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１ 開催日時

平成１７年３月１６日（水）

２ 開催場所

東京マリオットホテル

３ 出席者

（委 員）

森本稔、中村東伍、西崎義三、小坂榮一、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、野村義也、桃原仁一、和田耕治、本川廣義

濵田素司、冨田重基、宮本政昭、宮本光矩、畔田正格、三木奈都子

（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

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
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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

九州漁業調整事務所資源管理計画官吉永政信

九州漁業調整事務所係員堀江誠治

３ 議題

（１）資源回復計画について

①マアジ対馬暖流系群資源回復計画について

②日本海ベニズワイガニ資源回復計画について

③資源回復計画の作成状況等について

（２）トラフグ延縄漁業にかかる委員会指示について

（３）平成１７年度資源回復計画関係予算について

（４）そ の 他
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開 会

○事務局（阿部） 定刻となりましたので、ただいまから第５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。

本日の委員につきましては、この委員会の定数が29名でございますけれども、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114条で準用いたします漁業法

101条に基づき本委員会につきましては成立していることを御報告させていただきます。

それでは、森本会長、議事進行をよろしくお願いいたします。

○森本会長 本日は大変お忙しいところ、委員の皆様を初め来賓の方々におかれましては

御出席をいただきましてまことにありがとうございます。

日本海・九州西広域漁業調整委員会につきましては、これまで年１回のペースで開催を

してきております。しかしながら、前回の委員会は10月でございましたけれど、例年であ

ればこの時期には各部会の開催のみということで、本委員会は開催しておりませんでした

が、今回は議題の中にありますように、本委員会の権限であります委員会指示について審

議していただく必要でございました。また、２部会の管轄水域をまたがり分布する資源で

あるマアジ、ベニズワイガニについて審議検討を行う必要があったことからこの時期に日

本海・九州西広域漁業調整委員会を開催することになりました。

各委員におかれましては、昨日から本日午前中まで各部会での御審議で大変お疲れのこ

とと思いますが、本委員会としての初の委員会指示等の審議など非常に内容の濃い議事と

なっておりますので、これまでの部会の審議に引き続きましてよろしくお願いいたします。

挨 拶

○森本会長 それでは、議事に入る前に、本日水産庁から田原長官が御出席でございます

ので、御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○田原長官 水産庁長官の田原でございます。

きょう、ここに第５回目でございますが、日本海・九州西広域漁業調整委員会の会合が
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開かれるということでございまして、一言御挨拶申し上げたいと思います。

まず、委員の皆様方におかれましては、年度末ということで何かと御多忙の中をこの委

員会に御出席いただきまして厚く御礼申し上げますとともに、日ごろから漁業調整問題、

あるいは資源回復の問題、こういったこと等につきまして御尽力を賜っておりますことに

対しまして改めて深く御礼を申し上げさせてもらいたいと思います。

昨年はいろんな災害が相次ぎまして、我が国に10個の台風、さらに年末には中越大地震

とかいろんな災害関係が起こりまして、水産関係でもたび重なる台風ということで、全国

各地、漁港関係、あるいは養殖場関係、いろんな被害が出ておりまして、改めてそうした

被害に遭われました方々に対しまして心からお見舞いを申し上げたいと思っております。

さて、きょうの委員会の次第であります資源回復関係、あるいは漁業調整関係というこ

とで、昨今我々が目にしておりますのは、例えば日本海北部のハタハタですとか、あるい

は日本海西部のズワイガニですとか、こういったものが昨今豊漁であるということが報じ

られておりまして、かなり厳しい厳しいと言われている中にありましてはいいニュースも

あるということで、我々も意を強くしているところでありますし、また資源回復計画に取

り組んできているかいもあるということで、これはこうした御努力をしておられます漁業

者の方々とともに喜びたいと思っております。

きょうの議題ということでは、先ほど資源回復計画の話等々ございましたけれども、そ

もそもこの資源回復計画、16年度までに50魚種をめどに打ち立てるということで始まった

仕組みでございますけれども、今までのところ広域資源の回復計画ということで、８計画

の20魚種が、地先では３計画３魚種が実施されておりますが、これにプラスアルファが加

わってくるということで、当初もくろんでおりました50魚種ということはどうやら達成し

そうだという話も聞いておりまして、こうした御努力に対しましても心から御礼を申し上

げたいと思います。

きょう、先ほど会長の方からの話がありましたけれども、午前中までに審議されました

九州・山口北西のトラフグ資源に関します委員会指示の御審議ですとか、日本海の沖合ベ

ニズワイガニの資源回復の話ですとか、マアジの対馬暖流系群の資源回復計画の話、いろ

いろと盛りだくさんの審議事項が予定さているということで、お疲れの中、大変恐縮でご

ざいますけれども、よろしくお願いしたいと思います。

また、きょう御出席の委員の皆様方は平成13年の10月からということで委員に御就任い

ただいておりまして、任期が４年ということでございますので、今年の秋ということにな
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るわけでございますけれども、この３年半というものは、振り返ってみますと、漁業法が

平成13年に改正されまして広域漁業調整委員会制度が設けられ、その中で資源回復計画を

はじめとしたいろんな難しい議題に取り組んでこられた皆様のおかけでこの広域漁業調整

委員会制度もうまくワークしているということが言えるのではないかと思います。これま

での各委員の皆様方が払ってこられました御努力に対しまして御礼を申し上げますととも

に、残されました半年間におきましても漁業の世界では調整問題なり、こうした資源回復

の問題、絶えず、日々起こっている問題でございまして、皆様方の御支援、御助力、こう

いったものをお願いする次第でございます。

末尾になりましたけれども、日ごろから皆様方にいろいろと御努力賜っておりますこと

に感謝申し上げますとともに、御出席の委員の皆様方の御健勝を祈念申し上げまして、甚

だ雑駁ではございますけれども、私からの冒頭の御挨拶ということにさせていただきます。

本日はよろしく御審議のほどお願い申し上げます。

○森本会長 どうも田原長官、ありがとうございました。

長官におかれましては、この後の予定があるということで、これよりこの場を退席され

ます。本当にお忙しいところありがとうございました。

○田原長官 失礼します。よろしくお願いいたします。

資 料 確 認

○森本会長 それでは、まず配付資料の確認をしたいと思います。事務局、よろしくお願

いします。

○事務局（阿部） 配付資料の確認をさせていただきます。

本日、各委員の皆様のお手元にある資料ですけれども、１枚目から、議事次第、出席者

名簿、配席図、委員名簿がありまして、次からが資料番号のついてるものでございます。

資料１、マアジの関係の資料です。資料２は、日本海沖合ベニズワイガニの資源回復計画

の案です。資料３は、進捗状況ということで、表になったものです。資料４－１といたし

まして、九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画の概要というものです。資料４－２－

１ということで委員会指示、これは横長の資料になっておりますけれども、資料番号は右

上についております。資料４－２－１、４－２－２、４－２－３とあります。続いて参考

資料ということで、九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画（案）ということでついて
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おりまして、その後に資料５です。それと我が国周辺水域の漁業資源評価のダイジェスト

版というものがあるかと思いますし、あと、きのうだとか、きょうの午前中の部会に御出

席されていなかった委員のところには広域漁業調整委員会のハンドブックというのを水産

庁の方で新しくつくりまして、それがお手元にあるかと思います。

配付資料は以上です。

○森本会長 ありがとうございました。

委員の交代について

○森本会長 本日の委員会には昨年夏に急逝されました三門委員の後任として宮本政明委

員が新たに委員として出席されておりますことを報告させていただきます。

議事録署名人の選任

○森本会長 続きまして、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。

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と

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まして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兵

庫県互選の吉岡委員、大臣選任の方から本川委員のお二方にお願いをいたしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。

議 題

（１）資源回復計画区について

①マアジ対馬暖流系群資源回復計画について

○森本会長 それでは、議事に入ります。

まずマアジ対馬暖流系群資源回復計画についてでございます。事務局より説明をお願い

します。
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○事務局（阿部） マアジ対馬暖流系群の資源回復計画について、資料１に基づきまして

説明させていただきます。着席して説明します。

このマアジ対馬暖流系群資源回復計画についてでございますけれども、前回の日本海・

九州西広域漁業調整委員会の場におきまして、島根県の海区委からの互選委員ほか、大臣

漁業者の委員の方から、日本海のマアジについて小型魚の保護について考えていきたいと。

また、そのときに資源回復計画の枠組みについても利用するかどうかについて検討したい

というふうな話がございました。そういうふうなことを受けまして、水産庁も中に入り、

話を進めてきた結果ということでまとめさせていただいているものでございます。

この資料の構成ですが、１枚目、２枚目にこれまでの状況ということでつけさせていた

だいて、別紙ということで、３枚目、４枚目が研究者の見解とデータ、こういうふうなも

のがついておりますので、資料の説明上、３枚目、４枚目と、１枚目、２枚目を並行して

説明するような状況がありますので、もしよろしければ、資料３枚目、４枚目と、１枚目、

２枚目を分けていただいて、対比させていただければ非常にわかりやすいと思います。ま

た、きょうお手元にある資料の我が国周辺水域の漁業資源評価の24ページ、25ページが資

源評価結果の内容が入っております。こういうふうなものを見ていただきながら確認して

いただければ非常にわかりやすいかと思います。

それでは、説明に移らせていただきます。

まず、これまでの状況ということですが、資源状態です。

資源水準につきましては、中水準の横ばいということで、資源の状況は2001年から2003

年までの良好な再生産成功率によって支えられていて、資源状況としては悪くないという

ふうな判断が実はなされております。これについて何で資源回復計画なのかということは

あるかと思います。

続きまして、移動回遊等でございますけれども、３ページ目の資料、こういうふうなも

のだとか、24ページ目の資料を見ていただくとわかるのですが、マアジ対馬暖流系群につ

いては、東シナ海から日本海の沿岸で広く分布している資源でして、韓国水域などの外国

水域などにもいるというふうな資源であるということです。

また、１歳魚で50％、２歳魚のすべてで成熟するというふうな状況があるということで

ございます。

漁獲の状況ですけれども、漁獲量につきましては、３ページ目の資料であるとか、同じ

ものが資源評価の資料の24ページにもついておりますけれども、同じ系群のうち、80％は
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まき網漁業者が漁獲します。そのうち、漁獲が特に行われているのは東シナ海から九州北

西岸、日本海西部、山陰等ですね。そういうふうなところが主な漁場となっておりまして、

我が国水域内での漁獲というのが、資源は外国とのまたがりであるという話をしましたけ

れども、９割近くは我が国の水域内でとれていますということです。

漁獲量の推移でございますけれども、これにつきましては1990年の中盤から後半にかけ

て、非常に良好な、20万トンを超える漁獲があり、現在でも15万トンを上回る漁獲がある

という状況であります。ただ、傾向としては一時期の高位水準から比べると減少している

という傾向がうかがえるということでございます。

実はこういうふうな状況で資源回復計画に取り組むということで、研究者の見解という

のがあります。詳しくは資源評価のこの冊子を見ていただくとわかるのですけれども、か

いつまんで私の方から説明させていただくということで、３ページ目に資料をつけていま

すけれども、こういうふうなものの資源管理をしていくということですが、これについて

今はこの資源量は高い水準にある。これは良好な加入というものがあるから、そういうふ

うな状況にありますよということをまず研究者は判断しているということですね。

それで、漁獲係数、どれぐらい漁獲圧をかけていいかどうかということ、それが適切で

あるかどうかというのは、再生産の成功率に依存する部分がありますねということだとか、

あと、過去10年間の再生産成功率の中央値のもとで現状の漁獲圧を継続していけば、資源

自身は増加するという判断があります。

他方、漁獲の構造、そういうふうなものを見ると、かなり０歳魚に対する圧力が高いと

いうのがうかがわれますので、こういうふうなものを減らして、できる限り大きくしてと

った方が漁業者のためにもなるし、資源管理のためにもなりますよというのが研究者の判

断であります。この研究者の判断だけでいうと、実は日本海側でとっている主要魚種であ

るアジ、サバ、イワシなどの浮き魚資源などで考えると、マイワシは非常に資源水準が落

ち込んでいて、マイワシをねらった操業は漁業者自身も行えないようなレベルの資源にな

っている。また、マサバについて韓国とか中国とか外国漁船の操業ということで競合して

いて、日本の水域だけの日本の漁業者による資源管理だけではなかなか資源の水準をふや

しづらいという状況の中で、マアジについては良好であるので、ある程度この水準、今の

漁獲圧だったらとっていってもいいですよと、漁業者にとっていい評価をしていただいて

いる魚種であるという背景があります。そういうふうな中で、実は漁業者は資源回復計画

に取り組みたいと言っているわけです。
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そういうふうなことも含めて漁業者協議会での検討結果ということで説明させていただ

