
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７回日本海・九州西広域漁業調整委員会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年３月８日 
 

水 産 庁 



1.日時  

平成 18年３月８日（木）１３：００～ 

 

2.場所 

 アジュール竹芝 天平の間 

 

3.出席者 

 （委 員） 

 森本  稔   (財)海洋生物環境研究所理事長 

中村 東伍   石狩湾漁業協同組合代表理事組合長 

 西崎 義三   舮作漁業協同組合代表理事組合長 

 小坂 榮一   秋田県漁業協同組合代表監事 

 齋藤 辰男   山形海区漁業調整委員会会長 

 小田 政市   村上市岩船港漁業協同組合代表理事組合長 

 森本 太郎   氷見漁業協同組合副組合長理事 

 堂  久八   南浦漁業協同組合代表理事組合長 

 齊藤 洋一   越前町漁業協同組合代理事組合長 

 佐々木 新一郎 京都府漁業協同組合連合会代表理事会長 

 吉岡 修一   但馬海区漁業調整委員会会長 

 生越 日出夫  網代港漁業協同組合代表理事組合長 

 屋田 孝治   隠岐海区漁業調整委員会会長 

 清水 栄太郎  山口県日本海海区漁業調整委員会会長 

 松井 誠一   九州大学大学院農学研究院教授 

 宮崎 征男   佐賀県有明海区漁業調整委員会委員 

 小西 藤司   小値賀町漁業協同組合代表理事組合長 

 福田  靖   九州ルーテル学院大学教授 

 野村 義也   鹿児島県連合海区漁業調整委員会会長 

 桃原 仁一   沖縄海区漁業調整委員会会長 

和田 耕治   共和水産株式会社代表取締役 

風無 成一   日東水産株式会社代表取締役 

 １



冨田 重基   青森県日本海機船底曳漁業者会会長 

宮本 政昭   兵庫県機船底曳網漁業協会副会長 

宮本 光矩   有限会社佐賀水産代表取締役 

三木 奈都子  (独)水産大学校助教授 

桜本 和美   東京海洋大学教授 

（水産庁） 

小林 芳雄   水産庁長官 

五十嵐 太乙  水産庁資源管理部長 

武田 真甲子  水産庁資源管理部管理課長 

長谷 成人   水産庁資源管理部管理課資源管理推進室長 

大橋 貴則   水産庁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 

小池 幹人   水産庁資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班課長補佐 

遠山 敏和   水産庁漁港漁場整備部計画課総括 

上田 勝彦   境港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資源管理計画官 

 

 

 

 

4.議   題 

（1）資源回復計画及び委員会指示について 

①日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画及び同計画に係る委員会指示について  

  ②九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画に係る委員会指示について  

 ③ マ ア ジ 対 馬 暖 流 系 群 資 源 回 復 区 計 画 に つ い て  

  ④日本海西部・九州西海域底びき網漁業（２そうびき）包括的資源回復計画について  

（2）平成１８年度資源管理・栽培漁業関係予算について 

（3）特別テーマ 

「広域資源に関する漁場整備のあり方について」  

 （4）その他  
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開     会 

 

○小池課長補佐 定刻となりましたので、ただいまから第７回日本海・九州西広域漁業調

整委員会を開催いたします。 

 本日は、農林水産大臣選任委員のうち田中猛委員、本川廣義委員の２名の委員の方が、

事情やむを得ず欠席されております。また、学識経験委員であります櫻本委員については、

ちょっとおくれて御参加という御報告を承っております。 

以上のとおりでございまして、委員定数 29 名のうち、過半数を超える委員の御出席を

賜っておりますので、漁業法第 114 条で準用いたします第 101 条の規定に基づきまして、

本日の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。 

 それでは議事進行につきましては、森本稔会長にお願いいたしたいと思います。会長、

よろしくお願いいたします。 

 

部会長あいさつ 

 

○森本会長 本日はお忙しい中、委員の皆様方初め来賓の方々におかれましては、第７回

日本海・九州西広域漁業調整委員会に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。 

 本日の委員会では、本委員会に設けられた部会の区域をまたがる資源回復計画について、

また漁業法第 68 条に基づく本委員会の指示について事務局から説明を受け、御審議をい

ただく予定としております。 

 また、前回の委員会で事務局から、本委員会は沿岸と沖合の漁業者が席を同じくして、

資源回復、資源管理について対話できる貴重な場でありますので、資源回復計画以外の資

源管理に関する事項についても、委員の皆様の要望を踏まえて議論していきたいというお

話がございましたが、本日は特別テーマとして、広域資源に関する漁場整備のあり方とい

った議題が用意されております。 

 各委員の方々におかれましては、日ごろから大変関心がおありのテーマと思いますので、

活発な御議論をいただければありがたいと思います。 
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 以上のように、本日の委員会は議題も盛りだくさんでございますが、各委員の方々にお

かれましては昨日から本日午前中まで、各部会での御審議等でお疲れのことと思いますが、

どうかよろしくお願いをいたします。 

 

水産庁あいさつ 

 

○森本会長 それでは議事に入ります前に、本日は水産庁から小林長官が御出席でござい

ますので、ごあいさつをいただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。 

○小林水産庁長官 水産庁長官の小林でございます。 

皆様お忙しい中、昨日から今日にかけまして熱心な御審議をいただき、ありがとうござ

います。一言ごあいさつ申し上げたいと思います。 

本委員会、設置後４年間で７回目の会議でございます。この間、資源管理の基本となり

ますさまざまなことにつきまして御審議いただきまして、これまで資源回復計画、９魚種

５計画が了承に至っており、またさらに４魚種４計画を御検討いただいているところでご

ざいまして、熱心な御議論と、また成果を上げていただいたことに対しまして、深く御礼

を申し上げる次第でございます。 

また、今話題になっておりますが、これまでの魚種に着目した資源回復計画の仕組みだ

けじゃなくて、漁業種類においては広域的なことをやっていこうと。今年度から取り組ん

でおりますが、これにつきましても、今いろいろ御検討いただいております。 

新しい仕組みであるし、広域的な課題であるだけに、さまざまな課題があるわけでござ

いまして、ぜひこういった新しい取り組みが、まさに現場にうまくフィットして、より成

果の上がるものにしていきたいということで、ぜひこの辺も熱心な御議論と方向づけをい

ただきたいと考えております。 

私ども、今年は一つの大きな課題でございます基本計画の見直しに当たりまして、１月

に水政審の方に諮問をさせていただきました。今、議論が本格化しつつあります。来年の

３月に向けての議論でありますので、これからの水産政策全般にわたる審議になるわけで

ございますけども、資源管理はまず基本でございます。 

そういった意味で、これまでの基本計画の中で進めてきた実績等について検証すると同

時に、今後の課題、それからどうやってこれをまたさらに効果に乗せていくかということ

につきまして、十分私ども、検討していきたいと思っていますので、ぜひ皆様方の現場で
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の率直ないろいろな御議論、御意見等を賜ればと思っています。その中で具体的な施策も

含めまして、新しい、より効果的な方向づけができればと思っているところでございます。 

また一方で、水産業をめぐる経営を初めとした非常に厳しい環境の中で、今ちょうど予

算委員会が参議院の方にいきまして、来年度予算の成立が間近に迫っておりますけども、

昨年来の燃油の問題、それからクラゲの問題等々ございました。 

補正予算、それから 18 年度予算含めて、さまざまな対応を考えているところでござい

ますけども、これも本当に効果あるものにしていくためには、現場現場でうまくこれを活

用していただいて、より効果のあるものにしていくのはこれからの作業でございまして、

そういった事柄につきましても、ぜひ皆様方の御協力をお願いしたいと思っているところ

でございます。 

また、財政的な面でいきますと、国も、地方公共団体も非常に厳しい状況でございまし

て、そういった中でいろいろ工夫しているわけでございますが、私どもとしてもこのとこ

ろいろいろ予算等々、あるいはいろんなところでいろいろな意見交換をしているときに感

じますのが、国と地方公共団体、それから漁業者団体と、いわば三者の協力・連携で水産

行政を進めてきておりますが、財政的にも非常に厳しくなっていまして、そういう中でど

うやって効果をよくしていくかということでございます。 

一方で、国の財政が厳しい、地方も厳しい。そんな中で例の三位一体、地方分権でござ

いまして、できるだけ地方の声といいますか、地方の考え方を生かしていくと。これも大

きな時代の流れでございまして、そういった中でどうやって水産行政を進めていくかとい

う、これはなかなか難しい問題でございます。 

今度の基本計画の議論の中でも、そういった点も一つの議論になっていくと思いますけ

ども、いずれにしましても結局我々、常日ごろ国と県と、それから関係漁業団体とうまく

連携を取りながらやっていくことが重要でございまして、そういう意味で来年度予算でも、

いわゆる地方に移譲する予算がございまして、資源管理関係でも結構ございます。 

これも来年がスタート時点でございますので、我々としましては地方公共団体の方にも、

ぜひ移譲した予算の意味といいますか、これをうまく都道府県段階でも活用してもらって、

国と県と漁業者団体、三者連携を持ってやっていくことが基本でございます。 

そういった点につきましては、私どもも都道府県の方にいろいろ要請をしていきたいと

思っていますけども、皆さんの方でもそういった流れの中で、ぜひ現場での声といいます

か、そこと組み合わせて、全体としての施策効果が上がるようにということも一つの課題
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だと思ってございますので、この場をお借りして、またお願いしたいところでございます。 

いずれにしましても、厳しいいろいろな状況があるだけに、こういった審議会の場とか、

さまざまな基本計画の検討とあわせまして、新しい方向づけができればということで、水

産庁としても非常にそういった点に向けまして、頑張っていきたいということでございま

すので、審議会の方でもぜひよろしく御支援のほどお願いしたいと思います。 

今日はどうもありがとうございました。 

○森本会長 小林長官、どうもありがとうございました。 

 小林長官におかれましては、この後も御予定の関係がございまして御退席されるという

ことでございます。お忙しいところを、どうもありがとうございました。 

 

資料の確認 

 

○森本会長 それでは、本日お配りしております資料の確認を行いたいと思います。事務

局からお願いします。 

○小池課長補佐 それでは、お手元にお配りしております本日の委員会の資料を確認させ

ていただきたいと思います。 

 まず最初に、本日の委員会の議事次第、本委員会の委員名簿、続きまして本日の委員会

の配席図、本日の委員会の出席者名簿。その後が、本日の委員会で事務局の方から御説明

させていただくものでございまして、右肩に資料１－１と書いてあります日本海沖合ベニ

ズワイガニ資源回復計画に関する資料が１部。右肩に資料２－１と書いてございまして、

九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画新旧対照表という表題がございます、ちょっと

厚い資料が１部。右肩に資料３－１と書いてございます、マアジ対馬暖流系群資源回復計

画についての資料。今度は縦になりますが資料４と書いてございます、包括的資源回復計

画に関する資料が１部。資料５、予算関係の資料が１部。最後に資料６、広域種に関する

漁場整備のあり方調査に関する結果概要についてという資料がございます。 

 不足等がございましたら、事務局の方にお申しつけいただければと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 また、説明の途中でも資料に落丁等がございましたら、その都度お手数でございますが、

事務局の方にお申しつけいただければと思います。 

 以上でございます。 
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○森本会長 ありがとうございました。 

 

議事録署名人の選任 

 

○森本会長 それでは議事に入らせていただきますが、最初に、後日まとめられます本日

の委員会の議事録署名人を選出しておく必要がございます。 

 これにつきましては、本委員会の事務規定第 12 条によりまして、会長の私から御指名

させていただくことになっておりますので、僣越ながら指名をさせていただきます。 

 道府県互選委員からは、島根県の屋田孝治委員、農林水産大臣選任委員からは冨田重基

委員のお二方に、本日の委員会に係る議事録署名人をお願いいたします。どうかよろしく

お願いをいたします。 

 

