入量の予測が一応可能ということですが、具体的には、来年の加入は非常にいいんです

けれども、その次の２年間、その半分程度ということになっていますが、こういう場合は

なるたけ、来年はできるだけとり控えて、平準化して安定的に漁獲していきましょうとい

うようなことが、この（４）で言っている趣旨であります。 

 以上が、基本計画の今回の改正のポイントでありますけれども、最終的には、先ほど申

しましたように、11 月の水政審で、この基本計画に基づきまして、数量を入れて最終的に

決定されるということになっております。 

 以上です。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明で、何か御質問等ございますでしょうか。 

○小田委員 最初の広域の場合には、新潟県の方のマガレイ、ハタハタについての減船も

17 年から実施するということが言われていましたが、これは前回の同期で、減船は 17 年

度はしないというような話がありましたが、それは本当ですか。 

○森本会長 事務局の方……。 

 -  - 42



○小田委員 マガレイ、ハタハタの減船というのは……。 

○事務局（阿部） マガレイ、ハタハタの資源回復計画につきましては、漁獲努力量削減

措置については、基本的には漁業者さんの中で決めた内容を、削減措置を実施していくと

いうことでございます。 

 ということで、減船の話があるという、漁獲努力量削減措置として考えられるようなと

ころに対しては減船を一つの候補として話を進めていきますし、そういうことがないとこ

ろについては、とりあえず、みんなで取り組む別の措置を対象としていくというやり方で

ございまして、今のところ、新潟県の方の具体的な減船の話は聞いておりませんので、減

船をやるという話はございません。 

○小田委員 減船の希望というのは、自主希望というか、それをある程度出した人もある

んですよ。この際、自分も減船してやめようと、そういう話があったものですから、私の

方も、それはやるんだったらやった方がいいと。そうしたら、国の方では 17 年度の減船

の予算はないみたいだし、だめだと言われたものですから、せっかくそういうことを言っ

ておいて、予算がないから来年は減船しないんだというようなことは、余りにも漁業者に

対して失礼というか、計画を立ててやったことに――やはり、予算がないんだったらない

ように、補助金補助３分の１というのも少し緩和して、４分の１負担にするとか、額を下

げても、一たん言ったものに対して責任を持って水産庁としてもやってもらいたいなと、

私はそう希望するわけで、何人か、減船を希望している人はあるんですよ、新潟県のマガ

レイ、ハタハタに。 

 今のところ、ハタハタの対象船はないけれども、マガレイにはそういう人が２～３ある

んですね。だから、そういう人たち、せっかく 17 年度まで頑張って、17 年度は思い切っ

て減船に踏み切ろうという人もあるのに、今度は国の予算がないからだめだというのは、

言ったことと実行することがちょっと違うのではないか、そのように、私も代表として、

一体どうなっているんだということを聞かれると、きょう初めて當摩さんと交代して前の

ことはわからなかったけれども、そういうことがあったにもかかわらず、今、こういうこ

とでは、みんなやる気になって取り組んでいるのに、中途で、減船であろうが休漁であろ

うがダウンして計画が水の泡になるというようなことは、やはり避けてもらいたい。それ

はお願いしたいです。 

○事務局（阿部） 先ほども私の方から申しましたとおり、漁獲努力量削減措置について、

漁業者の人たちで話し合った内容を実行してできるように、我々としても予算をとってい
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っている状況ですし、新潟県さんのそういう話につきましては、もう少し、また県の方と