きたいのですけれども、先ほどの漁獲状況のところでも説明しましたとおり、漁獲の80％

がまき網漁業者がとっている。なおかつ漁場としては東シナ海から九州北西、日本海西部、

山陰ですね、そういうふうなところが漁場になっているということで、そういう漁場でま

き網漁業をやっていただいている漁業者ということで、漁業者協議会を今まで進めてきま

した。その結果です。

まず①です。大中型まき網漁業者です。

ここにつきましては、マイワシ、マサバの資源状況が悪いという状況の中にあって、こ

のマアジというのは非常に重要性が増している。今の操業の中では重要性が増している。

特に小型魚というのがかなり発生していて、小さいものまでとれていますと。そういうふ

うなものをうまくとり控えるみたいな方向による資源の持続的な利用というものを業界一

丸となって考えていきたいということです。そういうふうな小型魚の保護ということであ

れば、我々の業界としてやっていきたいというところがあるということで、資源回復計画

の中でそういうふうなものが取り組めるのであれば、ぜひともやっていきたいというのが

大中まき漁業者の意見でございます。

我々の方もマアジについてはそもそも資源状況がそれほど悪くないので、これの資源回

復計画ということは最初そういう発想はなかったのですけれども、漁業者がぜひ今この重

要性のますます高いマアジについてやりたいということが大中型まき漁業者などから出て

きているということで、我々も資源回復計画の作成ということで動いてきたところでござ

います。漁業者の自主的な判断のもとでそういう話がきたということですね。

また長崎県の中小型まき網漁業者ですけれども、同じようにマイワシ、マサバの資源状

況が悪い中で、マアジは重要であると。小型魚をかなりとっている状況にあるので、これ

をとり控えることによる資源の持続的な利用というのを考えていきたい。それで大中まき

と同じですけれども、小型魚保護ということで取り組めるのであれば、資源回復計画の作

成に着手していくということについては賛成であるということです。

３番目、島根県の中型まき網漁業者ということです。これは浜田の方だとか隠岐諸島に

いる漁業者ですけれども、そういふうな漁業者のところにも話に行きました。そうすると

同じで、イワシとかサバとかとれない中で、マアジというのが非常に重要で、実態として

この漁獲というのが我々の経営を左右する、これで成り立っているのですと、そういうこ

とがあって、実際小型魚も今はとっていますと。そういうふうな中で大中型まき網などと
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共同歩調をとって、自分たちのできる範囲で小型魚の保護をしていくということが内容に

盛り込まれるのであれば、資源回復計画の作成ということであれば、賛成しますというこ

とでした。

また、中型まき網の方からは、特に我々はアジということでは経営をこれで何とかやっ

ている状況なので、もしこれに資源回復計画に取り組むことになったら、漁獲量が落ちる。

その分収入が減るということになってくるので、ただ資源の回復だけではなくて、付加価

値向上などの取り組みをもし我々がやるということであれば、協力してほしいという話が

ございました。

以上のようにマアジ資源の８割をとっているまき網漁業者がそういうふうなことで小型

魚の保護ということについては一応意見が一致し、取り組んでいこうということでまとま

っているということでございます。

４番目ですけれども、研究者の見解につきましては先ほど簡単に述べたとおりでござい

ます。詳しくは冊子の方の24ページ以降を見ていただきたいと思います。

こういうふうなまき網漁業者が漁業者協議会の中で資源回復計画に取り組むことは賛成

であるという話できておりますので、水産庁といたしましては次のコンセプトにより資源

回復計画の作成に着手したいということで、今回御審議いただければと思っております。

内容ですけれども、主たる対象漁業者として、大中型まき網漁業者、これは東シナ海、

九州西～北岸でやっている、また山陰地域でやっている大中まきの漁業者と、長崎県のま

き網漁業者、島根県のまき網漁業者、恐らくこの人たちでかなりのマアジの漁獲がなされ

ていると思うんですが、そういう人たちを必ず対象にまず率先して計画を進めていきたい

ということです。

主な取り組みの内容としては、この０歳魚の漁獲圧を低減させる。小型魚の保護ですね。

そういうふうな取り組みを行うということはまず資源管理の措置としての大きな柱でやっ

ていきたい。

続いて、島根県の漁業者などから強く要望のあった付加価値の向上策みたいなものにつ

いても資源回復計画の中で取り組むということで検討を進めていくということで、こうい

うコンセプトのもとで話を進めていきたい。

それで、具体的な取り組み内容については、同じまき網漁業者といっても地域によって、

とる時期だとか、とれるサイズだとか、それ以外の魚種との関係だとか、いろいろござい

ますので、まず地域の漁業者がどういうものが取り組めるのかというのを十分検討しても
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らって、そういうふうなものをもとに資源回復計画を形づくられるかどうかというのを検

討していくという形で、１から３の漁業者がまずおのおのがマアジに対してどういう小型

魚種の保護の取り組みだとか、付加価値向上の取り組みをやっていけるかという検討を進

めていくという形でやらせていただきたいと考えております。

以上です。

○森本会長 ありがとうございました。

ただいまの説明によりますと、東シナ海から九州西、山陰海域で操業する大中まき網漁

業者及び長崎県の中小型まき網漁業者、島根県の中型まき網漁業者が小型魚保護を内容と

する資源回復計画に取り組むこと。また、資源回復計画の一環として付加価値向上の取り

組みを行う。こういうコンセプトで資源回復計画の作成に着手するということでございま

すが、このことについて御意見ございますでしょうか。

小田委員。

○小田委員 新潟県ですが、これは日本海西部ばかりでなくて、日本海北部の方もマアジ

はまき網が大半を占めている。そこの取り組みについて私は非常に敬意を表するところで、

漁業者が一体になってやると。ただし、私たちの間で毎年話があるのですが、まき網船の

目合いを少し拡大できないのかと。マイワシでもマサバでも何でもみんな金にもならない

ようなものをとってきて、資源を絶やしているというのが、私たち新潟県の方でもアジ網

揚げていますが、非常にこれは何ていうんでしょう、だからやめろとか何とかいうのでは

ないけれど、もう少し目合い制限を、金もかかる、資材もかかることだから、大したこと

だと思いますけれども、やはり小さい稚魚、これを逃がすというようなことはできないも

のかと。最近はまき網船では違反は余りなくなりました。だけども、資源回復をここまで

やるんだったら、目合い制限をもう少し、小さいマイワシ、マサバ、マアジを逃がすよう

な取り組みをしていただきたいと私は思っています。

以上です。

○森本会長 ありがとうございました。

これは対馬暖流系群資源回復計画ということで、対象県が比較的に限られているという

ことでございますけれども、今後の若齢魚の保護ということの中で、今のような点につい

てもいろいろ協議をしていただければいいのではないかと思っております。

ほかに。

小西委員。
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○小西委員 長崎県の調整委員ということで昨年、前任者の石原さんと交代ということで、

その前の話に余り精通していないという部分があるのですが、本日今議題にされたマアジ

に対しての意見で、80％のマアジということにおいて、広域の中で制約をしていくという

ようなときに、あとの20％というのが必ずいるわけですね。その件はあくまでも、網でと

ることにおいて定置があります。一本釣りは割と少ないですね。そういう部分の中でまき

網主体としてこういう問題を出して、まき網が漁業者であることは間違いないですから、

その分において中位の推移の中で資源回復に対して取り組まれるということは私は基本的

に賛成であります。

しかし、一方、途中から入ったということの中で、私らが長崎県で今一番、私が今回こ

の委員になったということで、非常に私の耳に漁業者の中から声が大になっている魚種が

ございます。それは何かというと、この対馬暖流系のヨコワとブリであります。このあた

りに、今私が委員になったということで盛んに組合長あたりから、漁業者からそういう問

題があるのですが、その中で、今ずっと話を聞いてみますと、魚種の選定の中で16年度の

中であれば、あとこういう海況が変化している中にこれから先に取り組むべき魚種という

ことは、これでシャットアウトかなと。そういうことで非常に私に与えられたものに対し

て危機感を感じるところがあるのですが、やはり長崎県の中でも外海の離島というのは対

馬、壱岐、五島列島ですね。ここの漁業者というのは今までがヨコワとブリに依存して生

活している中で、最近の情勢が非常に悪くなっいるんですね。最初からそういうことで検

討されてここに挙げてくればこういう話をしなくてもいいと思うんですけれどね。そうい

う海流の絡みの変化とそういうことで、極端に不漁になったということがありますので、

何とかこの16年度に話し合いの場が絶たれるというようなことがすこぶる残念に思うと、

その辺の、少しでも、１年でも２年でもこの内容を検討しながら、今後そういう魚種に対

して今起きている問題に対応できるような方策ができないのかなと。そういう懸念を持っ

ております。

そういうことでひとつマアジのことに関しては私は大賛成であります。そういうことで

終わらせていただきます。

○森本会長 今の御質問について……。

○長谷室長 小西委員の御発言の御趣旨は、マアジの取り組みについては賛成ということ

だけれども、ほかにもいろいろ関心魚種があって、それが16年度で着手期限ということで、

長官の挨拶にもありましたけれど、そこで切れてしまうのがまずいのではないか、残念だ
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というような御趣旨だと思いますけれども、このことについては改めて御説明しますと、

水産基本法ができて、水産基本計画というものができて、その中で急いで回復させるもの

について資源回復計画という仕組みをつくって予算をとったということの中で、立ち上が

りの約束事として緊急に必要なんだから、それを早くリストアップして、後、しっかり取

り組むというような話の中で、制度なり、予算ができたものですから、最初の約束がそう

いうことになっているものですから、今回はこれで一たん締めさせていただきたいという

ことでありまして、しかし、そういう魚種別の取り組みの中でなかなか難しかった、西崎

委員もおられますけれど、定置網だとか、そういうものもあるので、ぷつっと全部切って

しまうのではななくて、17年度からは包括的資源回復計画ということで、またつないでい

こうと思っております。

そうはいっても魚種別の取り組みももっと続けたらいいじゃないかという要望も大分県

ですとか、声が出ております。ある意味でもっともな話でありまして、水産資源ですから、

悪かったものを回復で取り組んでいても、前にはよかったものがまたいろいろ変動するわ

けでして、それを舌の根も乾かぬうちにすぐまたという話にはなかなかならない部分があ

るのですが、役所のことですからいろいろあるのですが、資源回復計画という名前になる

のかどうか知りませんけれど、いずれにしても資源が悪くなったものについては努力量削

減だとかということで取り組まなければいけないのはある意味で当たり前の話ですので、

それをまたどういうふうにつないでいくのかということについては、またいろんな見直し

がありますので、その中で考えていきたいと思いますし、資源回復計画としてはそういう

ことでやらせていただきたいと思いますが、あと、こういう委員会の場での議論としては、

今まで回復計画中心で審議させていただいていますけれども、これまでもその他というこ

とでいろんな話をしているわけでありまして、必ずしも資源回復計画ということではなく

ても、必要に応じて意見交換をさせていただきたいと思っております。

ということで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。

ほかに何か御意見ありますでしょうか。

畔田委員。

○和田委員 山陰まき網に所属しております境港から来ました共和水産の和田と申します。

○森本会長 和田さんですか。どうぞ。今畔田さんから手が挙がっていたものですから。

いや、いいですよ。
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○畔田委員 マアジを取り上げる件に関してなのですが、私たち委員としてはやはりちょ