議     題 

（１）資源回復計画及び委員会指示について 

①日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画及び同計画に係る委員会指示について 

 

○森本会長 それでは、議題（１）「資源回復計画及び委員会指示について」に入りたいと

思います。 

 先ほど申し上げましたとおり、本委員会では本委員会に設けられた部会の区域をまたが

る資源回復計画について、及び本委員会の権限である委員会指示について御審議等をいた

だく予定でございますので、よろしくお願いをいたします。 

 まず、実施中の資源回復計画についてでございます。初めに①の「日本海沖合ベニズワ

イガニ資源回復計画及び同計画に係る委員会指示について」、事務局から説明をお願いいた

します。 

○上田境港漁業調整事務所資源管理計画官 それでは、御説明を申し上げます。 

 まず、この委員会指示の説明の前に、日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画の実施状

況ということで、若干お知らせいたします。 

 資料１－１をごらんください。まず、漁業者協議会等の開催実績です。昨年 11月３日、

広域漁業調整委員会開催以降、今年の平成 18年２月までの開催状況です。 

 まず新潟県、鳥取県、島根県の府県がありまして、それぞれ 11 月から２月にかけて７
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つの会議が開催されております。 

ざっと見ておわかりになるとおり、ベニズワイ産業三者協議会というものが書かれてお

ります。４回、５回、６回、７回まで開催済みであります。 

ベニズワイガニの資源回復計画におきましては、取り組みの区分を香住を基地とする船、

それから境港を基地とする船の２つに分けてあるわけです。 

香住の方を基地とする船については、香住地区において、皆様の十分な御努力があって

さまざまな調整が行われており、そしてまた順調に資源回復計画も実施されておるわけで

すけれども、境港を基地とする船については、何分ベニズワイガニ漁業が全体の漁業に対

して占めるシェアが大変大きゅうございまして、生産者だけの内部での話し合いでは物事

を決定するわけにはいかないと。つまり、陸上産業も一蓮托生であるというシビアな状況

がございます。 

それがありまして、漁業者、卸売、そして加工・仲買の三者によって構成されますベニ

ズワイ産業三者協議会の中で、資源回復計画を含めまして、すべて協議していくと。この

協議会の一番のポイントは、本来ならば相反する利害関係を持つ生産者、そして仲買とい

うものが、どのようにこの漁業維持のために協力し合っていけるのか、意見交換し合って

いけるのかがポイントになってくると思います。 

それではページをめくっていただきまして、漁獲努力量削減措置及び漁場環境保全措置

の実施状況です。 

それぞれの県で休漁、減船、改良漁具の導入、それから自主的取り組みとあるわけです

が、新潟県につきましては実施期間６月１日から 30 日にかけて、新たな１カ月間の休漁

を追加する予定でおります。 

兵庫県につきましては昨年同様に、６月の１カ月休漁を実施済みで、今年も実施予定で

ございます。 

また減船については、平成 18年度、知事許可船１隻の減船を作業中であります。 

鳥取県につきましては、６月の１カ月休漁追加を実施予定であります。 

改良漁具の導入につきましては、漁獲サイズ以下の小さなカニを水中に生きた状態で逃

がすための脱出口がございます。それをつけたリングつきかごの漁具ということで、17年

度に１隻導入済みです。これから段階的に、この割合をふやしていく予定でおります。 

休漁中の網裾開放というのは、この休漁期間中に遠方漁場においては漁場に漁具を置い

ておりますので、休漁効果を確実にするために、この網裾を開放する。したがって、休漁
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中に漁獲されるカニはあり得ない、これを確実にするための自主的措置であります。これ

について、17年度実施済みです。 

島根県についても同様であります。 

次のページをお願いします。漁場環境の保全措置といたしましては、いわゆる海底清掃

を実施しております。平成 17 年度７月から８月のうちの一定期間、新潟、兵庫、鳥取、

島根各県とも実施済みであります。 

次のページをお願いします。本日皆様にお諮りすることになります、日本海沖合ベニズ

ワイガニ資源回復計画に係ります、漁獲努力量の削減措置及びその効果に関する公的担保

措置の項目の内容の見直し、それから公的担保措置として、本委員会として日本海・九州

西広域漁業調整委員会指示第５号を指示することに関する御説明をいたします。 

まず、この改正に伴いまして、資源回復計画の内容が資料１－２のように変わってまい

ります。上からずうっとまいりまして、ちなみにここにある１から８までの項目は、去年

の４月に皆様に御承認いただきました、資源回復計画の項目に準じております。 

それの５番、右側の現行を読み上げますと、５．漁獲努力量の削減措置及びその効果に

関する公的担保措置。ベニズワイガニの漁期において、資源回復計画による各種資源回復

計画措置の実行を担保するため、漁獲努力量の増大を抑制する必要があることから、当該

漁期を対象とし、ベニズワイガニを海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の規定に基

づく第二種特定海洋生物資源として規定し、漁獲努力量の管理に努める。 

ずらずら書いてありますが、要はこれはいわゆるＴＡＥというやつで、過去の実績から

積算しまして、この資源回復計画に乗っかった以上、過去よりも今後、漁獲努力量はふや

しませんという、法的な担保措置をつくりますよということがうたわれているわけです。 

ところが、カニかごというものはちょっと特殊性がございます。底びきでも旋網でも、

そういう漁業は出かけていって、操業時間帯に実際の魚を漁獲するわけですね。 

ところが、カニかごというものは、出かけていってかごを沈めて放っておいても、そこ

で漁獲が続けられているという特殊性がございます。 

したがって、日数当たりの操業時間で図れないところがあるわけですね。そこで結局、

操業期間で規制しようということで、左のようなことになっていくわけです。詳細は後ほ

ど説明いたします。 

改正（案）、左側です。「漁獲努力量の削減措置及びその効果に関する公的担保措置とし

て、本計画に基づく休漁等の実効性を担保するため、漁業法第 68 条１項に基づく広域漁
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業調整委員会指示により、本計画の対象船に対し適切な規制を課す」ということで、その

内容です。 

ページをめくっていただいて資料１－３ということで、日本海・九州西広域漁業調整委

員会指示第五号（案）でございます。 

漁業法第六十八条第一項の規定に基づき、日本海べにずわいがに漁業及び兵庫県べにず

わいがにかご漁業について、次のとおり指示する。 

まず１番で、操業海域が定められております。 

２番と３番で兵庫県と、それから日本海べにずわいがに漁業の、これは大臣許可船と兵

庫県の知事許可船という意味ですけども、それぞれがどういう漁業ですかということが定

められております。 

そこで２、操業期間の制限で、「日本海べにずわいがに漁業及び兵庫県べにずわいがにか

ご漁業の許可を受けた者は、特定海域で日本海べにずわいがに漁業を営む者を除き、六月

一日から六月三十日までの間、当該漁業を営んではならない」と定めています。 

これはとりもなおさず、先ほど実施状況のところで申し上げました、６月の１カ月間の

新たな休漁の追加の部分を、この委員会指示によって担保するものでございます。 

以上、お諮りいたします。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 資源回復計画の中の「漁獲努力量の削減措置及びその効果に関する公的担保措置」の項

目の内容の見直し、公的担保措置として、本委員会として「日本海・九州西広域漁業調整

委員会指示第５号」を指示することとしたいということでございました。 

 ただいまの説明について、御質問等ございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、本日の出席者名簿を拝見いたしますと、日本海かにかご漁業協会の西野会長

理事さんも出席されておられるようでございます。本委員会の委員ではございませんがせ

っかくの機会でございますので、関係漁業者の代表者として御発言をいただきたいと思い

ますが、よろしゅうございますか。 

〔「意義なし」の声あり〕 

 それでは西野会長、よろしくお願いいたします。 

○西野日本海かにかご漁業協会会長理事 ただいま御紹介にあずかりました、日本海かに

かご漁業協会の会長をしております西野でございます。よろしくお願いします。 
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 今回、こういう格好で発言の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございま

す。 

 ここ数年、こういう格好で広域調整委員会の皆様方に真剣な御討議を重ねていただき、

また、こういう格好で何とか１年過ぎて、ようやく来年度、昨年いろいろと油賠法の絡み

で１年先送りにした大臣許可船においても、平成 18 年度の６月、係船休漁１カ月追加休

漁する方向で、今進んでおります。 

 ただ、特に昨年度の広域調整委員会でも、ある委員の方から御意見ございましたけども、

実際係船休漁に関して、今、兵庫県に関しては兵庫県の予算措置がつきました。鳥取県に

関しても鳥取県が、一応予算措置はするというお話でございます。 

 ただ、島根県と新潟県に関しては、今、県の財政状況が非常に厳しいので、県の補助は

基本的にはないと。 

 ただ、先ほど御説明ございましたように三者協議会の中で境港市が、境港の主要産業だ

という観点から、特に境港に水揚げしている鳥取県のほかに、島根県船に関しても、今の

漁業者負担分の 12 分の１を補助すると。やっぱり資源回復計画、単に資源の問題だけで

はないと思うんですね。これから先の水産業の現状を見ると、広域的な取り組みにしても、

いかに産業として残していくかという視点が重要ではないかと思うんです。 

 特に予算措置がなかなか難しいという中で、三者協議会に境港市にも御出席いただいて、

ベニズワイ産業をいかに残すかということで、加工業者も含めて何回か議論させていただ

いた中で、やっぱり支援をしようという動きで、ようやくこういう運びになった次第です。 

 広域的な取り組みという観点からしても今の財政状況で、特にベニズワイの資源回復計

画の係船休漁１カ月、特に１カ月の予算措置となると、１隻当たり 300万から 400万ぐら

いの県の補助、これがあるか、ないかというところ、要はどこの県に所属しているかとい

うことで決まっちゃうというのは、どう考えてもこれから先、こういう取り組みをしてい

く中では問題が出てくるんじゃないかと。これは特に６月、係船休漁を控えて、切実に感

じている次第です。 

 とにかく、６月の係船休漁に関してはやるという方向で実際に動いています。ただ、こ

こでお断りしておきたいのは、こういう状況で１カ月、係船休漁をした後いろんな問題が

出てくると思います。その中でまた率直にこういう問題があるので、広域調整委員会の皆

様方に諮って、御検討していただきたい問題が出てくると思いますので、そういうことに

関してまた、いろいろと御足労かけますけども、我々も生きるために一生懸命やっていま
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すので、そこら辺御理解していただいて、よろしくお願いします。 

 簡単ですけどもこれで終わります。どうもありがとうございます。 

○森本会長 どうもありがとうございました。 

 ベニズワイ漁業の係船休漁に関して、地方自治体、あるいは地元の経費の負担措置につ

いて、難しい中でいろいろ御努力をいただいて三者協議をして、支援体制ができていると

いうお話でございました。大変難しい中で、会長さんの御尽力が大きかったんじゃないか

と思っている次第でございます。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

 野村委員、どうぞ。 

○野村委員 資料１－３のところですけれども、ちょっとわからないから聞くんですが、

操業期間のところで、「特定海域で日本海べにずわいがに漁業を営む者は除き」というのは、

何かほかにもまだ対象のものがあるんですか。ちょっとわからないからお聞きするんです

が。 

○上田境港漁業調整事務所資源管理計画官 今、大臣許可数が 18 のうち、実働している

船が 15 おります。そのうち３隻が民間の契約を結びまして、北朝鮮水域に入漁しており

ます。その船は暫定水域及び我が国の水域では操業しておりませんので、その３隻のこと

を指しております。 

○野村委員 わかりました。 

○森本会長 ほかにございますでしょうか。 

 それでは、「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画」の一部変更について、本委員会と

して了承するとともに、本委員会として「日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第５号」

を指示することとしてよろしいでしょうか。 

 またあわせて、今後の事務手続上の部分的な修正、文言の訂正等につきましては私に御

一任いただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本会長 ありがとうございました。 

 それでは事務局において、「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画」の一部変更及び委

員会指示についての手続を進めていただきたいと思います。 

 