も話をさせてもらいながら、具体性があるのかどうなのかとか、どういうふうにやってい

ったらいいのかとか、そこら辺も相談させていただきたいと思います。 

○小田委員 わかりました。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 西崎委員。 

○西崎委員 基本計画の見直しについて、いろいろ説明があったわけでありますが、説明

を聞いておりますと、すべての魚種を対象にするというわけではないけれども、ある魚種

については資源が回復されている。したがって、ＴＡＣの枠を広げようという内容の説明

に私は聞いたわけでありますけれども、それで間違いないんですか。 

○事務局（大橋） 基本的に、ＴＡＣというのはＡＢＣに基づいてやります。それで、冒

頭の予算の説明にもありましたけれども、今までは科学的な、客観的な分析手法に基づい

てＡＢＣが決まって、あとは、それに社会的な要因でＴＡＣを決めるわけですが、大体、

ある魚種についてはＡＢＣの 1.5 倍だとか、昔は数倍ぐらい高かったやつもあったんです

けれども、今回は、よりきめ細かく、だれが見てもわかるような――今までがいいかげん

と言っちゃ悪いんですけれども、客観的な指標に基づいてＴＡＣを設定するということで

あります。 

 だから、それは一概には言えません、ＴＡＣが広がるかどうかというのは。それは当然、

ＡＢＣが広がればＴＡＣは大きくなると思いますし、あるいは経営という視点から見たら、

むしろＴＡＣを大きくすれば、要は豊漁貧乏みたいなことになる。例えばサンマなんかは、

余り資源がいっぱいあるから、もっともっとＴＡＣを広げようかというふうにすると、今

度は、その分、魚価がガガッと下がりますので、むしろ経営という視点から考えたら、あ

る程度、ＴＡＣ量を若干低目に抑えた方が漁業経営も安定するのではないかということで

す。 

 だから、物によっては大きくなるし、低くなるものもある。ただし、今回は新たに経営

的、マーケットの市場の動向も踏まえてＴＡＣ量を決定するということですから、少なく

とも言えるのは、漁業経営の安定にはつながるということだと思います。 

○西崎委員 このＴＡＣの見直しにつきましては、それぞれいろいろな漁業があるわけで

ありまして、一概に広域漁業調整委員会で承認をするとか、しないとか、簡単に私どもは
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返事できるわけではないと思いますよ。これは大変な、重要な問題になっていくのではな

いかなという気がするわけであります。水産庁がどのような魚種をどのように改正するの

か、私どももまだはっきりわかっていないけれども、これは、やはり私どもそれぞれの地

元県においての意見も拝聴しながら、当然、この会議で意見を出していかなければならな

いと思いますが、簡単には……。 

 当初、ＴＡＣ制を設定したときは、資源を回復するにはどうしたらいいか、いわゆる世

界規模で、それぞれの国々で大枠を決めて資源をふやしていかなければ、将来、この水産

業がどうなるのかと、そういう心配があったからＴＡＣ制にしたわけでありますね。それ

なのに、今いろいろな方法で――しかもまた、国も県も、そして我々漁業者もお金を出し

合って資源回復に努めている中でありますね。それなのに、若干の回復をしている魚種が

あるからということで、すぐそこに行くというのは、漁業者の同意を果たして得られるの

かどうかなというふうに心配されるわけでありますので、これは、やはり慎重に進めても

らいたいなと、そのように思っております。 

○森本会長 それでは、長谷室長。 

○長谷室長 西崎委員おっしゃられる趣旨を踏まえて慎重に進めていきたいと思います。 

 具体的には、この基本計画なりＴＡＣの話は、法律上、水産政策審議会の方の諮問事項

ということになっておりますので、そちらの方での議論ということになりますが、当然、

県の方にも十分、事前に説明して、そういうことで慎重に取り扱っていきたいと思います。 

 しかしながら、広域委員会の諮問事項ということではないんですけれども、資源管理に

ついての考え方ということなものですから、この機会を使って御説明させていただきまし

たし、これからもこういう形で、御意見をまた聞かせていただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 水産政策審議会の所管事項ということでございますけれども、大変貴重な御意見、あり

がとうございました。 

 ほかにございますか。 

 それでは、その他としまして、本日の委員会で取り上げるべき事項はございますか、事

務局の方で。 

 事務局の方では特にないようでございますけれども……。 
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閉   会 

 

○森本会長 それでは、ほかに御意見等もないようでございますので、本日の委員会は、

これをもちまして閉会としたいと思います。 

 委員の皆さん、それから、御臨席の皆様におかれましては、長時間にわたりまして、大

変貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。 

 なお、議事録署名人の西崎委員と三木委員におかれましては、後日、事務局より議事録

が送付されると思いますので、署名の方、よろしくお願いをいたします。 

 これをもちまして、第４回日本海・九州西広域漁業調整委員会を閉会させていただきま

す。 

 どうもありがとうございました。 

 

                                  ―了― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  - 46