っと、今までほかの魚種に関連しては随分検討期間、時間をかけて、関連業者の方々たち

との論議を深めながら取り上げる対象種を決めてきた過程があると思うんですが、その辺、

マアジに関して、きょう御意見を伺っていると皆さん賛成のようなので、その辺十分だっ

たのかなという気はするのですが、私はその辺少し十分だったかどうかというのをもうち

ょっと聞きたいというのと、それと具体的にマアジの０歳魚をとるのを少し控えようとい

うのが骨子になっているのですが、研究者の見解などでは、良好な加入量が続いているの

で、資源は安泰だということが書かれているので、そう考えると、０歳魚の保護だけでは

なくて、親魚を保護してというようなところもあるのではないかと思うんですが、その辺、

レジームシフトといいますが、魚種はグローバルな環境変動によって増えたり減ったりし

ているというような説もあるし、その辺含めて０歳魚を保護する必然性みたいなところの

説明をもう少しお願いできたらと思います。

その辺、檜山さんなどにもぜひお願いしたいと思います。

○森本会長 では、檜山さん、いいですか。

○檜山室長 いろいろな考え方があろうかと思いますので、一概に言ってしまえる問題か

なというのはまず疑問があります。

大きく言ってしまうと、それは小型魚といいますか、当歳魚を保護すれば、いわゆる加

入当たりの漁獲量と申しますか、大きくしてとるのはよろしいことだというふうになって

しまうことだと思います。

それで、資源評価報告書というのを書いておりまして、お手元にあるのはダイジェスト

版ということで載っていないかもしれませんけれど、もっと詳しい詳細版の方には当歳魚

の漁獲を控えると、先ほどおっしゃいました産卵親魚まで生き残るものも含めて考えると

どうなりますかという検討もしておりまして、それでは当歳魚の漁獲圧を減らすことが将

来的にさらに資源をふやすことになりますというような解析を行っております。

山陰とか九州においてマアジの当歳魚をとらない方がいいかどうかという議論に関して

はどうですという結論は出しておりません。私個人としては、アジの小さいものをとると

いうことは、経済的な価値があってとっておられるものですし、何も例えば投棄してしま

うような性格のものではないので、ちゃんと価値をつけてとっておられる。それから、伝

統的な側面もあって、昔から利用されて、加工等も伝統的なものがあるということで、小

さいものをとってもよろしいのではないかと。そんなにとらないようすべきでというよう
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なもではないというふうに考えております。

ただ、このようなことを申しましたら、全然別の会議で、さる資源研究の先生から研究

者たるもの、そのようなことを発言するものではないというおしかりもいただきましたの

で、意見の分かれるところかとは考えております。

こんなところですけれど。

○森本会長 ありがとうございます。

では、長谷室長。

○長谷室長 プロセスのお話もあったと思います。取り組もうとしておられる、和田委員

の御発言がこの後あるのだと思いますので、また当事者といいますか、関係漁業者という

ことでお話を聞かせていただければと思いますけれども、マアジということで、関係漁業

者は広域ですし、沿岸、定置等を含めれば、本当に広がりがあるわけですけれども、そう

いう中で、これもまた16年度末着手期限という話につながってしまうのですが、そういっ

た中で、最初から出ていた話ではありませんので、やや急いだというふうな印象を持たれ

るのかと思いますけれども、やはり何といってもせっかく漁業者の中から小型魚を保護し

ようという取り組みが出てきているわけですので、水産庁としてはいいことはぜひやって

いただきたいということで、後押ししていきたいというふうに思っております。

また、小型魚保護だけでなく、あれもこれもというのは理屈の上ではわからないではあ

りませんけれども、余りいろいろみんなであれもこれもという話になりますと、取り組も

うとしている漁業者がおじけづく部分もありますので、回復計画というのは、漁業者の話

し合いを積み上げて納得の上でそれを取り組んでいくというのがみそでありますので、ま

ずやれることから１つずつやっていただくということで、見守っていただければ大変あり

がたいなというふうに思っております。

○森本会長 ありがとうございました。経緯等について御説明がございました。

和田委員、先ほど失礼しました。

○和田委員 先ほど長谷室長さんからも、そして非常にうまく阿部班長さんからもマアジ

対馬暖流系群の資源回復計画については御説明いただきましたけれども、昨年の本会議で

私も一応九州のまき網さん、そして長崎県ですか、中型まき網漁業者さんの方からマアジ

の小型魚の保護をという提案を受けまして、それで山陰の実態につきまして去年もお話し

申し上げましたけれども、特に県知事許可船の小型まき網ですね、ほとんどがアジをとっ

て日々をしのいでいるというような状態でございまして、メインの魚種としてはマアジを
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とっております。

それで、大中型、これは私どもが営んでいる漁業でございますけれども、私どもについ

ては九州に行ったり、たまに太平洋側に行ったり、ある程度漁場転換といいますか、そっ

ちの方で前浜の資源低迷をしのいできておるところでございます。そういった面から言い

ますと、特に山陰まき網の県知事許可のまき網、15カ統ぐらいいると思いますけれども、

ほとんどがアジの資源に依存して漁をして過ごしているところでございます。

先ほど新潟県の小田委員さんでしたかね、目合いの問題もありましたけれども、アジを

とらないととるものがないという山陰沖の今の情勢もございます。これにつきましては、

鳥取県西部大地震がありまして、それ以降全く回遊魚の資源の空白状態が生じて、そのよ

うな非常に厳しい状況に陥っているわけでございますけれども、そういったところで、先

ほどマアジ資源は資源の状況としては悪くないという話もございましたとおり、平成12年

以降はほとんどが、これは小型のアジもかなりの数量に上りますけれども、それをとって

日々を送っているという実態が山陰まき網の、特に県知事許可の小型まき網についてはそ

のような状況にあるところでございます。

それで、一応日本海側の西日本ですね。先ほど説明にもございましたけれども、東シナ

海、九州西、そして長崎県中型まき網漁業者さんですか、一応まき網漁業者がいろいろ水

産庁の方から長谷さんとか阿部班長さん、資源回復計画について懇切丁寧に御説明をいた

だき、また、先ほど長谷さんもおっしゃられていましたけれども、年度末、16年度末が魚

種別の資源回復計画の期限であるというところで、肝心の漁業者が自主的にアジの小型魚

を資源保護のためにとるのを控えようというような機運が出てきたところでございまして、

それで一応私どもからこのような協力体制が広域でとれるのも非常に珍しいと言ったらお

かしいですけれども、協調体制をとるのだと、協力してやっていこうということで今回の

資源回復計画に載せていただくというお願いを水産庁にした次第でございます。

先ほどのいろんな魚種の問題とか、ある程度問題点とされるところはいろいろあろうか

とは思いますけれども、この資源保護意識の向上といいますか、まき網漁業者としてまと

まって行動するのだというところを御勘案いただいて、ぜひとも御賛成をいただきたいと

いふうにお願いします。

それと、これは別の話になりますけれども、今盛んに新聞ニュース等で言われておりま

すけれども、ＷＴＯ対策ですか。それとＦＴＡ対策。なかなか先々ＷＴＯの交渉について

も厳しい状況、具体的に言えばＩＱ枠もどうなるかわからないというところで、アジ、サ
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バ、イワシについてはＩＱ枠に指定されている魚種になっております。やはりこれは韓国

船、中国船等、日本海、九州西についても国際的に同じ漁場で国際競争といいますか、そ

の場に直面にしておるというところで、特に韓国からの輸入魚等もかなり入っているとこ

ろで、代表魚種のアジ、サバ、イワシですけれど、サバについても、アジについてもＩＱ

枠が撤廃されて、今後どのようになるのだというふうに経営的にまき網経営が存続できる

かというところも私自身非常に心配しているところでございまして、きのうから日韓交渉

――日中ですか、交渉等も国際資源管理意識を高めていく方向で交渉していきたいという

お言葉もありましたので、やはり日本のまき網漁業者もこれだけの資源管理をしているの

だと、アジの資源についてはこうですよといったところを全面に打ち出してもらって、Ｗ

ＴＯ対策とか、ＦＴＡ交渉とかにそういったところを水産庁というか、日本の外務省にな

りますか、交渉していただくようなことも考えてみて、資源回復計画に今年度最終期限で

ございますので、載せていただく方がいいだろうというふうに個人的に思った次第でござ

います。どうか皆さんよろしくお願い申し上げます。

○森本会長 ありがとうございました。

広域の資源回復計画の対象魚種としてマアジを取り上げた経緯といいますか、これにつ

ては長谷室長の方からもお話がありましたし、また和田委員の方からもお話がございまし

た。また、関係の漁業種類につきまして今までいろいろ検討されて資源回復計画を共同で

つくりましょうと、こういう機運が盛り上がっているということでございます。個々に具

体的にどういう措置をとっていくかについては地域の実態に応じてこれから詰めていくの

だということでございますが、先ほど事務局からの説明がありましたようなコンセプトで

この対馬暖流系群資源回復計画の作成に着手をするということでよろしゅうございますで

しょうか （ 賛成」の声あり）。「

○野村委員 鹿児島の野村ですが、先ほど長谷室長が言われるように、漁業者が決めた資

源管理ということでございますので、あとの具体的な手法というのはこれからまた０歳魚

にかかわらず、親魚も含めてどうなのかということも含めて検討されることだと思います

ので、このまま承認してもらえればいいと私は思います。

○三木委員 今おっしゃられたとおり、やる気、機運が高まってやるということ、そこを

重視するというのは大切なことだと思うのですけれども、４年前だったでしょうか、一番

最初資源回復計画が計画されたころ、原則的には資源が低水準にあるものだったと思いま

す。２つ目は外国との関係をどう見ていくかという点で、このマアジに関してどうなのか



- 18 -

なと思うところがあるのですけれども、機運が高まったという意味で、今後着手していく

べき資源だと思いますが、どういう過程を経てこうなったのか、今の段階で何を重視して

いくのか、今ちょうど中間点にこの資源回復計画があるかと思いますので、そこで整理し

て提示してくださると議論がしやすくなるのかなと思いますので、その点よろしくお願い

いたします。

○森本会長 先ほどから事務局の方からもお話がございましたし、経緯の話はあったと思

いますけれども、機運が盛り上がっているとき、タイム的な制限もあったということもご

ざいましたが、こういう中で資源回復計画に着手していくということで、ほかの委員の皆

様方も意見が強かったというふうに私は理解をしたわけでございますけれど……。

小松課長。

○小松課長 科学部門を統括します漁場資源課長でございますが、漁業者の皆さんの機運

が高まっているということ、非常に大歓迎いたします。やはり日本は漁業する皆様があっ

てこその国家でございますし、それで漁業者の皆さんが生きていくためにはきれいな海と

魚がなくてはだめなわけでございますから、このマアジに取り組むということはやっぱり

積極的にやっていただきたい。

ただし、檜山室長からありましたとおり、０歳魚がいいのか、そのほか親魚がいいのか、

０歳魚をやるということは私は歓迎すべきことだろうと思うのですが、どのように、それ

からほかの魚種はどうするのかということも含めてじっくりと、皆さんのイニシアチブで

始まったとことではありますけれども、科学当局である研究者とも話を聞いていただけれ

ば、さっき和田委員が言った外に向かってもきちっと物を言える資源管理をやっていると。

こういう国家になるのではなかろうかというふうに思うわけでございます。これが第１点

でございます。

第２点は、この資源回復計画、これはぜひ今言ったラインで進めてほしいと思いますけ

れども、もう１点は皆さんＡＢＣに基づいたＴＡＣ管理の方をきちっとやっていただけれ

ば、この資源回復計画の相乗効果も上がるわけでございますので、ぜひそちらの方も今大

体数字的に見ると20万トンのところにＴＡＣが34万トンと、こういうことで、管理課の方

ではリザーブということでやっているわけだというふうに理解しておりますけれども、や

はり科学者がぎりぎりこの辺までは許容できるでしょうというラインで勧告しております

ので、そちらの方とあわせてぜひ資源回復計画を進めていただきたいというふうに思いま

す。そういうところをきちっとやった上で中国、韓国に向けても今三木委員が言われまし
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たように、情報の収集、入手だとかこういうことを我々も科学者ベースでも積極的にとっ

ていけるのではないかというふうに思うわけでございます。

以上でございます。

○森本会長 ありがとうございました。

檜山さん。

○檜山室長 資源状態が比較的いいものを回復させる必要があるかどうかというお話にち

ょっと関連するかもしれませんけれども、回復計画自体とは少し関係が逆になるかもしれ

ませんが、マアジの資源量としてどの辺の水準まで持っていくのが妥当かということで御

意見があればお聞かせいただきたいのですけれども、先ほど御紹介がありましたように、

我々としましては、現状の漁獲圧で現状の加入の程度であれば、資源はさらにこれから増

加していくであろうと考えております。

それでいろんな漁業をやっておられる方のお話を聞きましても、マアジはまだまだ少な

くて、非常にとりにくいというお話をされる漁業者の方がたくさんおられます。そういう

ことを考えますと、やはりマアジ資源というのはもっとふえていいし、ふえる可能性を十

分持っているものだと思っております。ということで、資源回復計画にも着手されるとい

うことは、日本海、東シナ海のマアジはもっと資源をふやした方がよろしいという、そう

いう資源管理目標といいますか、そういうもので管理していくのが妥当だと皆さんお考え、

賛同していただいているというふうに理解してよろしいでしょうか。

○森本会長 今檜山んさんの方から御質問がありましたけれども、今漁業者の間でいろい

ろな地元での懸念とかそういうこともあって、資源回復計画作成に着手してみようという

ことでございますが、着手をして、計画ができた段階、それが実施される段階でどういう

ふうに動いていくのかと、こういうことも見ながらやっていけばいいのではないかという

ふうに思うわけでありますけれども、今までいろいろ意見がございましたけれども、この

マアジ対馬暖流系群の資源回復計画の着手をするということでよろしいですか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○森本会長 それでは、そういうことでこの計画の作成に着手するということを了承した