 １２



②九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画に係る委員会指示について 

 

○森本会長 次に、②の「九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画に係る委員会指示に

ついて」の議題に入ります。 

 九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画については、昨日開催されました九州西部会

で、計画の一部見直しが了承されております。本委員会の指示とも関係がございますので、

それも含めて事務局から説明をお願いいたします。 

○吉永九州漁業調整事務所資源管理計画官 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。 

 座って説明をさせていただきます。 

 それでは、九州・山口北西海域のトラフグ資源回復計画に係ります委員会指示につきま

して、資料２－１、２－２、２－３－１、２、３に基づきまして、一括して説明をさせて

いただきますので、よろしくお願いします。 

 まず、ただいま会長の方から御報告をいただきましたように、昨日の九州西部会におき

まして、資源回復計画の方の変更の了承をいただきましたので、そちらの方から説明をさ

せていただきます。資料２－１で説明をしたいと思います。 

 右側が、現行の資源回復計画の内容になっております。左側が、昨日了承いただいた改

正の内容になっております。 

 図面が小さくて非常に見にくいかと思いますが、ここの図７、対象海域という図面があ

ろうかと思います。そこのＢ、Ｃの境界のライン、長崎県の壱岐島を突っ切った形で、現

行は真っすぐなラインでＢ、Ｃの境界線が引かれています。 

 これを、壱岐の南を見ていただくとわかるとおり、ちょっと斜めの方に佐賀県の唐津湾

があるんですけども、そちらの方に走っております。ここの変更でございます。 

 これにつきましては昨年、トラフグの資源回復計画の了承をいただきますまでに、関係

県あるいは関係漁業者と協議を重ねて、こういった海域の区分、あるいは操業期間等につ

いて確定をしてきたところでございますが、今申し上げましたＢ、Ｃ海域の境界線の壱岐

南部の海域につきまして、関係者の方の確認が不十分だったということもございまして、

当該海域で操業します漁業者からの強い要望がございまして、それ以降、関係機関と協議

を行ってきまして関係者の御理解が得られましたので、今回見直しをさせていただいたと

いうことでございます。 
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 ２ページに入りますけども、そのことにつきまして、Ｂ、Ｃ海域の定義づけを左の表の

ように訂正をしておるところでございます。 

 なお、そのほか市町村合併、あるいは若干字句の修正等、アンダーラインが引いてある

ところですけども、そういった形で修正をしております。昨日の九州西部会で了承いただ

いておりますので、一応御報告を申し上げておきたいと思います。 

 続きまして、委員会指示の方に入らせていただきます。お手元にございますように、委

員会の指示の本体につきましては、資料２－３－１、資料２－３－２、資料２－３－３と

いうことで、かなりのボリュームになっております。 

 したがいまして戻りまして、資料２－２に今回の指示の概要を整理しております。こち

らの方で説明をさせていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 まず、基本的には 17 年度漁期、トラフグの資源回復計画スタートの初年度になったわ

けですけども、指示１号、３号ということで取り組みを進めておるところであります。 

 このたび、指示１号が指示３号ということになります。指示２号が指示４号となります。 

 まず、（１）の指示１号が指示３号になるところでございます。基本的な枠組みとしまし

ては、引き続きこの対象海域におきまして、とらふぐはえ縄漁業を営む場合は、承認制、

届出制にするということを、（ア）の内容のところで書いております。 

 （イ）につきましては、初年度と同様に 10ｔ以上が承認制、10ｔ未満が届出制という枠

組みになっております。 

 「イ」と「ウ」につきましてはわかりづらい面がありますので、後ほど御説明をしたい

と思います。 

 （２）の指示第２号が指示第４号になるということでございます。ここの指示４号で、

指示２号と同様に操業期間の制限、それと小型魚の再放流ということで規定をしていると

ころでございます。 

 「ア」の操業期間の制限、従来同様海域を５つに分けまして、海域ごとに休漁期間を設

定しております。 

 注書きのところは、先ほど計画の変更の内容のところで言いましたように、ＢとＣの境

界線が一部変わっておりますということで、アンダーラインを引いてそこに書いておりま

す。 

 小型魚の再放流につきましては初年度と同様、全長 25cm、一部海域では 20cm となり

ますけども、それら以下のトラフグについては、その場で直ちに再放流をするということ
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でお願いをしておるところでございます。 

 「ウ」の指示の有効期間が、１年目につきましては漁期を通してということで、３月い

っぱいまでということで取り組みをしてきたわけでございますけども、今回 12月 31日で、

一応締めることにしております。 

 したがいまして、こういう状況でございますので、（１）の「イ」、「ウ」に戻りますけど

も、漁獲成績報告書の提出ということが「イ」に書いておりますが、平成 19年２月 15日

までとなるわけですが、承認船、届出船にかかわらず、12月までの操業につきまして、漁

獲成績報告の提出をしていただくことになっております。 

 その関係もありまして、「ウ」の指示の有効期間につきましては、若干の指導期間も含め

まして、２月 28日までとしております。 

 括弧書きで注書きをしておりますけれども、繰り返しになりますが、実質的な承認期間、

届出の期間は 12月 31日の年内までとなっておるところでございます。 

 今回、年内で区切る指示になるわけですけども、ここの「ウ」につきましては御案内の

とおり、とらふぐはえ縄漁業という従来から自由漁業であったものが、こういった承認、

届出制という新たな枠組みになったということで、スタートしたばかりの計画ではござい

ますが、操業期間等、あるいは前回、前々回の委員会でも御要望が出ています承認制のあ

り方につきましても御意見が出ておるわけですが、そういうことを含めまして３月いっぱ

いで漁期が終わりますので、４月以降、そういったことを含みまして、関係者で精力的に

検討していこうということになっております。 

 先ほども御説明しましたように、３月までの操業期間が残っておるわけですけども、こ

れらの漁獲状況につきまして、漁獲成績報告書を４月中に出していただくことにもなって

おります。 

 そういった集計業務を踏まえました操業の実態、あるいは漁獲実態の集約、分析、検討

も行うことができるような状況にございます。 

 それとともに、４月になりますと各県のはえ縄協議会、それぞれの団体で漁期の反省等

も論議されるということもございまして、４月以降、そういった全体的な論議を集中的に

やろうということで、今考えております。 

 したがって、そういった論議を踏まえまして、来年１月１日以降については、10月に開

催予定の本委員会の場において、改めて新たな委員会指示を提案させていただくことを考

えておるところでございます。 
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 資料２－２に戻りますけども、２ページの説明をしておきたいと思います。そこの中の

２の承認の対象者という項目がございます。そこが１年目から２年目になったということ

で、そこの部分の変更をしております。 

 17年度漁期につきましてはスタート年ということで、過去３年以内の実績船に対する承

認ということで、基本的には事務を進めてきておりますけども、２年目ということで（１）

の方、アンダーラインを引いておるわけですが、こういうことで見直しをしていきたいと

思います。 

 「委員会指示第一号の承認を受けて、とらふぐはえ縄漁業を営んだ実績を有する者で、

実績船又はその代船を使用する者。 

又は、指示１号の承認を受けて、とらふぐはえ縄漁業を営んだ実績を有しない者であっ

ても、やむを得ない事由によるものであることを委員会が特に認めた者」についても、承

認をしましょうということにしております。 

 やむを得ない事情ということでございますけれども、基本的には漁業者の病気だとか、

あるいは船体の事故等で従事できなかったという人を考えております。 

 そのほか現状のお話をしますと、今、非常にトラフグ資源が低下をしている。漁獲状況

も非常に悪いということもございます。 

 それと、御承知のように昨年来燃油の高騰で、なかなかとらふぐはえ縄漁業に従事でき

ない経営的な事情もございまして、そういうふうな実態もございます。 

 そういったところについては、２年目の承認についての配慮をしてほしいという、強い

漁業者からの御要望もございますので、関係県、関係漁業者とも協議を進めまして、検討

していきたいとは考えております。 

 ただ、そこが何でもありきということになりますと、せっかくの承認制の実効性が問わ

れてまいりますので、一定の漁船の管理も必要になってくると思います。 

 そういったことも踏まえまして、今後、関係者と十分検討をして、合意形成を得ながら

進めていきたいと考えております。 

 本体の方ですけども、今、概要のところで大体おわかりいただいたと思いますが、さら

っと、２－３－１が日本海・九州西広域漁業調整委員会指示三号でございます。規制海域

のところでは、先ほど回復計画の変更のところで言いましたように市町村合併とか、ある

いは地先の名称の語句の修正を含めて若干変更しておるところでございます。 

 ２の操業の承認というところがありますけれども、先ほど説明しましたように、一応、

 １６



とりあえずは指示三号に基づく承認期間は、施行の日から平成 18年 12月 31日までの間

ということを書いております。 

 次のページになりますけども、６の操業の届出も同じく 18年 12月 31日までとなって

ございます。 

 ９の指示の有効期間につきましては説明が重複しますけれども、漁獲成績報告書の兼ね

合いがございますので、２月 28日までという日付になっております。 

 あと、承認書の様式、船体表示の関係が後ろに付けてあります。 

続きまして、２－３－２の指示第四号でございます。この中で海域ごとの操業期間の制

限、いわゆる禁止期間ということで、２にそれぞれ区域ごとに期間を定めております。 

 その２枚目になりますけども、ＢとＣの海域につきましては、先ほど御報告しましたよ

うな内容で線引きの変更がありますので、そういった表記になっておるところでございま

す。 

 ３枚目の指示の有効期間は操業の制限ということでございますので、18 年 12 月 31 日

までという日付になっております。 

 ２－３－３の横書きの資料ですけども、先ほど説明しました事務取扱要領（案）でござ

います。２の承認の対象者、先ほど概要で説明をした内容になっております。 

 ２ページの 11、漁獲成績報告書の様式及び提出期限も先ほど説明しましたように、承認

船、届出船、それぞれ期間分ということでございますので、12月 31日までの分をまとめ

て、２月 15日までに出していただくことになっております。 

 ４ページに別表ということで、承認申請等に係る必要書類の一覧表となっております。

ここにつきましては、なるべく事務的な簡素化ということで、例えば船舶検査証書、ある

いは定款、登記簿謄本といったものにつきましては、１年目につきましては出していただ

いたわけですけども、そこについてはなるべく省略できるところは簡素化してほしいとい

う関係県、あるいは関係漁業者の御要望もございましたので、今回はそういったものにつ

いては添付をしなくていいということで、簡素化を図っておるところでございます。 

 以下、様式１号から、最後の漁獲成績報告書まで、基本的には１年目の指示と変わって

おりませんので、後ほど目を通していただければいいかと思います。 

 トラフグの関係については以上でございます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 昨日の九州西部会で了承された資源回復計画の一部見直しに併せまして、本委員会とし
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て「日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第３号」及び「日本海・九州西広域漁業調整