いと思います。

②日本海ベニズワイガニ資源回復計画について
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○森本会長 続いて、日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画についてございます。

これにつきましては先ほどのマアジと異なり、資源回復計画案について審議したいと思

います。

それでは、事務局より説明をお願いします。

○事務局（上田） それでは、資料２に基づきまきまして説明させていただきます。

１枚目からごらんください。資源の現状と回復の必要性というところからまいります。

まずこのベニズワイガニ、標準和名をベニズワイと申しますけれども、大変深いところ

にすんでいるカニでございます。500ｍから2700ｍで、分布の中心が1000ｍから2000ｍ、

寿命は10年以上、主な産卵期は２月から４月。毎年産卵するわけではございませんで、１

年置きに産卵して、抱卵期間が２年ある。成熟に達するサイズは漁場によって違いますよ

ということが知られております。余り大きな移動をするカニではないということが知られ

ておりますので、その点、資源管理には大変適した生物ではないかと思われます。

図１が日本海におけるベニズワイガニの漁場の分布でございます。実際の分布はこれよ

りももう少し北の方に上がっております。

資源水準の現状です。

ベニズワイガニを対象とする漁業は大臣許可漁業と知事許可漁業に分かれておりまして、

それぞれのそのような名前がついております。

いずれにしても日本海沖合全体で低水準・減少傾向にあると評価されております。特に

大臣許可及び兵庫県知事許可漁業の操業水域、これは暫定水域に接した漁場を持っている

ところでありますけれども、平成11年、1999年の１月22日に発効した漁業に関する日本国

と大韓民国との間の協定、新日韓協定ですね、これに基づく暫定水域、これを設置して以

来この内部での韓国船との競合が集中しまして、結局そこから出ていかざるを得なかった。

また１かご当たりの漁獲量、これをＣＰＵＥと申しますけれども、この低下も著しく、小

型化も進んだという状況です。図２にそれぞれの大臣許可と知事許可水域のＣＰＵＥ、１

かご当たりの漁獲量の推移を示しております。

そこで、漁獲量の推移と資源回復の必要性についてですが、漁獲量の推移は図３をごら

んください。1983から86年のあたり、このあたりが４万トン以上、このころは暫定水域が

設定されていない時点での総漁獲量です。これをピークとして、その後ずうっと1993年あ

たりにかけてじわじわと減少し、1994から98にかけてはまあまあ２万トン前後で安定。し

かしながら、暫定水域ができた1999年以降再び減少に転じまして、2002年には１万5000ト
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ンを割り、最低となっております。

次のページをお願いします。

資源回復の必要性ですが、そのように最低の状況にあるものを何とか回復せんといかん

というのは当然のことわりでありまして、チャンスさえあればということで、今回が唯一

のチャンスであろうということで、べにかごの漁業者はこれに乗っているわけでございま

す。

それでは、どの部分を対象として資源回復をするのかということなのですが、この暫定

水域は日韓の協定の中で今後協調して資源管理体制をつくっていかねばならない。その意

味でもこのような資源回復計画があるというのは今後１つの足がかりになると思われるの

ですが、一方、暫定水域を除く我が国水域については、何しろ年々操業水域としての依存

度が高まっておりますことから、まずここを集中して回復措置を行おうということです。

図４をごらんください。このオレンジ色に塗ってあるところが対象水域です。大臣許可水

域のうち、暫定水域を除く我が国水域、及び兵庫県の知事許可水域のうち、暫定水域を除

く兵庫県地先水域というのがこのオレンジ色で塗られたところでございます。

次のページをお願いします。

さて、その水域を対象といたしましてどのような船が取り組むのかということです。対

象船は、今申し上げました水域の中に許可を持っている大臣許可船及び兵庫県知事許可船

です。ただし、この大臣許可船のうち３隻ばかりは北朝鮮に出漁しているわけなのですけ

れども、これについては我が国で行う資源回復効果が期待できないため、当面のところ、

除外いたします。

この対象船は、操業形態及び主漁場の位置関係から２つのグループに分類されます。し

たがって、２つのグループに分けて漁獲努力量の削減ですとか、取り組みは実施すること

といたします。１つは、鳥取県境港を主な陸揚げ港とする大臣許可船です。もう１つは、

兵庫県香住港を主な陸揚げ港とする兵庫県知事許可船及び大臣許可船です。

それでは、次に移りまして、資源の利用と資源管理等の現状ということで、まず関係漁

業の現状です。

まず漁船の隻数ですね。許可数です。図５をごらんください。大臣許可船はずうっと減

っていて、今横ばい状態、またこれから減るのかなというような状態で、許可としては18

隻。実働数が14隻だったかと思いますが、そのような状態です。兵庫県知事許可船の方は

９隻でずうっと平成２年以降推移しております。
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さて、次のページをお願いします。そのような船が操業しているのはこの図６と図７に

示すような漁場でございます。図６の方は暫定水域を設定する前の漁場です。ごらんのと

おり、新隠岐堆ですとか大和堆の西側、あるいは隠岐沖合といった暫定水域の中に主漁場

があるのが見られます。その下にまいりまして、図７、暫定水域が設定された後の現在の

主なり漁場です。大分漁場が小さくなりまして、大和堆も東の方に操業区域がずれており

ます。兵庫県におきましても暫定水域から外れて兵庫県地先水域にぎゅっと縮まっており

ます。また、浜田沖という新しい漁場も見えますが、結局これは暫定水域の中で、もう操

業もままならない、漁場があいていないということで、ここはぽっかり１つあいていて、

よかった、よかったということでございます。

次のページをお願いします。これがそれぞれ境港と兵庫県香住における漁獲量及び漁獲

金額の推移でございます。ごらんのとおりになっております。

下の③の漁業形態及び経営の現状について御説明いたします。

大臣許可、知事許可ともどもカニかごを使用して行われる漁業であります。操業期間は

９月から翌年６月までの10カ月間、７、８月は休漁です。１航海の日数は、操業水域によ

って遠近がありますから、異なりますけれども、大臣許可漁業では通常数日から10日程度、

知事許可漁業では漁場が近いため通常２日程度です。現在の主漁場は先ほど図において御

説明したとおりです。

この漁業の特徴は、まず大臣許可漁業における各操業船の漁場が周年ほぼ固定されてい

る。それほど大きくは変わらないということがあります。一方、兵庫県知事許可漁業にお

きましては、漁場が近いこともありまして、次のページをお願いします、毎年解禁時に先

着順でカニかごを設置しまして、その後、漁期中は漁場内で適宜設置場所を動かしながら

操業しております。

先ほどより申しましたとおり、暫定水域設置後、韓国漁船との競合が激化しており、漁

場トラブルが多発しております。結局暫定水域の中での操業は断念している。

一方、それではほかの漁業を何とかできないかという考え方もあるのですが、今のとこ

ろ全部専業船です。一部がずわいかにかご漁業――ズワイガニをとるカニかご漁業を一定

期間だけ営んでおりますけれども、それ以外は全部専業船です。このベニズワイガニかご

漁業の場合、船舶の装備上、ほかの漁業への転換も難しく、また操業水深が深いため、ほ

かの魚種の混獲もほとんどございません。結局カニに頼るしかないような漁業でございま

す。大変厳しい状況に置かれております。
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４番目の消費と流通の現状です。

2002年現在、日本海西部では石川、福井、兵庫、鳥取、島根、この５県によって漁獲さ

れているわけです。境港、兵庫それぞれ７対２の割合で水揚げされております。それ以外

に、境港におきましては、北朝鮮及びロシアなどからも輸入されておりまして、大体年間

8000から9000トン、これは下の図11をごらんになればわかるのですが、境港における国内

船による総水揚げ量と同等ないし若干多いという量です。けれども、ことしに入って、こ

としの３月に通称油賠法――油濁損害補償法でしたか、もっとややこしい名前がついてい

たと思いますが、それの施行によって３月から北朝鮮からのベニズワイガニはストップし

ております。したがって、当地のベニズワイガニ供給は半分が消えたままである。そうい

う状態です。

次のページをお願いします。ベニズワイガニの用途は大体８割以上加工用ですね。ただ

し、鮮魚としての需要も高く、地元で消費されるとともに、関西や山陽、北陸方面などに

も出荷されております。

さて、資源管理等現状です。どのような管理のもとに、どのような規制のもとにこの漁

業が行われているかということです。表１です。ちょっと細かいですが、興味ある方は後

で虫眼鏡でごらんいただいて、かいつまんで申しますと、４点あります。水深800ｍより

も浅いところではやってはいけない。雌ガニをとってはいけない。甲羅の幅、これは９㎝

より小さいものはとってはいけない。あと、かご数は知事許可漁業、大臣許可漁業それぞ

れで決まっております。

次のページをお願いします。資源の積極的培養措置。これについては先ほどより申しま

すとおり、深いところにすんでいるカニのために、科学的知見が不足しております。現在

のところ、ほかの海域からの移植放流、あるいは人工種苗の生産等は行われておりません。

４番の漁場環境の保全ということなのですが、これは日韓財団による漁場環境維持管理

事業、もしくは今後この計画がスタートしてから、資源回復計画に基づく海底清掃という

ことで、海底清掃事業ですね。放置してある刺し網、かご等の漁具を回収することを実施

してまいります。

３番、それでは、どのように目標を立てて資源回復を行っていくのかという部分でござ

います。

確かに日本海のベニズワイガニ資源は低水準・減少傾向にあって、危機的状態なのでご

ざいますが、これを今後永続的に漁獲できるレベルまで回復させるためには大変な回復措
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置が必要になってくるわけです。しかしながら、急激な漁獲努力削減を行った場合の収入

の減少が経営体の維持を大きく損なう懸念がありますので、当該漁獲努力量の削減は段階

的に取り組んでいく必要がある。そのように思われます。

また、冒頭にお話ししましたけれども、近縁種であるズワイガニよりも大変成長、成熟、

産卵間隔、これらに長い時間を要することが言われておりまして、これはそうそう２年と

か３年で戻るものでもなさそうだなと。中長期的視野に立って計画を策定する必要がある

と思われます。

そこで、このような目標を立てております。この資源回復計画に基づく措置を講じなか

った場合に比べ、漁獲対象となっている雄ガニの資源量を６％増加させる。そして、当該

事業の満期である平成23年までの７年間でこのベニズワイガニ資源の減少に歯どめをかけ

る。

その下の図12をごらんください。今のところ、年に約１㎏、１かご当たりですよ。年間

の１かご当たりの漁獲量の平均なんですけれども、１かご当たり年間約１㎏の割合で減少

傾向にある。これを休漁等をやることによって６％増加させることによって、これは１カ

月当たりの漁獲量に換算すると、10％増加するような見込みです。それによって減少に歯

どめをかけたい。それを目標とする。

その下の文章です。さらに長期的に資源を増加傾向に転じさせることを目指し、この計

画を適宜見直していくわけなのですが、何せ再生産の仕組み、年齢、成長、そういった資

源特性がわかっていないものです。したがって、絶対資源量というんですか、前年に対し

てどうかということではなくて、今資源量がどれだけあるかということがつかみにくい。

ということで、これらの各調査もどんどん進めていただきまして、資源量推定の手法を確

立する。当面は、例えば１かご当たりの漁獲量ですとか、漁獲物の体長組成、漁家経営状

態、そういったものを総合的に、参考とできるものはすべて取りそろえて、それで総合的

に判断していかざるを得ないだろうと。長期的な回復についてはそういうことです。

さて、その目標を掲げ、どのような取り組みをするかが４番以降に書いてあります。３

つあります。

１つ目は休漁です。取り組みは、先ほど申しましたとおり、境港部隊と香住部隊に分か

れて行います。

境港部隊では、現在の７～８月の休漁以外に４～６月の期間内の30日間を追加休漁する

こととし、海底清掃を行う。状況によっては係船休漁も検討する。この実施は平成17漁期
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年からですけれども、平成18年４月から６月の間に行われます。

香住部隊の方は、本年、平成16年漁期、実質平成17年度、ことしから、現在の休漁、７

～８月に連続する６月１日から30日間を追加休漁いたします。係船休漁といたします。

次に減船です。この計画の対象水域に許可を有する全船を対象といたします。そして、

適宜検討し、実施いたします。そして、減船によってあいた漁場は保護区として設定する

ことを検討することとし、保護区設定後の資源回復状況を把握するため、各研究機関の指

導によって漁業者による継続的モニタリング調査を実施いたします。

３つ目が改良漁具の導入です。漁獲対象サイズよりも小さいカニを効率的に生きた状態

で逃がすために脱出口つきすこかごというものを今現在調査研究中です。それでほぼこれ

で小型カニの混獲防止の効果が高いということが証明されております。これは境港部隊な

のですけれども、平成17年度漁期より、コスト、経済性の改善等を図りつつ、規定の漁具

数の１割を目標として導入を開始いたします。

そのほか、資源回復に資することができると思われるような、例えば小型カニの保護、

操業方法の見直し、規制の合理的見直し、その他、漁獲努力量の削減に関する取り組みに

ついて適宜検討してまいります。

次のページをお願いします。資源の積極的な培養については種苗放流等は現在実施して

おりません。

漁場環境の保全措置は海底清掃を行っております。

実施期間は平成23年度までの７年間です。

漁獲努力量の削減措置及びその効果に対する公的担保といたしましては、ＴＡＥ、漁獲

努力量の削減指定をする。第二種特定海洋生物資源というのですか、これに指定するとい

うことです。

６番、資源回復のために講じられる措置に対する支援策でございます。先ほど申しまし

た休漁、減船、改良漁具の導入、そういったものに対して一定の割合で支援がございます。

次のページ、12ページをお願いします。

この下の図のような組織をもちまして資源回復計画の実施に伴う進行管理をずっと行っ

ていきます。国及び関係県によって進捗状況をちゃんと把握して、必要に応じて見直しを

して、それをフィードバックさせるということです。

最後のページをお願いします。

これまで御説明したのが、支援を伴う事業としての取り組みだったのですけれども、そ
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れ以外、自主的な取り組みとして、この８番、３つ取り組むことといたしております。

１つ目は、休漁期間中に漁場に残置しているかご網のすその開放です。鳥取県境港を主

な陸揚げする大臣許可船は、暫定水域の設定によって漁場が遠方となったため、休漁中の

漁場内にえさを装着しない漁具を残置しております。これら休漁中の置いているかごへベ

ニズワイガニが迷い込む。したがって、休漁にならぬということで、その休漁効果を確実

にするために、漁期終了時にかごの網すそをすべて開放する自主的取り組みをいたします。

また、この取り組みに伴い、解禁後のかごへのえさつけ、そして網すそ閉鎖を行う期間

が必要でありますから、現在初売り日は解禁後９月５日なのですけれども、これを５日程

度おくらせる。９月10日ぐらいにおくらせるということを検討いたします。これは本年、

平成17年漁期より実施いたします。

２番目が研究機関との協力体制の強化です。ベニズワイガニは、先ほどより申しました

とおり、まだ不明のところが多いカニでございます。この資源回復を推進するためにも､

科学的知見の充実が必要となりますが、なかなか難しいところがございます。そこで、こ

の科学的情報の収集ですね。それから、調査。そういったものに関連しまして、両者をま

じえた調査報告会の開催、研究者サイドから、例えばベニズワイガニの資源生態調査の実

施に際して要求があった場合には漁場内の漁具の一部引き揚げを検討する。そしてまた、

正確な漁具の位置情報も提供する。そういったもろもろの研究体制を強化してまいります。

最後です。

とはいえ、鳥取県境港の大臣許可船はそれぞれ漁場がほぼ固定しております。というこ

とで、そこは余り深く調査されていないという状況ですね。したがって、各船主漁場にお

けるベニズワイガニの状態を把握するために、小さな目合いのかごを用いた漁場モニタリ

ング調査、これについて関係研究機関の指導を受けつつ、計画を作成し、全船で実施する

ことと決議しております。

雑駁ではございますが、以上でございます。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。

ただいま資源回復計画案について詳細な説明があったわけですが、資源状態が急激に悪

化した大臣管理の日本海ベニズワイガニ漁業者とこれと隣接して操業する兵庫県知事許可

のかにかご漁業者が資源回復計画に取り組むこと、取り組み内容としては１カ月間の休漁

をそれぞれ行うことと、特に兵庫県海域の漁業者はこの６月から休漁を始めるというよう

な説明がございました。また、休漁の実施に当たっては、資源回復等推進支援事業のほか、
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日韓財団による同事業への助成も活用して実施する予定であるというような説明もござい

ました。

それから、先ほど資源評価を担当しております漁場資源課長、ちょっと他用で先に退席

されたわけですけれども、その計画の最終ページの13ページの８の（２）との関連でコメ

ントを私のところに寄せられましたので、ちょっと紹介したいと思いますが、資源回復計

画の実効を確保するためには、研究者の参画とその助言を受けることが非常に重要である。

その意味で、８（２）の研究機関との協力体制の強化が重要であるということで、ここに

も書かれてあるとおりでございますけれども、このような研究者との意思疎通を十分図っ

ていただきたいというような発言のコメントがございました。

以上でございますが、この資源回復計画案について、御意見等ございますでしょうか。

特にないようでございます。

それでは、日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について了承してよろしいでしょう

か。

〔 異議なし」の声あり〕「

○森本会長 ありがとうございました。

それでは、この資源回復計画を承認したいと思います。

なお、今後、国において、今回の意見等を踏まえまして正式な計画としてまとめ上げる

こととなるわけでございますが、これに伴う本計画に係る部分的な修正、文言の訂正等に

つきましては事務局に一任ということで御了承を願いたいと思います。

事務局におかれましては、資源回復計画の公表の手続を進めていただきたいと思います。

③資源回復計画の作成状況等について

○森本会長 それでは、次に移りたいと思いますが、本日ここまでマアジの資源回復計画

についてに作成に着手すること及びベニズワイガニの資源回復計画案について了承いたし

ました。資源回復計画については、本年度末までを作成着手の期限としてきたところです

が、これまでに幾つの資源回復計画が作成されたのか、着手が了承されたのかなど、資源

回復計画の作成状況について事務局より説明をお願いいたします。

○事務局（阿部） それでは、資料３に基づきまして魚種別の資源回復計画の作成状況に

つきまして説明します。
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この資料の見方なのですが、１枚目が広域資源、これは広域漁業調整委員会の中で検討

していくもの、２枚目が地先資源ということで、都道府県が作成する、また海区漁業調整

委員会で審議していくものになります。広域資源については広域漁業調整委員会ごとに整

理してあります。左の欄の方から既に実施中のもの、作成に着手したもの、まだ作成する

かどうか決めていないものということであります。16年の締め切りということで、これま

でも言ってきたのは、この表の中で言いますと、一番右の欄のこの魚種についてはまだや

っていきましょうという合意が広域漁業調整委員会で得られていませんので、これを左側

の方に、せめて真ん中のところまで持っていきたいというのが水産庁の方で話をしたもの

でございますけれども、見ていただくと、実施中のものが20魚種８計画、作成に着手して、

具体的な中身の検討が始まっているものが７魚種ということで、ここまでで既に27魚種と

いうことで対象となっております。これに平成16年度候補魚種のところですけれども、こ

れは実は昨年の10月の広域委員会につけたときにはいろんな魚種がついていたんです。広

域漁業調整委員会の中で候補魚種として挙がっているもの全部挙がっていたのですが、こ

れは済みません、事務局側で見込みのなさそうなものは事前に落としております。という

ことで、こういうふうなものがまだ審議の結果、真ん中の列にいく可能性があるというこ

とでやっています。

それで、実はきのうからきょうの午前中にかけての各部会の中で作成着手、また本委員

会の中でもマアジについてやらせていただきまして、一応この中で、あと検討が残ってい

るのは、太平洋南部会のキンメダイだけが、あした行います太平洋南部会での審議が残っ

ているということで、一番右の表の項目につきましても６魚種が残って、６魚種について

は認められたということですので、今のところ計33魚種が対象種であるということでござ

います。

この中を見ていただきますと、太平洋側ではマサバ、また日本海・九州西、きょう作成

着手の決定をいただきましたマアジだとか、昨日の日本海北部委員会で了承していただき

ましたスケトウダラとか、ＴＡＣ魚種と言われているものの中でもさらにきめ細かい資源

の回復ということで３魚種が加わっている。また、漁業種類、実際これに参加漁業者とい

いますと、沿岸から沖合の漁業者、かなりの数の漁業者に参画してもらって資源回復計画

を実施できそうだということでございます。

続きまして、２枚目でございます。地先資源、これは県の水域内に資源が分布するか、

もしくは県の中の取り組みだけで資源が回復するであろうというふうなものを県が県の判
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断で資源回復計画をつくっていこうというものでございます。現在実施中のものといたし

ましては、アサリとイカナゴというふうなものがございますが、それ以外に、真ん中の欄

にあるものについて作成の着手ということで始まっております。この中でも既にマツカワ、

北海道のえりも以西のものでありますとか、こういうふうなものについては既に回復計画

案まで了承されておりますので、実は左側の欄にいくべき魚種というものもありますが、

そういうふうなものが６魚種あって、８魚種ですが、残り25魚種が３月中に海区委の中で

判断されるということです。これは各部会の中で報告があったものを載せているだけです。

特に各部会の中では報告がなかったのですが、内水面の魚種としても琵琶湖の関係だとか、

霞ヶ浦の関係で３魚種ほど挙がっておりますけれども、基本的にはそういうふうなものが

すべて海区委の承認をとられると、この中でも合計で33魚種が対象魚種になるだろうとい

うことが考えられます。

それで、もしそういうふうなことになると、国の方がもしキンメダイまで含めますと34

魚種、地先のものが33魚種あるので、合計で67魚種が対象として取り組まれるであろうと

いうことです。このバランスとしても広域資源が34に対して、地先の方が33ということで、

大体１対１の割合になっているということでございます。本当にこれが実施されてきます

と、多くの漁業者が何かの資源回復計画には参画していただくみたいな形が形づくられる

のかもしれません。

以上です。

○森本会長 ありがとうございました。

ただいまの説明によりますと、この半年余りでかなりの魚種で資源回復計画に取り組む

ことの検討が進められており、今年度末を作成着手の期限としているということでござい

ますが、広域資源、地先資源を合わせると50魚種以上、全部いけば60何魚種ということに

なってくるのでございますけれども、資源回復計画の対象となるという見込みでございま

す。

また、17年度以降は漁業種類に着目した資源回復の取り組みとして包括的資源回復計画

の検討を進めるということでございます。

実施中のもの、具体的な取り組み内容の検討に移っているもの、それぞれが漁業者の資

源回復に対する強い意思のあらわれであるというふうに思います。

これらがスムーズに実行、計画されるよう、水産庁、関係県、漁連等におかれましては、

今後とも御努力いただくようお願いを申し上げます。
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また、本日出席の委員の皆様におかれましても現場での指導等についてよろしくお願い

いたします。

（２）トラフグ延縄漁業にかかる委員会指示について

○森本会長 次に、議題２でございますが、トラフグはえ縄漁業にかかる委員会指示につ

いてでございます。

この委員会指示につきましては、本日午前に開催されました九州西部会で承認されまし

た九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画に対応した委員会指示となっております。

本委員会には、本日午前の九州西部会に出席されていなかった委員の方もいらっしゃる

わけでございますので、まず最初に九州西部会で承認したトラフグ資源回復計画の概要に

ついて説明してもらった後で、続けて委員会指示案及び事務取扱要領案について説明をお

願いいたします。

○事務局（吉永） 九州漁業調整事務所の吉永といいます。よろしくお願いします。着席

して説明させていただきます。

トラフグの関係の資料につきましては、冒頭御紹介がありましたように、資料４の関係

で、途中、枝番がついているのがあろうかと思います。資料４－１、それから４－２－１、

２、それから４－２－３ですね。それと今会長の方から御紹介がありました午前中承認を

いただきました九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画案を参考資料ということで、つ

けさせていただいております。

それでは、４－１につきまして簡単に御説明させていただきます。九州・山口北西海域

トラフグ資源回復計画案の概要ということでございます。

まず、１つは、資源回復の必要性ということでございます。資源の水準が極めて低位で、

動向は減少傾向にあると判断されております。したがいまして、関係漁業者による自主的

な資源管理の取り組みを超えた広域的で、実効力がある資源管理措置を講ずることにより、

トラフグ資源の回復を図ることが不可欠となっていますということで簡単に書いておりま

す。中身につきましては先ほどの参考資料を見ていただければいいかと思います。

続きまして、対象漁業者でございます。九州・山口北西海域におきますトラフグを主に

漁獲していますふぐはえ縄漁業につきまして、これは現在自由漁業でありますけれども、
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当面の対象漁業者として進めていきたいと。その他の漁業につきましては、資源の状況等