委員会指示第４号」を指示することにしたいという提案でございます。 

 ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。 

 松井委員、どうぞ。 

○松井委員 異議はございませんが、福岡県、全船承認制を要望してきたわけですけれど

も、残念ながらといいますか、時期は早まりましたが、また来年度も今年度と同じような

状況でいくという、４号議案が昨日も承認されたわけですが。 

 その中で、吉永さんも今言われましたように、時期については見直されたということで、

漁獲データをもとに今から資源解析を検討されると思いますが、そういうふうなことで、

一定の成果は私どもも認めております。 

 ただ、昨日の御説明の中で、今年の１～２月、少し漁獲量が改善されているということ

だったんです。ただ、それが 16 年度発生群というところであると。フグはたしか雄が２

歳、雌が３歳ぐらいから産卵に加わっていくということですけども、それからしますと小

型群が漁獲されていて、逆に今１～２月で改善されて高くされると、今後の資源回復につ

ながらないのではないかなというところもあります。 

 そのあたりも含めて、秋の今度の部会までには、何らかの形で資源回復案を作成してい

ただきたいと思います。そのあたりのこと、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。 

 昨日の会議における状況も踏まえまして、特に 16 年度年級群の影響で、今年の１～２

月に漁獲が昨年に比べて非常にふえておるというお話し。これはむしろその親をとっちゃ

うと、かえって資源回復につながらないんじゃないかという御指摘でございますけれども、

この辺も研究者等の意見も踏まえまして、さらにこれから４月１日以降、精力的に関係者

とも協議をして、10月の委員会指示等の内容に反映させていくということでよろしゅうご

ざいますか。 

 ありがとうございました。 

○松井委員 そうしたら全船承認制という形で、見直しがあることも……。 

○森本会長 全船、届出制から承認制に強く要望するということでございますね。わかり

ました。意見として承っておきたいと思います。 

 ほかに。 

 ないようでございます。 
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 それでは本委員会として、「日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第３号」及び「日本

海・九州西広域漁業調整委員会指示第４号」を指示することとしてよろしゅうございます

でしょうか。 

 またあわせて、今後の事務手続上の部分的な修正、文言の訂正等につきましては、私に

御一任いただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○森本会長 ありがとうございました。 

 それでは事務局において、委員会指示についての手続を進めていただきたいと思います。 

 

③マアジ対馬暖流系群資源回復区計画について 

 

○森本会長 次の議題に移ります。これまでは実施中の資源回復計画についてでございま

したが、この後の２つの議題は、現在作成中の資源回復計画についてでございます。 

 事務局から、計画作成の検討状況について説明を受けたいと思います。 

 まず、③の「マアジ対馬暖流系群資源回復計画について」、事務局から説明をお願いいた

します。 

○上田境港漁業調整事務所資源管理計画官 済みません、先ほど自己紹介が遅れまして、

境港漁業調整事務所の上田と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは早速、「マアジ対馬暖流系群資源回復計画」の策定状況について、御報告申し上

げます。資料３－１に沿って説明いたします。 

 まず１枚目は、この資源回復計画への参加団体及びその構成内容となっております。ご

らんのとおり、このエリアが山陰沖からずうっと西へ下りまして、さらに南へ下りまして

鹿児島までというような中で、山陰旋網漁業、日本遠まき漁業、鹿児島県まき、長崎県ま

きと、大体今のところ４つのところから、この資源回復計画への参画の手が挙がっておる

わけです。 

 ざっとごらんになって、それじゃ、それ以外の県もあるじゃないかと。例えば福岡、佐

賀、山口、熊本。それからこの中に、例えば日本遠まきには愛媛県も所属しておりますけ

れども、愛媛県はどうなのかということを疑問に感じられる方もおられると思います。 

 これについては、改めて今後協議を進める中で、各県、各漁業団体の方に打診していく、

あるいは参加を要請していくという形になると思います。 
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 そして、次のページで資料３－２、会議の開催状況です。昨年来、各県レベル、各団体

レベルで協議を進めていただいてきております。例えば、鳥取県の大中型旋網漁業につい

て、６月 21 日に代表者打ち合わせ会議をしております。参集範囲は、例えば山まき、遠

まき、島根県まきということで、マアジ資源回復計画に関する説明から入りまして、ずう

っと進んでまいるわけです。 

 例えば島根県ですと、中型旋網をメーンとした隠岐島に説明に行ったり、あるいは国と

県の行政同士が打ち合わせを行ったり、それからまた島根県まきの漁労長会議などで説明

をさせていただいたりといったことを続けてきたわけです。 

 長崎県につきましては、主に中型旋網を主体とする小型旋網漁業者資源管理委員会があ

りまして、それと九州漁業調整事務所とともに、どのような取り組みが可能であるかとい

うようなことを議論してまいったわけです。 

 そして、その下の共通検討会開催状況ということで、平成 17年 11月 24日、そして平

成 18年２月 27日に第１回、第２回マアジ資源回復計画検討委員会を開いております。こ

れは、それまで各地区、各団体で協議してきたものを集約して、さまざまな取り組み内容

をまな板の上に載せて、今後全体としてどうまとめていけるのであろうかというようなこ

とを議論する場として設けたものです。 

 今後はこの場が、当該資源回復計画の策定の本委員会になっていくのであります。内容

は、各団体漁業種類別基礎データの収集・解析、取り組み可能な項目の見直し・検討、そ

れから今後のスケジュールといったことを検討するわけです。 

 次のページをお願いします。ここで改めて、対馬暖流系群のマアジの資源回復計画に関

するおさらいをしておきたいと思います。これはあくまでも資源評価による結果ですけど

も、資源の状態といいますのは、平成 17 年では資源水準が中位、そして動向が横ばい。

そして平成 18 年、訂正になりまして、水準が中位、動向が増加傾向となっておるわけで

す。 

 それに関連しまして、どういった措置が妥当かという話ですけれども、現在の漁獲を継

続するのが妥当であると。また親魚の量を、かつての低い水準に低下させないようにする

のが望ましい。 

 それから小型魚（０歳魚）の漁獲を控えることで、加入当たりの漁獲量及び持続的漁獲

量の増加が見込めるであろうということです。 

 次に、この資源回復計画の趣旨として当面考えられることといいますのは、親魚、商売
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物である大きな魚をどうやって獲り控えようかということは難しいわけでね。そこで、主

に２つ掲げたわけです。 

 １つは、小型魚（０歳魚）への漁獲圧の低減。小さい種アジを獲り控えるということで

す。 

 もう１つは、一方でマアジの付加価値を向上させようと。結局、親魚であってもより少

なく獲って、付加価値を向上させましょうというもくろみなわけです。 

 そうやって説明してくる中で、漁業者の意見が上がってきております。集約して、大体

今４つぐらいになるわけですね。 

 資源保護の重要性を認識しており、操業上の支障を生じる措置でなければ、計画への参

加に異論はないと。これは初期のころの意見であります。 

 次に、将来的にマアジ資源が減った場合、当該計画により漁獲規制が強まるのではない

かという不安が大きい。できる限り自主的取り組みを尊重したいということです。 

 特に、小型魚を獲り控えた場合の水揚げ金額の減少を支援してくれればありがたいが、

必ずしも支援事業ありきとは考えていない。支援がなくとも、可能な範囲の取り組みを行

うと。 

 以上、３点を見ますと、現状に対する危機感、問題意識はしっかり業界の中にあるわけ

でして、仮に県の予算がつかなかったとしても、業界は何らかの努力はしなければならな

いという姿勢でおるわけであります。 

 次に、これは資源研究の話になってくると思うんですけども、九州から日本海にかけて

のアジは、対馬暖流系群として一括して資源評価されているが、実際と異なる場合が多く

見受けられる。特に、沿岸アジとの関係、例えば山陰沖合ですとクロアジ系、キアジ系と、

生息場所も産卵時期もまた違うわけです。また、それらのあいのこのような群れも見られ

るわけです。同様なことが、長崎県沖合でも見られる。 

 特に長崎県沖合では、この計画に参画してくるのは中型旋網 19ｔ型メーンですから、ど

うしても沿岸寄りの操業になるわけですね。そういうときに、いわゆるクロアジ系の対馬

暖流系群の資源評価の世界と一致しない面が見られると。確かにそれはあると思うんです

ね。それを今後どうやって扱っていくんだろうかと。これも一つの焦点になっていくわけ

であります。 

 いろんな議論の中から、こういうことが前提となりますなというものが幾つか出てきま

した。前提１、同じ旋網漁業であっても、これまでに収集したデータを見ると、中型と大

 ２１



中型の違い。そしてまた、漁場の利用形態による違い、陸揚げ港の規模・需要等による違

いがかなり大きいということです。 

 したがって、仮に同一資源を利用しているとしても、これら相違点を考慮した取り組み

を決定する必要があるということです。一律に決めてしまうことには、ちょっと無理があ

るんじゃないかと思われるわけです。 

 前提２は、このような状況でありますから、これまでさまざまな資源回復計画の中で、

従来より行われてきた取り組みにこだわらず、各地の旋網、独自で取り組み可能なもの、

またはその延長で取り組むことのできる、あるいは取り組みたいテーマを可能な限りそろ

え、状況に応じて進められるものから進める体制をつくると。今、まだ検討も本格的に始

まったばかりでして、かちっと決まったものはないわけです。 

 ただ、今申し上げましたとおり、各地域地域、それでまた漁業の規模、かなり複雑であ

ります。それにあわせてみんなで取り組むためには独自のものを、特にどういうことがや

りたいかというものを集めていく。もちろんその中には、加工流通ですとか付加価値向上、

すべて入り込んでくるわけです。 

 そこで前提３、県行政の予算的支援が必要である場合はもちろんのこと、必要のない場

合であっても、県行政や研究機関の継続的な協力が必要な場合も多々あることが想定され

る。したがって、計画策定の現段階から、関係各機関と情報の共有及び議論の活性化を図

っておく必要があるということですね。 

 これは、今まで駆け足で随分資源回復計画を策定してまいりましたけれども、県行政と

の十分な意思の疎通、それからまた研究機関との協力体制が手薄だったような感じはいた

します。 

 それは後々になって響いてくるんですね。計画ができてしまった後に、それで計画が動

きました。じゃあ、結果がどうなりますかというときに、事前によく話し合っていないと、

またもめごとの種になるということがあるわけです。 

 したがって、マアジの資源回復計画では二の轍を踏まないよう、十分に事前に関係各県、

研究機関とも話し合いながら進めたいと考えております。 

 さて、その中身について御紹介してまいります。想定される取り組みとして、前回の 11

月の広域漁業調整委員会の中で御紹介したものにプラスして、その後の検討を加えたもの

であります。 

 まず、（１）操業日数の削減について、実現の可能性は△となっております。まず、推進

 ２２



支援事業による、これは県の支援があるという事業です。この事業として２つありまして、

全船が船をもやって一斉休漁する。これのメリットは、一定の漁獲努力量削減が期待でき、

取り組みとして明確であるという反面、デメリットとして、県予算の確保が難しい場合、

漁業者の負担が大きいということがあります。 

 臨時休業は、一定期間を係船休漁するわけじゃなくて不定期でやると。例えば、卓越年

級群の出現、それから漁獲量が増加したときの緊急措置として行う休漁ですね。 

 メリットとしては、卓越年級群の保護ができる。それから、これは副産物なものですけ

ども、魚価安定対策にもなるということです。 

 その反面、何しろこういう卓越年級群はいつ出るかわからないものですから、実施時期

の見きわめが難しい。また同様に、県予算の確保が難しい場合、漁業者の負担が大きい。

何しろ突然魚がわいて、突然予算を措置してという話になかなかならないものですね。 

 （２）操業の分散というものがあります。これは比較的実現しやすい取り組みでありま

す。 

 メリットとしては、漁業者の負担が少ないため比較的取り組みやすいと。魚価安定対策

にもなる。 

 ただし、資源回復の効果は弱いといいますか、定かではないと、今ひとつはっきりしな

いというのが本当のところです。 

 この操業の分散というのは具体的に言うと、例えば、何番海区の漁場で、連日連日マメ

アジの漁獲が続きました。そこに集まっている船は、本日をもって散会してください、ほ

かの漁場を探してくださいというようなスタイルですね。 

 あるいは、１つの港に連日何千トン以上の水揚げが続いた。これを上限として、しばら

くはマメアジの水揚げは禁止ですとか、あるいは別の漁場に回ってくださいというイメー

ジです。 

 （３）に、漁具の改良（目合い拡大等）となっております。実現の可能性は×となって

おりますが、もう少し詳細を説明いたします。 

 この漁具の改良は支援事業の対象になっておるわけですが、まずメリットとしまして、

小型魚保護の効果が大きい。目合いを大きくするということですね。 

 ところが、小型魚に合わせて目合いを大きくすると、今度は商売物の頭が刺さって刺し

網のようになってしまう問題が生じるということがありまして、なかなかそれは難しいだ

ろうなと。 
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 もし考え得るとすれば、１つは形状維持型の旋網ですとか、あるいはまきひき網という