を見ながら検討していきますということになっております。

３番目に資源回復の目標です。先ほどの午前中の部会でも御説明させていただきました

が、研究者の皆さんには大変な御努力いただきまして、資源評価、シミュレーションをし

ていただきました。今のトラフグの資源状況は大変厳しいということで、もうちょっと夢

のあるといいますか、何％増とかという数字が描ければよかったのですけけれども、なか

なか現状ではそこまでいかないということで、当面は計画期間終了後も現状の資源量の水

準を維持することを目標とするということにとどまっております。

４番目の資源回復措置です。本トラフグの資源回復計画の柱になるところですけれども、

下に書いておりますように （１）の休漁期間の設定、それぞれア、イ、ウ、エ、オまで、

５つの海域に分けました。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ。それにつきましては、３枚目に図面があ

ろうかと思いますが、ここに対象海域という図面があります。そういうことで５つの海域

に分けまして、それぞれとらふぐはえ縄漁業につきましては漁法として浮縄、底縄という

のがございます。これらの漁法ごとに休漁期間を設定していくということになっておりま

す。

もう１つの資源回復措置の柱としまして （２）の全長制限ということになっておりま、

す。現在自主的なルールで漁業者の皆さんが努力されているわけですけれども、現在15㎝

のところを今回の資源回復計画の中では全長25㎝の体長制限ということで、それ以下につ

いては再放流しましょうということで取り組んでいただくということになっております。

それと、５番目としまして、４で言いました資源回復措置を実効性があるものにすると

いうことで、今回日本海・九州西広域漁業調整委員会の指示を発出することとしています

ので、後ほど御提案させていただきたいと思います。

もう１つは （２）で書いておりますけれども、漁獲努力量の増大を抑制するために、、

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づくＴＡＥの設定を検討していきたいとい

うことを考えております。

２ページ、３ページにつきましては、それぞれ現在のふぐはえ縄漁業の操業隻数一覧、

下の棒グラフはトラフグの取扱量の推移。これは大体トラフグの８割方を取り扱いされて

いると言われています下関の南風泊市場における取扱量の推移ということで、そこに書い

ております。

それと先ほど説明した３ページ目が対象海域ということで定めております。
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以上、概要につきましては簡単に説明を終わらせていただきます。

続きまして、資料４－２－１をごらんいただきたいと思います。

まずこの広域漁業調整委員会につきましては、先ほど冒頭御紹介がありましたこの青い

パンフレットですね。冊子がありますけれど、そこの12ページに広域漁業調整委員会の委

員会指示とは何ですかということで書いておりますので、これもあわせて見ていただきな

がら御説明を聞いていただければわかりやすいのではないかと思います。

それでは、委員会指示第１号案について御説明をさせていただきます。よろしいでしょ

うかね。資料４－２－１です。

まず 「定義」につきましては、１つは、今回の規制海域ということで（１）に記載し、

ております。規制海域といいますのは、先ほど計画案の３ページの図面で御説明しました

ように、５つの海域をトータルした全体の海域をそこで文章化しているものが（１）でご

ざいます。

（２）とらふぐはえ縄漁業ということで 「動力漁船によりはえ縄を使用としてとらふ、

ぐをとることを目的とする漁業」ということで定義をしております。

続きまして、２ 「操業の承認」ということでございます。規制海域におきまして、総、

トン数10トン以上の船舶を使用してとらふぐはえ縄漁業を営む場合は、本広域漁業調整委

員会の承認を受けなければいけませんということで書いております。操業の承認制という

ことをそこで設けさせていただいております。

３番としまして 「承認証の交付及び備付け義務」ということで （１ （２）で書いて、 、 ）

おります （２）につきましては、承認証の交付を受けた者は、その承認証を船舶内に備。

えつけておかなければいけないということを書いております。承認証の様式につきまして

は３ページ目にありますが、こういったものを予定しております。別記様式第１号という

ことになっております。

続きまして、４番 「承認番号の表示」ということを書いております。これにつきまし、

ては、承認を受けた船舶につきましては、それがわかるように船体に承認番号を表示して

くださいということで書いてあります。先ほどの承認証の様式の記載例の次に一番最後に

なりますけれども、別記様式第２号ということで、広調委１０２ということで、これは記

載例ですけれども、こういったものを船体に表示をしていただくということになります。

続きまして、５番目として 「承認の取消し」という部分で書いております。この委員、

会指示に違反をした場合には承認を取り消すことができますよということを書いておりま
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す。

続きまして、６番ですけれども 「操業の届出」ということであります。先ほど申し上、

げましたように、10トン以上は承認制という形をとります。10トン未満につきましては届

出制ということで、実態の把握に努めていきたいと考えております。

続きまして、７番の「漁獲成績報告書 。これにつきましては承認船であろうが、届出」

船であろうが、漁獲成績報告書を本委員会に提出していただきたいというふうに考えてお

ります。

８番目としまして、後ほど御説明をしますけれども、事務取扱要領というのを定めてお

ります。

それと９番目に本委員会の指示の有効期間ですけれども、基本的には１年間といいます

か、１漁期間ということで考えております。

そういうことで施行日がことしの４月21日。これは現在の自主規制の操業期間を一応念

頭におきまして４月21日から施行ということにしております。

それと来年の５月31日までを有効期間ということで定めたいと思います。

以上が第１号であります。

なお、これにつきまして本日午前中に開催されました九州西部会におきまして、今御説

明をしました承認船、10トン以上になっているわけですけれども、ここにつきましては、

トラフグの資源を早期に回復させるためにはでき得る限り早い時期に全船承認船にすべき

だという御要望が実は委員さんの方から出されました。従いまして、事務局としましても

早期にそういった移行の検討が早いうちにできますように、操業の実態等に努めていきた

いということを御報告させていただきたいと思います。

続きまして、委員会指示第２号について御説明します。資料４－２－２ということにな

ります。

先ほどの指示第１号は承認制、届出制ということ、それと全船漁獲成績報告書を出して

いただくということでしたが、指示第２号につきましては、先ほどトラフグの資源回復計

画案のところで御説明しましたように、回復措置が休漁期間の設定、全長制限ということ

を掲げております。そのことを規制するためのこの委員会指示第２号ということになって

おります。

まず、１番目の「定義」につきましては、先ほどの指示１号と同じであります。

トラフグのはえ縄漁業は、漁法が２通りありまして、浮はえ縄漁業、底はえ縄漁業、浮
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縄、底縄と言っておりますけれども （３）で浮縄の定義をしております 「海中を移動、 。

するはえ縄を用いて操業する漁法」ということです （４）は底縄についての定義をして。

おります 「海中に固定するはえ縄を用いて操業する漁法」ということでございます。。

２番の操業期間の制限につきましては、先ほど御説明しましたが、それぞれ５つのＡか

らＥまでの海域、漁法ごとに休漁期間を定めております。この期間については操業を禁止

していただくということでございます。

３番目、小型魚の再放流についてでございます。基本的には25㎝以下につきましては再

放流していただくということになりますけれども、括弧書きでありますように、ただし、

Ｅ海域及び次に記載した各点を結ぶ線によって囲まれた海域について、これは下関の地先

ですね。ごく限られた範囲ですけれども、そことＥ海域については現在の操業実態を考慮

しまして、20㎝以下を再放流ということにしたいと考えております。これは漁業者の皆さ

んの御意向を踏まえてそういうふうなことで決定してきたところでございます。

４の指示の有効期間、附則の施行日につきましては、先ほどの指示第１号と同じでござ

います。

以上が委員会指示第２号でございます。

続きまして、今度はちょっと分厚くなりますけれども、資料４－２－３ということで、

「とらふぐはえ縄漁業承認等事務取扱要領（案 」ということで示させていただいており）

ます。これにつきまして簡単に御説明したいと思います。

まず１番目に「事務処理の専決及び結果報告」ということで、本事務取扱要領に基づき

まして、先ほど言いました承認の事務処理につきましては、会長の専決事項とさせていた

だいて、事務処理を進めていきたいというふうに考えております。それらにつきましては

直近の本委員会の中で結果を報告していきたいというふうに考えております。

２番目に「承認の対象者」ということであります （１）につきましては、基本的には。

過去３年間の操業実績を有する者が対象者ですよということを書いております。

（２）としまして、１に該当する者から相続、法人化、経営の承継をした場合、あるい

はそのほか特に委員会が認めた者は承認の対象者にしましょうということになっておりま

す。

、 。それと３番目は 「操業の承認をしない者」ということで、そこに定義をしております

承認を取り消されてから１年を経過しない場合には承認はしませんよということを書いて

おります。
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４番目に「実績の確認」ということでございます。これにつきましては承認申請をして

いただくときに添付していただくということで、別紙様式の５号、６号に定めております

けれども、それぞれの申請者からの操業実績申告なり、あるいは申告者の属する漁協の組

合長さんによる証明書を添付していただくということで、確認をさせていただくというこ

とになっております。

それと５番目に「承認の申請」ですけれども、承認を受けようとする者につきましては、

必要な書類を６月30日までに委員会の事務局、具体的には九州漁業調整事務所が窓口とい

うことになりますけれども、提出していただくということになります。

なお、ここの手続につきましては、各県を経由していただくということになります。こ

れにつきましては、後ほど水産庁の方から各県に要請をさせていただきまして、各県を経

由して出していただく。各県の行政の方には一応御了解を得ているところでございますの

で、御報告を申し上げておきます。

続きまして、６番目の「承認期間中の承認の申請」ということで （１ （２ （３）に、 ） ）

書いております。ここにつきましては通常の許可漁業と同じようなスタイルになっており

ます （１）と（２）につきましては、通称言っております代船がありましたときには、。

そういった期間中、手続を踏んでいただくということであります。

（２）につきましては、船舶が滅失、または沈没した場合の代船の承認申請ということ

になります。

（３）につきましてはそこに書いておりますけれども、承認にかかる船舶を譲り受け、

あるいは借り受け、返還を受け云々と書いております。通称、許可でいいます承継許可と

か言われております。そういった感じのものになろうかと思います。こういった場合のと

きは承認の期間中でも申請をしていただいて手続を踏んでいただくということになろうか

と思います。

７番につきましては 「承認証の書換交付」ですね。内容等について変更が生じた場合、

は直ちに事務局に提出してください。

８番につきましては 「再交付の申請 。承認証を万が一なくされたときのような場合、 」

も速やかに事務局に出していただくということでございます。

９番目 「承認証の返納」ということで書いております。、

10番目については 「届出 。これにつきましても別表に掲げておりますような関係書、 」

類を添えて出していただくということです。これにつきましては操業開始予定日の１カ月
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前までに事務局に提出していただくということになろうかと思います。

11番「変更の届出」ということで、届出書の記載事項に変更が生じた場合は、これも速

やかに事務局に提出していただくということになろうかと思います。

12番目につきましては 「漁獲成績報告書の様式及び提出期限」ということで書いてお、

ります。これにつきましては承認船であろうが、届出船であろうが、漁獲成績報告書を漁

業者の皆さんには御苦労をかけますけれども、毎漁期分をまとめて４月の末までには事務

局の方に出していただくようにしています。

なお、この様式につきましては、このつづりの一番後ろの方に漁獲成績報告書がござい

ます。ちょっと見ていただければいいかと思います。19ページがいいかと思います。これ

は記載例ということで、承認船になっておりますけれども、先ほどから言っていますよう

に、届出船についても出していただくということで、これが今後操業の実態の把握なり、

あるいは漁獲量の把握、ひいては資源評価をするに当たって非常に貴重な重要な資料にな

っていくのではないかというふうに考えております。漁業者の皆さんには御苦労をかけま

すけれども、ひとつよろしくお願いしたいと考えております。

続きまして、２ページの最後にありますけれども、13番 「裏付け命令の申請」という、

ことでございます。これにつきましては先ほど御説明しましたように、この冊子に書いて

おります。その仕組みについても13ページのところに書いております。もう御承知かと思

いますけれども、基本的にはこの委員会指示というのは、漁業者みずからが守れることと

といいますか、漁業者の相互監視、漁業者の良心に基づいてやっていただくということで、

基本的には違反等がなければ一番いいわけですけれども、そういう本来の委員会の趣旨で

ございます。そういうことで、この委員会そのものについては法的な拘束はないわけです

けれども、13のところで言っていますように、国及び県の取り締まり機関からそういった

指導がなされても、その指導に対して是正がされないということであった場合には本委員

会に報告をしていただいて、委員会でこれについては悪いということが認定されましたら、

農水大臣の方からそれに対して是正の命令が出される。通称裏づけ命令ということで言わ

れております。そういうことを出していきますよということで定めております。

それを受けまして、なおかつ、次の３ページのおしまいになりますけれど、14のところ

で、この裏づけ命令を出したにもかかわらず、なおかつ、違反行為が見られるという場合

につきましては承認を取り消しますよということをこの中で規定しているところでござい

ます。
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以上、雑駁な説明になりましたけれども、委員会指示案の関係につきましては説明を終