ような、まいて、それで若干ひけるような網の開発といった、マイナーチェンジを加える

ことによる開発ですね。効率化を図り、また漁獲努力を減らす、効率化を図り漁獲日数を

減らすという方法もありますし、今後いろいろと可能性としてはあるわけです。ただ今の

ところ、目合い拡大については実現は不可能ということになっております。 

 （４）の減船です。実現の可能性については状況次第ですね。再編整備支援事業という

ことで支援対象になっておりますけれども、減船に対する支援予算が少ない状況下での予

防的措置として、この資源回復計画の中で行われる減船に乗っておいた方がよかろうと。 

 デメリットといたしましては、基幹産業であるため、地域に与える影響が大きい。また、

県知事許可船では多くの県で予算の確保は困難と。この２つは大変深刻な問題として残っ

ておるわけです。 

 それ以外に（５）、（６）、（７）、保護区の設定。例えば、長崎県まきの方で検討事項に上

がっておりますけれども、時期的に、例えば有明海の湾口で小型魚が集中するときがある

と。そういうところは保護区に設定してはどうかというような議論であります。 

 それから、投網回数の削減。月に何回投網するかを調整する方向でも検討は進んでおり

ます。 

 それから同様に、操業時間についても検討が進んでおります。 

 今後はこのような、各県で検討されていることを相互乗り入れして、自分のところでは

何ができるだろうかということを、詰めていかねばならないわけです。 

 次に、もう１つの大きな取り組みとして、付加価値向上のための取り組みがございます。

これは、漁獲圧の削減が規制的取り組みであるのに対して、付加価値向上のための取り組

みというのは、可能性を追求するための取り組みです。資源回復計画は、これら規制とい

うものと、それから可能性の追求という、両輪の取り組みを並行して行うことによって、

魚の資源と人間の暮らしのバランスを図ろうとするものであると。そのようにこちらとし

てはとらえておるわけです。 

 そこで、（１）鮮魚扱いにおける付加価値向上。付加価値向上はいろいろとあるわけです

ね。鮮魚扱いによるもの、活魚扱いによるもの、それから加工品扱いによるものとここに

３つ掲げてあるわけです。 

 鮮魚扱いによるものですと、実現の可能性は△としてありますけども、各地でブランド

化による魚価の向上が行われているわけですね。例えば、「五島のごんアジ」、「浜田のどん
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ちっちアジ」、それ以外にもいろいろとあるわけですが、課題と問題として、例えば関アジ

を初めとして多くのブランドアジがあるので競争力が必要であると。これは多くのブラン

ド化というものが抱えている問題でもあります。 

 中身の魅力がどれだけあるのか、それでまた販売ルートがどれだけ確保できているのか

ということなんですね。 

 逆に、こういった中身のしっかりしていないブランド化というものは、時間とお金を食

うだけであろうということなわけです。 

 また、ブランド化に適した大型魚、それから質のよいキアジ型のマアジは沿岸に多く、

旋網にとって操業上の問題があるというようなこともあるわけですね。 

 しかしながら、そういう大型や質のよいものだけじゃなくて、今まで二束三文で見放さ

れていたもののブランド化というものをできないかという発想も、ここから出てくるわけ

です。 

 ３番目、量販型の大型水揚げ港において、値段の高いマアジが評価されるかどうかが不

明であると。現在、確かにそのような港が何カ所か見受けるわけであります。つまり、い

いものであっても仲買人の評価が得られないということが、至るところで見受けられます。 

 逆にこれに対して、そこにちょっと書いておきましたけども、事前調査をよくやって、

ブランド化してからそれが評価されるかどうかということを考えるんではなくて、先にこ

ういうものをつくるから、それじゃ幾らで買うかと。販路調査、それから価格の事前交渉

といったものを先にやって、そこから始めるという段階の踏み方もあるんじゃなかろうか

と考えております。 

 次に、活魚扱いによる付加価値向上ですけども、これも実現の可能性については△でご

ざいます。 

 例えば、ウォーターバッグ（曳航式イケス）は、今の活魚運搬船に対する新しい方法と

してできてきたものですね。活魚槽の導入による活魚輸送や活け越し・活けジメと書いて

ありますけども、ウォーターバッグというのはキャンバス地でできた曳航型のイケスのこ

とです。 

 これらを使った活魚扱いによる付加価値向上の場合、課題と問題は、活魚需要の実態が

不安定ということです。どこまで果たして需要があるのか。それからまた、ウォーターバ

ッグは今、開発途上にあり、輸送量や輸送速度にも改善の余地があると。一部で、実証試

験をやっているところがございます。 
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 それから、現在国内数カ所で実証試験的に導入中、これのことですね。導入コストが比

較的大きいので、果たしていかがなものかという面もございます。 

 さて、そういうものも考えつつ、それでは今とれているものの加工品扱いによる付加価

値向上。これは実現の可能性は、大変高いのではないかと考えております。 

 新たな産品の開発、徹底した需要所在の調査、従来消費分と新たな消費分のバランス配

分の検討。 

 ちょっと御説明しますと、新たな産品の開発というのは、要するに新製品というような

形です。あるいは②、徹底した需要所在の調査というのは、今まで当たり前のような流通

経路で販売していた魚が、実はほかの思いもしないところに本当の需要があったのではな

いかという、見落とし点があるのではないかということです。 

 例えば、山手の方では魚が少ないと。そういったところの魚需要というのはどうなのか

ということなんですね。大きなアジ１匹よりも、小さなアジ５匹を喜ぶような地域もある

のではないかといったことも考えられるわけです。 

 ③従来型消費分と新たな消費分のバランス配分の検討というのは何かというと、例えば

10 とってきたものを、10 全部新しい案による流通の仕方なり、加工の仕方なりをしまし

ょうというと大変無理があるわけですね。いきなり歴史を変えるわけにいきませんから。 

 10とってきたうちの１なら１、２なら２をいい加工をするとか、新しい流通に乗せると

かすると。それに付加価値がついた場合に何が起こるかというと、全体の回りが若干かさ

上げになるという発想でいってはどうですかなという提案です。 

 その中でも問題と課題がございます。加工品としての利用は干物、煮干し（小型魚主体）

程度と今まで言われております。需要の所在（供給先）と加工のスタイル（質・種類）を

再検討すれば、新たな局面を期待できる。先ほど御説明したのはこのことであります。 

 次のページをお願いします。付加価値向上に関する全般的課題を４つ挙げております。

量から質への転換は急務ですが、採算性において小型魚保護の代替になるだけの効果が求

められるわけですね。そこをどこまでやせ我慢していくかというのも、今後の課題になっ

ていくわけです。 

 ２番目、導入コストが大きいものもあり、取り組みが失敗としたときの打撃が大きい。

こういうときのためにも、国や県の支援はあるのではなかろうかと思っております。 

 ３番目、いかにコストを下げて手間と知恵で補うかが課題である。大変青臭い、泥臭い

物の書き方で恐縮ですけども、こういうことではないかなと思います。 
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 また最後に、最初から大きな取り組みで考えることをやめ、できる範囲の小さなことか

らでも、継続的に実施していくことが肝要であるということですね。 

 最後に、今後のスケジュールを申し上げます。この計画策定スケジュールとしましては、

平成 19 年、来年３月の広域漁業調整委員会で了承されることを目標といたします。今年

の 10月の広調委までには原案を完成させておきます。 

 今年４月の課題ですが、２つ掲げております。操業水域・地区・月・年別漁獲状況等に

関する基礎データ収集及び解析。これは、つまりどういった取り組みがその地域にとって

一番妥当であるか、その漁業形態にとって妥当であるかといったものを見きわめるための

データ収集と解析です。 

 ②当該計画に関する地区別協議材料の整理ですが、そういった取り組み材料を整理して

いくと。 

 次に、今年５月から６月にかけての課題です。１つ目は、必要に応じた各地区に対する

再度説明、また協議会の開催を行います。 

 それから②、当該計画の中で支援事業を実施する場合には、船籍県の予算の確保が必要

であるため、現在の参加団体のほかの関係県（愛媛、熊本、佐賀、福岡、山口）に対して

も、適宜関連情報及び計画策定進捗状況を提供しておく必要がある。特に長崎県と隣接す

る福岡県の中型旋網、及び佐賀県の中型旋網の参加について、また確認していく必要があ

るでしょう。 

 ③当該計画を推進する上で協力が不可欠な、当該計画の参画団体が所属する漁連・漁協

等に対する説明及び協議の実施。 

 もちろん、先ほども言いましたけども、水試、水研といった研究機関の協力要請は、大

体４月の段階から実施していこうと思っております。 

 ４番目に、今年７月から９月の課題です。このあたりでようやく原案の作成に入ります。

境港漁調、私どもを中心として、九州漁調及び参加団体と情報を共有しつつ、18年 10月

の広調委に原案を提出。そして、そこで改めて意見をいただきまして、その後 11月以降、

それから来年の２月にかけて、原案に基づく各県漁業者、行政、研究者による加筆・訂正、

そして最終案の作成というスケジュールでまいります。 

 以上でございます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 大変詳しい検討の状況を説明していただきました。 
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 この資源回復計画に関しまして、関係される委員の方から、何か御意見等ございますで

しょうか。 

 野村委員、どうぞ。 

○野村委員 鹿児島の野村でございます。 

 今、鹿児島も参加しているようになっておりますけども、事務局だけ協議会に出席して

おった状況で、実態というのは中型旋網の方は、全然まだ理解しておりません。 

 そういった観点から、１ページ目にあるように、漁獲圧が鹿児島海域に非常に集中する

んじゃないかという懸念もなされます。 

 だから協議会じゃなくて、各地区説明会をして回るようでございますので、極力皆さん

方も、地区の旋網組合にも出向いていただいて、積極的な活動をしてもらう。組合員の漁

業者の生の声を聞いて、策定を誤らないように、ぜひともお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 和田委員、どうぞ。 

○和田委員 山陰旋網から出ております和田と申します。 

 まず初めに、上田さん初め境港漁調さんの今回の御尽力に対しまして、このような調査

報告並びに今後の課題等を示していただきまして、その点につきましては心から御礼申し

上げる次第でございます。 

 資源回復、資源管理の必要性については、山陰旋網の組合員もここに書かれております

とおり認識しているとおりでございます。この中で私自身、今日これを読ませてもらいま

して、若干質問事項がございます。 

 まず、ここにも書かれておりましたが、日本海の対馬系のマアジ資源でございますけど

も、山陰沖のアジと対馬、壱岐沖、五島近辺のアジと全く質が違っておりまして、資源的

な関連性といいますか、同じ資源ということが言えるのかということが、私も常々疑問に

感じておりまして、そういった面で、研究者の皆さんの科学的知見を教えていただきたい

と思います。 

 それと、小型魚を守るために目合いを大きくするという話もここに出ておりますけども、

ここにありますとおり、俗に言う旋網の言葉で網目を大きくして目差しという、ある程度

の型のアジも網目に刺してしまうことになりますと、非常に操業に支障を与えるようなこ

とも考えられます。 
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 それと日本海側、山陰沖も含めてですけども、集魚で操業しておるというところで、現

実にその網で小型魚の混じりが、例えば大型魚、型のいいアジ主体で５割とれて、あとの

半分が小型魚だったとか、逆に小型魚主体で１割が値段のいい大型のアジだったというよ

うな混獲状態で、そして最近小型のサバもふえておりますが、それも混獲で混じって揚が

ってくるという実態がございます。そのような現場の実態もありますので、よろしく御配

慮願いたい。 

 それと、これも質問になりますけども、３ページの（４）に書かれております減船につ

いては、再編整備支援事業という名称になっておりますが、資源回復型の事業じゃないと、

従来の俗に言うスクラップ減船という制度は、もう現実にはないわけですかね。これも御

質問いたします。 

 それと、４ページの付加価値向上のための取り組みです。常々私も申し上げておりまし

たけども、漁獲量×魚価が水揚げ金額となっております。これは一次産業の宿命でござい

ます。特に、水産行政としてお願いでございますけども、何らかの魚価対策、魚価政策と

いったものは、継続的な経営と資源管理をする場合にも、当然配慮されないといけないと

思っております。 

 水産行政政策というのは、一番大事なのは価格政策であろうというふうに私自身、前々

から感じておりました。ただ、貿易交渉とかＷＴＯの問題等もありまして、そういった面

では輸入が無制限とか、ＩＱがございますけどもフリーになっておる。 

 その中で、実際に価格政策的なものはとれないということも、非常に認識しておるとこ

ろでございますけども、漁業経営を考える場合には、先ほどの漁獲量、数量×価格という

ことで、事業は成り立っておるものと思っております。 

 そういった面では、付加価値向上のための取り組みについては、非常にマーケティング

といいますか、例えば量販店指導での、俗に言う価格破壊的な輸入を含めての調達により

魚価が下がる。また産地の事情としましては、以前、境港も 5000ｔぐらいの１日処理の場

合、イワシの盛漁時期でございますけども、もちろんミール工場、冷蔵庫等、境港の加工

業者、水産に関係する業者もたくさんおりまして、そういった面では非常に整備されてお

ったわけでございます。 

 現実に船の減った数字よりも、旋網の魚を対象とする冷蔵庫とか、昔のミール工場とい

った取り扱いの能力自体が、船以上に減ってしまっておるという現実がございまして、現

在ではここにも出ておりましたけども、1000ｔが２日続くと、魚価暴落を引き起こして処
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理できないという情勢になっておりまして、消費地価格では低落傾向というのは見えませ

んが、特に旋網を対象とする産地市場については、魚価は急落傾向にあるというふうに、

私も厳しく認識しております。 

 そういった面で、実効性のある資源回復計画並びに価格政策、付加価値向上対策も将来

的にも必要だろうと思っておりますので、その点もよろしくお願いしたいと思います。 

 この計画にありますとおり、平成 18 年７月ないし９月を目途に資源回復の計画につい

て、上田さん初め水産庁の方々に御指導を賜って、できるだけ将来につながるよう前向き

に取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしく御指導、御支援のほどお願い申し

上げます。 

 以上です。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 幾つか御質問があったと思いますけれども、まずその点について。 

○上田境港漁業調整事務所資源管理計画官 まず、マアジの資源的なことから。今回、マ

アジの資源回復計画策定に当たって、いろいろと文献も当たってみたんですけども、また

科学者の意見なんかも聞いておるわけですが、大衆魚と呼ばれているアジのことが、意外

とわかってないことが多いんですね。 

 実際、わしらでも境で、アジの季節になれば３日に１度はアジの腹を開いておるわけで

すね。そうすると、夏場に一度とーんと卵が成熟する時期があって、それが消えて、冬場

近くになってからはもう一度あるんですね。それで同じマアジだというんですね。 

 ところが同じマアジでも顔は違うし、肉の色も違うしということです。そういったこと

というのは、全国津々浦々あると思うんですね。 

 そうしたらそのことを科学的に、資源的に解明されているかというとそういうものでも

なくて、例えばキアジとクロアジの問題についても学者の中で意見が分かれているとか、

そういうことのようなんですよ。 

 ですから、ここのところはもっともっと深く、今まで深くこういった議論をしたことが

ないですから、漁業者、行政、研究者の三者で、どういう扱いにしていこうかということ

を考えていかなきゃいけないレベルにあると思うんですね。 

 そういう状況ですから、早急に研究者・行政漁業者協議会を開きたいと思っているんで

すけども。 

 例えば、大中が沖合でクロアジをとりますよね。それでマメアジを守りました。その見
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返りが、必ずしも大中に返ってくるのか。それさえも本当は定かじゃないんです。 

 けれども、大中も中型も、全体としてこの状況を指をくわえて見ているわけにはいきま

せんというのもありますし、それからもう１つ言うと、いただいた質問からちょっと離れ

ていくんですが、資源回復計画をきっかけとして、最後にまさに和田社長がおっしゃった、

実効性のある資源回復計画とは何かといったときに、決して資源が戻ることだけを目的と

するものじゃないと思うんですね。資源回復計画を契機として、その中に例えば付加価値

向上だろうが何だろうがいろんなものを盛り込めるわけですから、それを総合的に取り込

むのが、特に旋網においては、実効ある資源回復計画ではなかろうかと考えております。 

 済みません、明確な答えになりませんでしたけども、そういうことです。 

○森本会長 部長、どうぞお願いします。 

○五十嵐資源管理部長 今お聞きいただいたとおり、ちょっと恥ずかしい話でありますが、

何か和田委員と境港漁調の人が、ここで初めてこういう議論をしていると。そういうもの

が皆様方の御審議に適するのかどうかというのを、私、大変申しわけないんですが、聞き

ながらそういう感じを持ちました。 

 したがいまして、会長お願いですが、このままこの段階で閉じさせていただいて、一遍

戻してということにさせていただけませんでしょうか。 

○森本会長 これまでも随分関係者が集まってやってはいるようでございますけど、閉じ

るというのはどういうことでございますか。 

○五十嵐資源管理部長 もう少し、少なくとも地元の御意見をまとめるなり、あるいは共

通理解を形成したところで皆様方にお諮りするというのがしかるべき手順ではないかと、

私、聞きながら思いました。どうもその辺が欠けていたような感じがいたしますので、長

い時間ちょうだいして大変申しわけないんですが、このまま進めることは適切ではないと

考えております。 

○和田委員 私の発言によりまして、五十嵐部長さんの今のお言葉につながったと思いま

す。その点につきましては、資源回復計画、前の会議でも申し上げましたとおり、旋網業

界として、また山陰旋網として、信念を持って取り組んでいくつもりでございます。 

 そのかわり、現場的ないろいろな意見もございますし、私も多分、言い過ぎたところも

あると思います。その点は私の個人的な失言といたしまして。 

○五十嵐資源管理部長 いや、そういう意味で申し上げているわけではないんです。お気

持ちは十分わかりますし伝わってくるわけでございますが、いかにしてもディテールが全
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く共通部分が形成されていないという状況でございますので、やろうという意欲だけでは、

皆様方にお諮りするような熟度になっていないというふうに、私は判断をいたしました。 

 十分また地元とも御相談をさせていただいてから、この場で御審議いただくことにいた

したいと思いますが、会長いかがですか。 

○森本会長 今日は検討状況の説明ということだったわけでございますけれども、これか

らもいろいろ関係の県、団体、それから研究者も集まってやっていくということでござい

ますので、もう少しより具体化されたものが、秋の会議で出てくればと思っているんです

が、今日のところはそういう御意見があったということで、一応スケジュールも予定され

ておりますので、精力的にやっていただければありがたいと思うんですが、そういうこと

でよろしゅうございますか。 

○五十嵐資源管理部長 実は私もこれ、今初めて見た内容でございまして、水産庁として

出しておきながら大変恥ずかしい話でございますが、もう少しよく中身を見させていただ

いて、関係者の皆様方の御意見がどのくらい反映されているのかというのを、１つ１つ確

認した上で、秋に出せるものであれば出させていただくことにさせていただきたいと思い

ます。 

○和田委員 私の勉強不足、認識不足もございまして、まことに申しわけなく存じており

ます。くれぐれも旋網漁業存続のために、資源回復計画並びに今後の施策につきまして、

私どもも水産庁の御指導を賜りながら、熱意を持って整合性のある計画になるよう取り組

んでまいりたいと思いますので、よろしく御指導、御支援のほどお願い申し上げます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 部長のお考えもございましたし、また関係の漁業県、あるいは団体もあると思いますけ

ども、一応これは採択をされた計画案、今後検討して採択していくという手順になってお

りますので、今までの意見も踏まえましてよく意思疎通を図りながら、計画作成に向けて

検討を進めていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

④日本海西部・九州西海域底びき網漁業（２そうびき） 

包括的資源回復計画について 

 

○森本会長 それでは次に、④「日本海西部・九州西海域底びき網漁業（２そうびき）包
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括的資源回復計画について」でございますが、この計画については昨年 11 月に開催され

た本委員会において、計画作成に着手することを御了承いただいたものでございます。 

 それでは、事務局の方から説明をいただきたいと思います。 

○吉永九州漁業調整事務所資源管理計画官 それでは、お手元の資料４に基づきまして御

報告申し上げます。 

 日本海西部・九州西海域底びき網漁業（２そうびき）包括的資源回復計画の検討概要で

ございます。 

 まず今、会長から御報告がありましたように、昨年 11 月の本委員会で着手ということ

で、御了承をいただいたということでございます。 

 何分にも広域的な包括的資源回復計画ということで、全国的に見ても今のところ、本計

画だけということで、検討の方向性についても非常に難しい面があるわけですけども、後

の資料にもございますように、関係者の会議も持って進めておりますので、御報告を申し

上げたいと思います。 

 まず基本的な認識としまして、資源回復措置につきましては、沖合底びき網漁業（島根

県）、あるいは同じく沖合底びき網漁業の山口県、それと以西底びき網漁業、それぞれの漁

業の実態に応じた内容としていきましょうということで、基本的な認識を確認しておりま

す。 

 以下、それぞれ沖底の島根県船、以西船につきましての検討の状況を申し上げます。 

 なお、山口県の沖底船につきましては、御案内のとおり日本海西部のアカガレイ、ズワ

イガニの資源回復計画を取り組み実施中でございます。これに、この包括的な規制が係る

となると、漁業者の方にも二重の規制ということでなかなか難しい面もございますので、

島根県の沖底船については、別途関係漁業者と協議を進めていきたいと考えております。 

 まず、沖底の山口県船ですけども、対象海域につきましてはそこにありますように、「実

効性のある資源回復計画とするために、東経 131 度 30 分の線と東経 128 度 30 分の線の

間の我が国排他的経済水域のうち沖合底びき網業の操業海域とする」となっております。 

 これにつきましては、資料の４枚目にございます、カラー版の図面が添付をされておる

かと思います。青い斜線で引いておりますけれども、そこが沖合底びき網業の対象海域と

いうことで考えております。 

 続きまして、３の回復計画の目標でございます。これにつきましては、漁具の改良等に

よりまして小型魚の比率を下げ、有効資源量指数を指標として用いるか、あるいはまた、
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小型魚の漁獲比率を削減することを指標とするか、これらにつきまして検討していきたい