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。

ただいまトラフグの資源回復計画の概略及び本委員会の委員会指示案、その他委員会指

示に係る事務取扱要領案などについて説明がございました。

委員会指示は、資源回復計画を実施していく上で自由漁業を定数漁業に移行する必要が

あったことから、委員会指示の関係では10トン以上船を本委員会の承認制に、10トン未満

船を委員会の届出制にしたということ、また資源回復計画の中で行う漁獲努力量削減措置

についても委員会で指示するといった内容のようでございますが、この２つの委員会指示

が本委員会としての初めての委員会指示ということになります。このことについて御意見

ございますか。

○事務局（吉永） 済みません、補足といいますか、ちょっと修正をさせていただきます。

先ほどの事務取扱要領の１ページの１番の「事務処理の専決及び結果報告」ということ

で、そこの１行目に「本事務取扱要領に基づく承認の事務処理は」と、承認だけに限った

内容になっております。これにつきましては、当然届出制なり、裏づけ命令についての行

為もございますので 「承認等」と 「承認」の後に「等」という文字を入れていただき、 、

たいと補足したいと思います。よろしくお願いします。

○森本会長 わかりました。それでは、そのように修正をしておきたいと思います。

ただいまの御提案につきまして御意見ございますでしょうか。

島根県の屋田委員。

○屋田委員 島根県の屋田でございます。

ただいま委員会指示の話がございましたが、これについて御発言をさせていただきたい

と思うんですが、この資源回復計画の対象海域の中に本県沖合海域も一部含まれていると

いうことで、ちょうどこのＡ海域のところになってくるわけですけれども、島根県、山口

県、ノース以西となっていると、島根県の場合はノーウエスから東という形で、この部分

というのは山口県と競合している海域になっているわけなんです。それで長い間山口県と

の間には過去漁業調整の問題が生じてきまして、苦慮してきた海域でございまして、その

都度両県、あるいは関係漁業者双方の間で努力をして円満な操業が行われているという海

域になっております。

そういったことから、県境というような要素は極めて微妙な問題も関連してくるわけで
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ございまして、本県漁業者非常にこの海域については敏感になっているところでございま

す。

そこで、そういった海域の中で、このＡ海域の部分ですけれども、委員会指示の対象海

域になっているということについて、これは今まで九州西ブロックの方で協議をされてき

たわけでございまして、本県の方の関係漁業者、ふぐはえ縄をやっている漁業者が本県に

はいないということもあるのかもしれませんけれども、島根県の関係漁業者、あるいは海

区委員会等何ら説明もなされていないということがございまして、私もここに来る直前に

今回こういった形で委員会指示が協議されるというようなことを聞いて、中身もよくわか

らなかったわけでございますけれど、県の方から若干そういった問題が含まった海域だと

いう話を聞いてきたわけでございます。

そういうことで、この海域におきましては、島根県として、本県西側のノーウエスの線

以東の、いわば島根県の管轄する水面でございますけれども、そこにおきまして漁業調整

上の目的で浮きはえ縄漁業の禁止とか、あるいは底はえ縄漁業の承認制というものを海区

委員会の指示を既に出しているところでございます。それで、今回、そこの部分も一部ダ

ブってくるという形にもなるわなんですけれども、これは確かに漁業調整上の委員会指示

と資源回復のための線というのはおのずから内容的には違うのかもしれませんけれども、

そういった面が十分に説明されていなかったのか、あるいはまだ漁業関係者、あるいは海

区の中でよくわかっていないというようなこともあるのかと思いますけれども、今、県の

方としてもこういった非常に微妙な海域であるというようなことから、Ａ海域が含まれる

ということに対しては、非常に強い反対をしているわけでございます。

そこで、私としましても、そういった地元の漁業者に説明がされていないとか、あるい

は海区に説明されていないとか、県の方は反対している。こういうような状態の中できょ

う臨んできてるいるわけですけれども、こうした資源回復計画を策定して、資源の管理を

行うということは極めて重要なことであるわけでございまして、これに対して反対をする

というものではないわけなのですけれども、島根県にそういった漁業がないからといって

も、その海面の中にそういった対象海域を設けるということになれば、当然関係県との事

前調整がやっぱり行われておかなければいけないのではないかと。ある程度御努力された

のではないかなとは思っているのですけれども、私が聞いてきたところでは、県の方も十

分納得をしていないというようなことで、これが協議という形で今回出されるならば、私

もこういう問題がありますから、そこのところを調整してくださいという形で発言するわ
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けですけれども、一発こういうふうな形で諮問みたいな形で出てくるということになると、

このＡ海域を含めるということになれば、私も反対せざるを得ないというような状況でご

ざいます。

それで、今後こういったものが可決されるという形になると、当然本県の海区にも県の

方は説明をしないといけないと思いますけれども、やっぱり県境という問題とか、あるい

は今、県の海区で出しております委員会指示との関係とか、それから、私、聞くところに

によりますと、県の西の方の漁業者の間ではこれから新しい漁法の導入というようなこと

で、フグのはえ縄あたりを新しく着業したいなとか、こういったようなことも言って、ト

ラフグかどうかわかりませんけれども、そういった新規着業というようなことの話もこの

前新聞に出ていたのですけれど、そういうようなこともありまして、事前の調整というの

が十分なされていないということの中で、今後海区の中でこの問題に対して混乱をしない

ようにしていただかないと、本県の海区ですがね、困るなというふうに思っているところ

でございます。

○森本会長 わかりました。

長谷室長。

○長谷室長 私、沿岸関係の調整を過去もやっておりまして、島根と山口のこのＡ海域で

すね、資料４－１でいけば３ページ目を見ていただくとわかりやすいと思いますけれども、

ここの部分の両県の調整について行司役もやらせていただいたことがございまして、屋田

委員には当時からお世話になったということで何か因縁だなと思っておりますけれども、

そういう意味で、この海域が漁業調整上微妙なというか、いろいろある水域だということ

は承知しているつもりであります。

しかしながら説明させていただきますと、今回のこの指示というものは、あくまでトラ

フグに関する資源回復の取り組みの範囲を示しているものにすぎません。この県境から真

北の線を使ったからといって、国が、あるいはこの委員会が島根と山口両県の県境につい

て何らかの判断なり、認識を示したということでは一切ございません。私のこの発言、全

部また議事録にも残りますし、公表もされますので、はっきり言っておきたいと思います

けれども、そういうものでございます。まき網ですとか、沖底ですとか、大臣許可漁業の

中に、これは逆に北西の線を使っているものもございますが、だからといってそれは県境

とは関係がないというのと性格的に同じものだと思っております。繰り返しかもしれませ

んが、あくまでトラフグの資源管理、資源回復のための範囲にすぎませんので、現に山口
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から熊本までのトラフグを対象に操業している漁業者が話し合いを重ねた結果出てきた案

ということでございます。

一方、屋田委員の方からもお話がありましたけれども、島根県内にはこの指示で規制を

受けるトラフグ漁業者は存在しない。屋田委員も御発言があったとおり、そういうことで

ございますので、ぜひとも屋田委員にも御理解をいただきたいと思っております。

隣接県におけるこういう問題というのは、両県だけでなくて、全国各地にございます。

そういう隣接県だけ、２県の間だけではなかなか乗り越えられないものがある。それを乗

り越えるための仕組みとしてこの広域漁業調整委員会というものがあるのだと思っており

ます。そういう点も御理解いただきたい。屋田委員だけでなく、御出席の皆様にも御理解

いただきたいと思います。

先ほど吉永計画官の方からもありましたけれども、委員会指示の性格が農林水産省の省

令ですとか、あるいは都道府県の漁業調整規則と違いまして、そういう漁業関係法令とい

うことではなくて、あくまで随時的な措置ということでございます。そういうことなもの

ですから、この委員会指示も有効期間は約１年ということで、毎年見直しを行うことを予

定しております。午前中の部会でも見直していこうという、毎年というか、有効期限１年

を想定していますので、よりよいものにしていこうという議論があったところでございま

す。

したがいまして、このトラフグの資源回復の緊急性にかんがみまして、先ほど来資源状

態についての御報告もさせていただいております。そういう取り組みについての緊急性に

かんがみまして、まずはこの案をこの場は御承認いただきまして、今後そういうふうに毎

年見直しをしていこうという、恐らくそういうことで皆さん御了解いただけると思います

ので、そういう中でむしろ取り組みを広げていく、充実させていくというような形の中で、

対象の水域を含めて、内容を含めて関係者の了解が得られればまた見直していくというよ

うなことで処理させていただければありがたいと思っております。

この指示と既に島根県の海区漁業調整委員会がかけておられる指示の関係もありました

けれども、それも島根県の海区委員会の指示は漁業調整上、操業調整上の観点でなされて

いるという指示だと思いますので、制度上、法律上、この広域委員会指示と抵触するもの

ではないということだと思っております。

また、現在はトラフグ漁業者はいないけれども、将来的にという話もございました。こ

れだけの資源状態の中で、既存の漁業者が痛みを伴う資源回復に取り組もうとしておるわ
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けなので、今の段階で単純な新規参入ということについては否定的にならざるを得ません

けれども、先ほどありました取扱要領でも経営の承継ですとかというようなことは織り込

まれておりますので、今回屋田委員からの御発言があったということは記録に残りますの

で、そういうことも記憶にとどめて、将来、もしそういうことが出てくれば、またその時

点で適切に処置していったらいいのではないかというふうに思っております。

島根県、関係漁業者がいないということで、屋田委員に大変御心配をおかけしてしまっ

たわけですけれども、我々も県庁の方には情報をお流ししつつ、理解を得たいということ

でお話しさせていただきましたけれども、混乱のないようにという御注文につきましても

引き続きまた県庁の方とも連絡をとらせていただいて、我々としても円満に滑り出しがで

きるようにまた努めていきたいと思っておりますので、ぜひ御理解いただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

○屋田委員 そういうことでよろしくお願いしたいと思うんですけれども、やはり先ほど

もずっと申しましたように、そこの県にそういった対象漁業者がいなくても、漁場として

今後もいろいろな形で委員会指示という形のものであり得るかもしれませんけれど、幅広

くとったときに、そこの県に対象者がいなかったとしても、そこの県に何かの形で引くと

いうような場合は、そこの県も対象者の１つだというような形でいろいろ協議の中に加わ

らせてもらうなり、意見を聞いていただくなりして、地元の漁業と余り不安のないような

形でお願いをいたしたいと思います。

○森本会長 今屋田委員と長谷室長の発言の中でおおむね理解が得られたのではないかな

という感じがいたしますが、いずれにしましてもこういった計画、あるいは委員会指示等

をする場合に、十分に事前の意思疎通を図ることは重要であるということはそのとおりで

ございます。そういう点も今後念頭に置いて、毎年の見直しということもあるわけでござ

いますので、そういう中で今までの意見等を反映させていただきたいと思います。

ほかに。

吉岡委員。

○吉岡委員 ただいま屋田委員の方からも多少お話があったわけでございますが、Ａ海域

につきましてはこのフグの資源回復計画については私は賛成をする１人でございますが、

この海域におきましては沖底の大臣許可として我々兵庫県としても60隻のものが許可を受

けているわけでございます。その中で、従来からいろんなトラブルが発生をしてきている

のも事実であるわけでございまして、ですから今までの自由漁業から承認あるいは委員会
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指示ということになってきますと、漁業者としては非常に権限が強く持っような感じを持