と思います。 

 魚種別の資源回復計画は、それぞれの魚種の漁獲状況、資源状況が把握されまして、一

定のシミュレーションも可能なわけですけども、包括的ということで多魚種にわたるとい

うこともございます。回復計画の目標の設定を何にするかということについて、非常に苦

慮しているところでございますが、今のところ今言いましたような有効資源量の指数、あ

るいは小型魚の獲り控えといいますか、混獲率を削減するといったものを指標として掲げ

てはどうかということで検討をしております。 

 いずれにしましても、過去 10 年ぐらいのデータを整理する必要があるんではないかな

と。それらを踏まえて、検証も含めて検討をしていきたいということでございます。 

 なお、この指標につきましては、関係機関の研究者とも十分協議の上、適正な指標につ

いて判断をしていきたいと考えておるところでございます。 

 続きまして、４つ目の資源回復措置としまして、１つは減船。それと１つとしまして、

漁具の改良。「漁具の改良等」という書き方をしておりますけども、例えば選別式だとか網

目の拡大、あるいは網そのものの小型化といったものが想定をされておるところでござい

ます。 

 休漁期間の設定についても、一応回復措置の柱として考えておるところであります。 

 なお、取り組み内容につきましては、あくまでも現時点での候補でありまして、その効

果、関係者等の調整により今後変更もあり得るということで、一応御了解を得たいと考え

ております。 

 ２ページになります。先ほど申しました資源回復措置の取り組みに当たりまして、それ

らに対する支援措置としまして、漁具改良等支援事業、あるいは休漁漁船の活用支援事業、

休漁推進支援事業を考えております。 

 これにつきましても、資源回復措置を何にするかによって当然変わってきますので、そ

れらを含めて、今後検討していきたいと考えております。 

 続きまして、以西底びき網漁業でございます。対象海域につきましては、先ほどの図面

を見ていただければおわかりになると思います。赤い斜線で引いておりますけれども、233

区、これは農林漁区の番号ですが、そこが一番上にあります。帯状の海域ということで、

我が国の排他的経済水域内の以西底びき網漁業の操業海域を考えております。 

 ただ、以西の海域につきましてはもう少し広めて、広域的に取り組んではどうかという
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意見もございますので、以西の海域についてはまた今後、関係者と協議、検討をしていき

たいと考えております。 

 ３番目の回復計画の目標でございます。これにつきましては先ほど申しましたように、

沖底と同じような感じになるわけですけども、特定魚種ではありません。多魚種というこ

とでございますので、近年の漁獲状況等を見ながら検討していきたいということを考えて

おります。 

 これにつきましても沖底同様、関係機関の研究者とも十分協議の上、適正な指標につい

て決定をしていきたいと考えております。 

 ４番目の資源回復措置についてでございます。以西につきましては、減船と休漁期間の

設定を柱として考えておりますが、これにつきましても今の段階での候補でありまして、

今後、効果等につきまして関係者と調整し、十分な協議をしていきたいと考えております。 

 それと、５番目の支援措置についてでございます。今のところ、休漁漁船活用支援事業、

休漁推進支援事業を考えております。 

 これにつきましても回復措置に関連をしてきますので、その回復措置の内容によりまし

ては今後の変更もあり得るということで、今後、十分関係者と協議を進めていきたいと考

えております。 

 最後になりますけども３ページにつきましては、行政・研究担当者会議の開催の実績状

況をそこに記載しておりますので、参考までにごらんになっていただきたいと思います。 

 なお、沖底の関係につきましては、年度内、３月中に、いま一度回復計画の方向性につ

いて検討をするということで、既に日程も入っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 対象とする水域が複数の県にまたがる包括的資源回復計画として、作成に着手している

のはこの計画のみということでございまして、ただいま事務局の方から進捗状況、検討状

況をお話しいただいたところでございます。 

 何か御質問等ございますでしょうか。 

 宮本光矩委員、どうぞ。 

○宮本（光）委員 山口については、福岡の許可も１カ統あるんですが、福岡は完全に除

いて考えているわけですか。 

○ 吉永九州漁業調整事務所資源管理計画官 今、宮本委員がおっしゃったように、山口
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県船と書いてりますが、福岡の許可船も入っています。 

○宮本（光）委員 中に福岡も含めてという。 

○吉永九州漁業調整事務所資源管理計画官 ええ、それを含めてということでございます。

よろしくお願いします。 

○宮本（光）委員 はい、わかりました。 

○森本会長 ほかにございますでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 ただいまの委員の皆様方の意見も踏まえまして、引き続き計画作成に向けて検討を進め

ていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

（２）平成 18年度資源管理・栽培漁業関係予算について 

 

○森本会長 それでは、議題（２）「平成 18年度資源管理・栽培漁業関係予算について」

に入りたいと思います。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○大橋課長補佐 水産庁管理課の大橋と申します。 

 資料は、資料５と書いてあるやつですね。表題が「平成 18 年度資源回復計画関連予算

一覧」というのが１ページ目です。座ったままで説明させていただきます。 

 ちょっと字が細かいですけども、これは資源回復関係の予算を網羅的にまとめたもので

す。 

 資源回復計画の基本的な柱は、努力量の削減と資源の積極的培養と漁場環境保全という

ことで、上の方に資源回復措置というところで三本柱が書いてありますけども、その措置

に関連した事業が右の方に書いてあります。 

 下の方は関連・支援措置ということで、資源回復計画の作成に必要な漁業者協議会や資

源回復計画のＰＲなどについての、関連・支援措置についての予算を入れてあります。 

 資源回復関係で言いますと、今回新規予算としては２本あります。太字で下線を引いて

書いてありますけども、栽培漁業資源回復等対策事業、これは後ほど交付金とあわせて説

明いたします。 

 もう１つは、下の方の関連・支援措置のところにあります漁業共済基盤強化事業です。
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これは後ろの方に個々の施策のＰＲ版がありますけども、後で読んでいただくとして、一

言で言いますと、これは優良漁業者、つまり回復計画参加の漁業者に対して、５％上乗せ

するという内容です。 

 １ページめくりまして強い水産業づくり交付金ということで、「三位一体改革に伴う強い

水産業づくり交付金のうちソフト事業の対応について」ということであります。 

 冒頭、小林長官の方から、三位一体改革に伴いまして税源移譲ということで、水産庁の

交付金も昨年新たな交付金が策定されたばかりですけども、１年もたたないうちに、その

うちの幾つかが税源移譲の対象として、地方の一般財源の方に組み込まれました。 

 昨年は全体で 150 億ぐらいあったんですけども、今年は水産業づくり交付金額が減り

118億と、大体 30億ぐらいが地方に税源移譲の対象になったということです。 

 そのうちほとんどソフト関係の交付金の柱が税源移譲の対象になりまして、要は一言で

言えば、ソフトで残っている交付金は、資源管理関係だけとなっております。 

 一部、２ページの３にあります、錦鯉生産地の震災復旧支援も交付金の中に入っていま

すけども、これは新潟県だけに限定されておりますので、一般的な交付金とは言えないと

思います。 

 ですから、資源回復関係だけの予算が、交付金として残っているという理解でよろしい

んじゃないかと思います。 

 ８ページ、栽培漁業資源回復等対策事業があります。これは新規になったやつです。こ

れまでは、強い水産業づくり交付金の中の一つの柱だったんですけども、税源移譲の対象

となったということで、今回の交付金からは廃止されたということです。 

 しかしながら、水産庁としても資源回復計画や、近隣諸国との漁場競合、輸入事業化や

海域環境の悪化に対する漁業対策として、栽培漁業の取り組みが大事だということで、都

道府県と協力して、種苗放流を推進していくような新たなシステムができないかというこ

とで、今回予算要求して、これが認められました。 

 ポイントとしては、９ページ、10ページにいろいろポンチ絵が書いてあるんですけども、

都道府県と連携して、適地放流や放流効果調査が実施されるような体制をつくっていくこ

とにしております。 

 じゃあ、具体的にどんなことをするのかという実施体制の方ですけども、これはまず、

趣旨としては都道府県と国が協力して、適地放流や放流効果調査をやるということであり

まして、具体的な実施体制につきましては、今年の１月に水産庁の方で都道府県の栽培漁
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業の担当者に対して説明して、その後いろいろ意見交換して、現在水産庁と、実施主体は

全国豊かな海づくり推進協会と水産総合研究センター、県と関係機関で今、協議して、ど

ういうような形であれば、都道府県にとって効果的に実施できるのかという仕組みを考え

ているところであります。 

 ということで、基本的に栽培漁業については税源移譲の対象となるということから、都

道府県の方々の方で単独で事業を実施するんですけども、それを補完するような形で新し

い予算ができたということで、今、準備しているところです。 

 それからまた、資源管理関係の交付金の説明に戻りますけども、強い水産業づくり交付

金は、新たなメニューとして地域提案メニューというものがあります。ちょっとここには

言及していないんですけども。 

 これは通常交付金でありますと、いろんな交付要領に従ってメニューがありまして、そ

れに応じた事業を仕組んでいくということなんですけども、ちょっと地域の独自性を出そ

うかということで、ガイドラインにないメニューについても、地域提案メニューというこ

とで、予算要求総額の２割までについては、地域提案メニューとして実施できることにし

ております。 

 資源管理関係でいきますと、昨年はどんな地域提案メニューがあったかというと、漁業

者や一般市民も含めた資源関係のシンポジウムをやるということなどであります。 

先ほど栽培関係の予算が交付金がなくなったということでありますけれども、資源回復

計画では種苗放流も大きな柱の一つであります。種苗放流そのものはできないと思うんで

すけども、例えば試験的な種苗放流は、種苗放流をした後の効果を図るための、例えば市

場での放流効果調査のようなものは、額、事業費レベルにもよりますが、可能なんじゃな

いかということも聞いております。 

 いずれにしましても、もう予算は成立しましたので、今後、交付申請の手続が進められ

ていくのではないかと思います。 

 以上です。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 ただいま関連予算につきまして説明いただきましたが。 

○五十嵐資源管理部長 年度内成立でしょう。 

○大橋課長補佐 済みません、まだ成立しておりません。誤解していました。済みません、

議事録から削除しておいてください。 
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○森本会長 成立予定ということでございますね。 

 何か御質問等ございますでしょうか。 

 清水委員、どうぞ。 

○清水委員 予算が通ったと言われましたけれども、これは衆議院を通っておりますから、

恐らく大丈夫だろうと私は思っておりますが、私がかねがね申し上げておったことをお聞

き届けいただきまして、まことにありがとうございました。今後ともその気で、水産庁さ

んには頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。お礼を申し上げます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、この予算についてはこの辺で終了したいと思います。 

 

（３）特別テーマ 

「広域資源に関する漁場整備のあり方について」 

 

○森本会長 次に、議題（３）「特別テーマ」についてに入りたいと思います。今回の委員

会から、資源回復計画だけでなく資源管理に関する事項についても、委員の皆様の要望を

踏まえた情報交換や意見交換をしていただくことにしております。 

 本日は、「広域資源に関する漁場整備のあり方」といった、非常に興味深い課題が用意さ

れておるところでございます。 

 各委員の方々におかれましては、日ごろから大変御関心がおありなテーマかと思います

ので、活発な御議論をしていただければありがたいと思います。 

 最初に事務局から、本日のテーマに沿った話題提供を行っていただき、そこから議論を

していきたいと思います。 

 では、事務局の方からよろしくお願いいたします。 

○大橋課長補佐 引き続き、大橋が説明いたします。 

 資料は、資料６と書いた３枚紙でございます。「広域種に関する漁場整備のあり方調査に

関する結果概要について」と。 

森本会長の方から、今回こういうテーマをするという趣旨について御説明があったんで

すね。そこは割愛させていただきますけども、そもそも何でこういう調査をした方がいい

のかということですけども、一つは、資源回復計画の大きな柱の一つが漁場環境の保全で
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あります。 

漁業というものは、非常に自然環境に依存する産業でありますので、健全な漁場環境こ

そが、持続的な漁業が図れるということで、漁場環境の保全が柱になっているわけでござ

います。 

ただ、１ページに書いてありますように、漁場整備をするに当たって、関係者間の合意

が得られないというような実態もありまして、なかなか進んでいない状況があります。 

ということで、今後の広域資源の回復計画の適切な推進には、柱の一つである漁場整備

についても、まじめに取り組んでいく必要があろうということです。 

それからもう１つは、今、漁港漁場部の方で次期漁港漁場整備計画について、今、有識

者会議で検討しているところでありまして、その場においても沖合域の漁場整備のあり方、

これは主として技術的な観点からやっているわけでありますけども、そういうところでも

議論をしております。 

こういう２つの理由から、これまではどちらかといえば土木屋さん主体の議論があった

んですけども、せっかくここにいらっしゃる漁業者代表の方々にも、漁業者から見た漁場

整備のあり方について、ちょっと議論していただこうじゃないかということで、こういう

議題を選んだ次第であります。 

２月初旬にアンケートをとりました。アンケートの内容につきましては３ページにあり

ます、漁場の利用実態や操業実態、あと漁場整備・利用・調整上の問題点、うまくいった

例と余りうまくいかなかった例について、具体的に記述してもらいました。 

それから、今後の課題や要望についてはどのようなことがあるかということで、アンケ

ートをとりました。 

幾つかあるんですけども、主な論点としましては１ページに戻りますけども、一般的に

言いますと（１）にありますように、複数県、漁業種類が多岐にわたる場合は、なかなか

調整がつかないため、漁場整備には至らないことが多いということです。 

アンケートの中には、特段問題はないというような回答をしてきた県もあったんですけ

ども、特段問題ないというのは恐らく、調整が難しいから問題がなかったんじゃないかと

いうようなことも考えられます。 

調整がうまくいかなかった例としては、括弧にありますように、大山沖アカガレイの保

護礁の例ですね。これもうまく調整がつかなかったということです。 

２点目として、あと３点目も非常に似ているんですけども、調整しないで勝手に魚礁を
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入れちゃったため苦情が出たと。 