たれるのではないのかなと、このように我々は心配するわけでございまして、よく水産庁

にそうしたトラブルを申し上げましても、何かしら大変言いにくい話をさせていただきま

すが、どうしても自県の方の意見が優先するような今までのそういうふうな調整があった

ことは事実だと私は、自分がそういうことに接しましたから、あえて言わせていただくわ

けですが、そういうことのないように、やはりこうした漁場の中でいろんなトラブルが起

きましても、どちらの意見もこういうふうな意見の中でこの海域は、韓国もそうでござい

ますが、どうしても沖底の我々はずっと以前からこの漁場は許可証をいただいているわけ

でございますから、それが不利にならないような格好の中で十分なる御指導方をお願いし、

１年、１年ということでございますが、決して反対するものではございませんが、そうい

うトラブルが今まで発生しているということを再認識していただきまして、そういう場合

におきましては十分なる御指導方をお願いしておきたいと。これを特に御要請申し上げて

おきます。

○森本会長 ほかに……。

松井委員、どうぞ。

○松井委員 福岡の松井でございますが、午前中の九州西部会でも要望したことなのです

けれども、全体の委員会で再度お願いをしたいと思うことがございます。

内容は委員会指示の第１号の方でありますけれども、トン数によって届出制、承認制と

いうことになっておりますけれども、10トン未満の小型船の操業実績といいますか、隻数

を見ましても、約80％を占めていまして、しかも漁獲性能も今向上しております。やはり

この中で基本的には全船承認制という形をとっていく方向にしてほしいと希望している次

第でありますが、今回そのことにつきましては、いろいろと各県の御事情もおありだと思

います。まずは10トン未満の小型船については届出制、それ以上を承認制ということにつ

いては一応支持したいと思っております。

ただ、この漁業、この指示は先ほどからもいろいろと言われていますように、１年間と

いうことであるわけなのですけれども、やはりこの有効な効果を上げるためにはまずは１

漁期間を待つのではなくて、申請状況から少し次年度のいろんな方向については既に検討

してよろしいのではないかというふうに考えております。それで、次の漁期の中での全船

承認制という方向に向かっていくということで、今回の申請終了後、速やかに、できまし

たらことしの夏にでも検討をしていただくというふうなことを要望したいと思います。ど
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うぞよろしくお願いいたします。

○森本会長 松井委員、どうもありがとうございました。午前中もそういう御要請がござ

いましたし、この点は受けとめて、操業実態がどの程度わかるかという点もあろうかと思

いますけれども、念頭に置いて会議の開催時期等を含めて検討を進めていきたいと、こう

いうことになろうかと思います。

ほかにございますでしょうか。

それでは、ないようでございますので、この委員会として２つの指示をするとともに、

その指示については、今後この事務取扱要領に基づいて運用することに決定しました。

本委員会指示に係る手続等は、九州西部会の事務局である九州漁業調整事務所が中心と

なるようでございますが、承認の手続等が滞りなく行われるようよろしくお願いいたしま

す。

今の提案の委員会指示等、あるいは事務取扱要領につきまして、再度チェックした結果、

若干の文言上の調整が必要になるというようなことが生じました場合は、会長一任という

ことで整理をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたしたいと思います。

（３）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、時間も大分オーバーしましたけれども、議題３の平成17年度資源

回復計画関係予算について事務局より説明をお願いいたします。

○事務局（阿部） それでは、資料５に基づきまして予算ということで説明させていただ

きます。

資料５の資料は、俗に我々がＰＲ版と言っているもので、予算の内容を１枚にまとめた

ものです。それで、特に資源回復計画の関係についてこれまでもこの委員会の中で検討し

ていただいておりますので、特に資源回復計画関係といいますと、この事業内容２のとこ

の（２）のところに資源回復計画ということで新たな予算ということで準備しております。

予算の枠組みの話をここでするのはどうかなと、あれなのですけれども、三位一体改革

の話が来年度予算、17年度予算の関係で国と県の綱引きみたいなものがあったかと思うん

ですが、そういう中で農林水産省の予算につきましても、今までは補助金という形で都道

府県へいっていたものが交付金という形でいきます。この特徴としては、ある程度、事業

のこういうものができますという中身自身は今までの補助金などと変わらないのですけれ
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ども、運用の段階で県の方で事業間の流用がある程度昔よりも幅がきくだとか、あと、県

が独自に考えるような内容についても前向きに交付金のパイの中の何割かを使って県のそ

ういうふうな自主的な取り組みに当てていくというふうな枠組みになっておりまして、非

常に発展したというか、そういう予算の枠組みの中で進めさせていただくものです。

その中で資源回復計画ということでございますけれども、先ほど資料３のところで60魚

種ぐらいが対象になりそうですと。これについては多くの漁業者さんに取り組んでいただ

いて、非常にありがとうございますということを言った舌の根も乾かないところというこ

となのですけれども、この部分についてもどんどん実施していって、まだ中身の決まって

いないものについては中身を決めてということをしていかなければいけないのですけれど

も、他方、予算の方としてはもう少し先に進めさせていただいて、魚種別の資源回復計画

というのが16年度末までである程度一段落になった。今までの資源回復計画の対象漁業者、

対象魚種などを見てみると、かなりの漁業種類の人に参加していただいているのですが、

やはり我が国の漁業の一大勢力である定置網漁業者など、これは県の人の話を通じるとな

かなか魚種別だと取り組みにくいと。漁業形態上、いろんな魚種をまとめてとっているの

だと、そういうふうなものは取り組みにくいという話もありまして、そうういうふうなも

のを資源回復計画制度の中ですくっていくというか、新たに参画していただくということ

で、包括的な資源回復計画の検討をスタートさせたいというのが１つです。

もう１つ、各部会の中で資源回復計画のコンセプトとかというのをいろいろ候補魚種に

ついて説明していたかと思うんですが、その中で質・コストの取り組みについてもコンセ

プトの中に必ず入れていたと思うんですけれども、やはりこの取り組みというのは資源回

復と量の回復と一体で取り組む必要があるということで、こちらの検討についても新たに

取り組めるということが新しい内容として加わっているということで御理解いただきたい

と思います。

それで、包括的な資源回復計画、漁業種類別で考えていく資源回復計画というのを17年

度以降検討していただきたいと思っているのですけれども、これについての考え方をもう

少し詳しく書いたものが資料５の２枚目についております。左側が今までの魚種別の資源

回復計画、右側が包括的な資源回復計画ということで整理させていただいておりまして、

包括的な方を中心に説明させていただくのですけれども、決してやらなくてはいけないよ

ということではなくて、こういうふうな枠組みができるので、漁業者の方で何か取り組め

ることがあるというのであれば、取り組んでいただきたいということなのですけれども、
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まず考え方ですけれども、対象です。

今までは資源の回復は必要な魚種ということで、魚種に着目しましたが、今度は多種類

の魚種を包括的に漁獲する漁業形態ですね。例えば定置網みたいなものを念頭に置いてい

るのですけれども、底びきも対象になるかもしれません。そういうふうなものについて、

ある特定の海域を設定して、そういうふうなものでそういう包括的に魚種をとっていく漁

業種類が全員が対象として資源の対象漁獲物の漁獲量が減ってきているだとか、悪化して

きているので、これの資源の回復を図りたいというものについて包括的資源回復計画に取

り組むというものでございます。

それで、設定する目標値が、今までの資源回復計画だと、シミュレーションなどをして、

資源量がどれぐらいふえますだとか、漁獲量がどれぐらいふえますかだとかを具体的に数

値目標としてそういうのを出していたのですけれども、今回新たに定置網など、そういう

ふうなものでやっていただきますと、魚種が20種類だとか30種類だとか年間を通じてとら

れるというふうなことになりますと、それを一つ一つ評価していくというのは労力もかか

りますし、また実際それをやれと言っても難しいものがあると思うんです。それで、今回

の場合はもし網目を大きくして、小さいものを全体的に逃がしましょうというコンセプト

で資源回復計画に取り組むというのであれば、そうした小型魚を今までに比べてどれぐら

い逃がしたいんですかといふうなものを数値目標として出していただく。小型魚を逃がす、

そういうふうなものが達成されると、それはひいては最終的には資源の回復に結びついて

いくであろうという考え方で、数値目標的なものとしてはそういうふうな小型魚の比率の

低減など、資源回復計画の削減措置などに対応した形での目標というのを設定していただ

きたいと思っております。

質・コストの取り組みについても具体的な数値目標を出せるのであれば、そういうふう

なものもサブ目標として入れていくということも可能だと考えております。

作成主体ですけれども、今までの資源回復計画、魚種別のものだと魚種の分布範囲とか、

取り組み範囲で国だとか県だとか決めていたのですけれども、今回の場合についても、漁

業種類は統一の漁業種類ですけれども、どの範囲でということで、県をまたがるような範

囲でやるのであれば広域で、もし県内の地域内でおさまるのであれば都道府県でという仕

組みで分けて考えて進めていきたいと思います。ということなので、もし広域の資源回復

計画という形で取り組みたいというのであれば、引き続きこの広域漁業調整委員会の場で

検討していくということになります。
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それで、作成年限ですが、また魚種別の資源回復計画については16年度末までに着手す

る魚種を決めましょうというふうなことでいろいろ最後の方はばたばたになったりして、

慌てて決めたというところもあるかもしれませんけれども、この多種類包括的な資源回復

計画についても17年、18年と２年間じっくり検討して、この地域のこの漁業種類がやりま

すということを決めていただいて、また魚種別と同じように海区委とか広域漁業調整委員

会の中でこういうふうなことで取り組むということですね。作成の着手ということでの了

解を18年度までにもらって、実際の取り組みは魚種別と同じく23年度までという形で進め

させていただきたいと思っております。

想定される漁獲努力量削減措置ですけれども、恐らく魚種別から漁業種類別に変えたと

しても取り組むべき削減措置というのはそれほど違いがないであろうと我々想定しており

まして、今までの資源回復計画で取り組めたような削減措置については引き続き包括的な

資源回復計画の中でも取り組むことができるようにして、それに対する支援についても制

度として準備していくことで考えております。

この支援につきましても17年度予算ですね。検討を17年から始めるということを言いま

したけれども、17年度予算で既に対応できるように予算措置の方はしております。

担保措置ということですけれども、今まではＴＡＣかＴＡＥかを活用して公的な担保を

していきましょうというのが水産庁の考え方だったんです。これはＴＡＣ制度、ＴＡＥ制

度というのはある魚種を指定して、それの回復のためのいろん漁獲努力量の削減だとか、

漁獲量の制限だとかだったので、その制度とこの資源回復計画の取り組みが非常にマッチ

していたというのですか、そういうふうな感じなのですが、包括的になると、ＴＡＣ、Ｔ

ＡＥだと魚種の管理のための制度なのだけれども、今回は漁業種類に着目して、魚種はい

ろんな魚種ですということになると、ＴＡＣ制度、ＴＡＥ制度が最適かどうかというのは

非常に難しくなってくるので、これについては内容を十分吟味した上で一番最適な公的な

規制措置をかけていくという考え方でやらせていただきたいと思っております。

こういうふうな考え方で17年以降、さらに資源管理を発展させていきたいと思っており

ますので、引き続き御協力のほど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。

ただいまの説明で何か御質問ありますでしょうか。

ないようでございます。
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（４）そ の 他

○森本会長 それでは、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けれども、

事務局よりその他の議題としては特に何も準備していないというふうに伺っております。

この際、各委員の皆様から何かございますでしょうか。

ないようでございます。

それでは、最後に次回委員会の予定を決めておきたいと思いますが、事務局から提案が

ございますでしょうか。

○事務局（阿部） 次回委員会の開催ですが、もう既に委員の皆さんについては各部会に

御出席されているので、それと同じでして、任期の関係でもう４年ということで、次の委

員会は例年10月にやっておりますので、任期が９月までということになっていますので、

一応最後の委員会になるだろうと思っております。次の委員会は改めてまた海区の互選な

どをしていただいて、また大臣選任委員の方も改めて選任をし直した上で、新たな委員の

もとで行われるというふうに考えております。

委員の皆様におかれましては本当に４年間長い間ありがとうございました。委員会の開

催は大体もう予定していないのですけれども、任期は９月までということでございますの

で、引き続き地元に帰られて関係者への指導につきましてはよろしくお願いしたいと思っ

ております。

○森本会長 ありがとうございました。

今説明のあったとおりでございまして、次回委員会は10月ころに新メンバーで開催され

るということのようでございます。委員の皆様には長い間御協力、御尽力いただきまして

まことにありがとうございました。御苦労さまでございました。

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

れにて閉会いたしたいと思います。

委員各位、御臨席の皆様方におかれましては大変長時間にわたりまして貴重な御意見を

いただきましてまことにありがとうございました。

なお、議事録署名人の吉岡委員と本川委員におかれましては、後日事務局より議事録が
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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５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。