（３）は今度は反対に、事前通報なく操業水域に設置された既成事実をもとに、周辺水

域から締め出されるという苦情ですね。 

だから魚礁がバリケードみたいになって、なかなか操業できないと。ただし、バリケー

ドになってもそこをうまくかいくぐって操業する、非常に腕のいい漁労長もいるという話

も聞いております。 

いずれにしろ、一般的に言うとこういう例があります。 

それから（４）、これは非常にうまくいった例ですけども、青森県の例です。これは沿岸

と沖合漁業者間で操業に関する申し合わせと、それから漁場整備事業実施についても、関

係者間で事前合意して、うまくウスメバルの増殖場が整備されたという例です。 

５点目、鹿児島の例ですけども、魚礁設置前に県まき漁協を含む関係者間で協議して、

設置箇所から１km は旋網の制限、一部の魚礁は操業可ということで、うまくいっている

のかなという印象も受けるんですが、他方、大中まきとの調整がついていないという話も

聞いております。 

鹿児島県の野村委員は帰られたので、もしいらっしゃったら、こういう発言があったん

じゃないかなと思っております。 

（６）は、若干毛色が違うんですけども、これは資源回復絡みの例ですが、アカガレイ、

ズワイの資源回復計画は今やっておりますが、兵庫が島根の沖の周辺に増殖場を造成した

いという要請があったんですが、島根の方から管理体制や課題が多いと。おたくが金出し

てくれるのかとか、そういうことだと思います。あとは、地元の漁業者等の理解が得られ

にくいということです。 

これ以外にも、ある県からは海底の砂利採取のために海洋環境が悪化して、どうもアジ

の資源が減少しているという、漁業者からの意見もあります。 

これ以外では、魚礁を設置して、その周辺での操業について、遊魚者については魚をと

っちゃいかんという委員会指示を出しているんですけども、遊魚者の方からは、公共事業

で設置しておきながら、要はタックスペイヤー（TaxPayer）である我々が何で利用しちゃ

いかんのかというような声も出ているということです。これは紙には書いておりませんけ

ども、そういう問題も若干出されております。 

それから１ページめくりまして、今後の課題・要望ということで、８点ほど挙げており

ます。一番いいのが（１）、漁場整備を進めるに当たっては事業ありきではなくて、ちゃん
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と関係者間で利用調整のあり方を先に検討すべきであって、安易に「事業ありき」はやめ

てくれということですね。とにかく土建屋のためにやるんじゃなくて、漁業者の視点に立

ってやるんだったら、ちゃんと手続を踏んでやってくれということだと思います。 

２点目は、ここにありますように調査・研究ですね。沖合域の漁場整備について、沖合

域の魚介類の基礎的調査・知見が必須と。当然漁場整備をやりますから、漁場整備をやる

に当たって、沖合域の基礎的な生産能力、人間で言えば代謝能力ですね。漁場を整備する

ことによって、どれだけ代謝能力、生産能力が向上するのかという調査が必要じゃないか

と。 

３点目は、これはアセスメントにもなるんじゃないかと思うんですけども、漁場整備に

ついて、隣接して営まれる定置や他の漁業への影響の調査が必要ということです。 

当然、魚礁や漁場整備をやると潮の流れや海洋環境が変わりますので、それによって当

然隣接する地域の漁業への影響があると思います。 

港湾の方も、護岸工事やいろいろやる際に一部調査をやるんですけども、護岸工事をし

たために砂がたまって、急に魚がとれなくなったという話はよく聞いております。 

（４）は、鹿児島からだったと思うんですけども、大水深における漁場造成ですね。沖

合域でも急に深くなるところですね、これは恐らくマチ類の資源回復計画絡みだと思うん

ですけども、そういう深いところでも漁場整備ができないかということですね。それにつ

いての技術開発が検討できないかと。 

（５）は、幾つかの県が言っておったんですけども、当然漁場整備をするとなると、そ

の間漁業ができなくなりますから、漁場喪失に伴う支援策が何か必要なんじゃないかとい

う意見が出されております。 

それから（６）、これは複数の県からの要望として受けとめておるんですけども、沖合漁

場というものは、要は県単というよりも、県にまたがる漁場であって共存共栄の場である

から、むしろ国が管理すべきだと。広域魚種の資源管理についても、それは国がちゃんと

資源回復計画とかやっているんだから同じような発想で、広域漁場について、沖合域の漁

場については国が責任持って管理すべきであって、だからこそ国が直轄で事業すべきじゃ

ないかというような意見が出されております。 

それから７点目は、むしろ広域漁業調整委員会のそもそもの設立趣旨がテーマにもなる

と思うんですけども、沖合と沿岸漁業の共存共栄を目指した建設的な話し合いが必要じゃ

ないかと。これは大臣選任委員から意見が出されております。 
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最後になりますけども、沖合漁場で入会海域で操業している場合には、自県だけでなく

て、ほかの県の漁業者の意見聴取を義務づけるべきだと。今までは意見は聴取するという

ことだけであったんですが、聞くふりをするだけで結局何も反映しないというような事例

も散見されるので、聴取するということをちゃんと義務づけてやってくれという、明確な

意見が出されております。 

いずれにせよ、全体を通じて言えるのは、漁場整備をやるにはじっくり時間をかけて、

関係者間で合意形成を図るべきではないのかというのが、結論になるんじゃないかと感じ

ております。 

以上です。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 委員の皆様方から寄せられたアンケートの概要等、まとめて御報告をいただいたところ

でございますけれども、これに関連して、または今、言及されなかったような問題につい

て、委員の皆様方から御意見を賜りたいと思います。 

 既に意見を出された方は、さっきの大橋さんの方からの説明の中に盛り込まれていると

いうことなのかもしれませんけども。 

 特段ございませんでしょうか。 

 西崎委員、どうぞ。 

○西崎委員 ただいま、漁場整備のこと等について御報告があったわけであります。もち

ろん、この事業はかなり以前から進められてきたわけであります。これも１つは、資源回

復計画のもとに進められてきたわけであります。当然それぞれの各県、各海域にいろんな

形の魚礁が入っていると思います。並型魚礁、中型魚礁、あるいは大型魚礁、海域礁。私

ども青森県にもいろいろな魚礁が入っております。 

以前は、やはり漁場が使えなくなるとか、いろんな意見があったわけでありますけれど

も、今現在に至っては、何とか自分の前沖のところに、こういった魚礁を入れてほしいと

いう要望が殺到しております。 

 というのは、当然その魚礁に、かなりのいろいろな魚種が根づいているということであ

ります。 

 ただ私、一番大事なのは、この漁場の追跡調査はきちっとしていかなくてはならないん

じゃないかな。その中で、そこの海域に依存している漁業者がどう管理していくかが、や

はり一番大事なことではないかなと思うのであります。 
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 当然、その魚礁にいろいろな魚種が根づいておりますことから、漁業者はやはり少しで

も多く漁獲したいということで刺し網をしたりということになって、魚礁本来の効果があ

らわれていないところもたまには見受けられますので、そういうところ等については、当

然海底清掃なりをしながら、公金を投じて漁場造成したところは、きちんとそれぞれの地

域で管理していくべきであると思っております。 

 私どものところはヤリイカの産卵として、すごく効果を得ております。もちろんまた、

ウスメバルもかなりついております。本当に回復計画の中で、こういう事業を大事にして

いかなければならないと思っております。 

 先ほど御意見がありましたように、まだ承認されていないとはいえ、栽培漁業等につい

ても、予算が今つけられる状況になっているということ。私も持論として、ただ私ども漁

業者だけがいろんな規制をかけながら資源回復をすることも大事だけれども、やはり栽培

漁業、稚魚、稚貝の放流をしながら総合的に進めていかなければ、なかなか成果が上がら

ないんじゃないかなと思っておりますから、今回、そのように予算がつけられそうだとい

うことでありまして、大変喜んでおるところであります。 

 国の財政も大変厳しくて、いろいろな改革をしている中で予算をつけてくれたというこ

とに対して、お礼を申し上げさせていただきます。 

○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。 

 生越委員、どうぞ。 

○生越委員 今、鳥取県で進めているアカガレイの魚礁という格好が、たまたま島根県と

の県境ではないと思うんですね、自分らは。島根県側の漁業者といろいろ協議中でも、そ

れこそ灰皿は飛ばないんだけども、非常に元気のいい意見交換を２度ぐらいやったんです

けども、なかなか意見が合わない。 

 我々はアカガレイの魚礁というやつは、自分たちは大山自体をいっておりますから、鳥

取県の大山の沖に、地名から言うと赤崎沖に、鳥取の半分ちょっと西に回るという格好で、

もともとこの魚礁というやつは軍艦蕨が営々と、昭和２年 8月、これはちょっと歴史的に

なりますけれども、これが今から 100年ほど前に、昔の言葉で言う日本の連合艦隊が大き

な演習をやった。そのときに衝突事故を起こして、神通とか巡洋艦、それから蕨という、

これは 800何ｔでしたかな、それが衝突して沈没して、120何名かの犠牲者が出た。その

軍艦が沈んだところが、たまたまアカガレイの産卵場所であった。 

 ４４



 それで軍艦があるために皆さんが敬遠して、軍艦に網が引っかかったら全部道具も切れ

る。それが結構よい魚礁になっておったのが、ロランができ、今ＧＰＳだったら完全に軍

艦がわかり出したもので近くまで操業し出した。この操業の船も、兵庫を通って合わせて

90、島根県合わせて。これは１月の中ごろから２月の中ごろまで、今はもう産卵が終わり

ましてこの漁場はやっておりませんけども、短期間だけでも産卵場所です。これを何とか

保護してやろうというのが、鳥取県の漁業者の皆さんだし、自分がその会長をしておるも

ので、いろいろと携わっております。 

 島根県の方は、「いや、漁場が狭くなるからそれはつけてはだめです」と言われるし、鳥

取県は魚礁が狭くなっても、子や孫のため、資源保護のために、何とかそこの産卵場所を

確保してやれないかという格好でやっているけど、なかなかそれはできない。 

 鳥取県でも、初めカニの増殖という格好で漁場をよく見つけたけれども、自分の漁業者

でも相当反対をやったと。漁場が狭くなる。自分の息子は海に出ておりますけど、「おやじ

がそういうことをやったら、自分らは網を引っ張るところがない」と言う。 

結構そういう話がありましたけども、自分の説明は、「そうではないぞ」と。もともとカ

ニでも 300ｍか 280ｍには自然の魚礁がたくさんあった。それが船が大きくなり、網が強

くなり、ロープもワイヤーになり、それでみんな自然の魚礁、自分らはみそくそ言ってお

りましたけれども、これはサンゴの一種です。サンゴと言うと赤いと思っておりますが黒

いサンゴなもので、簡単に網で引っ張れてなくなった。ほとんどそれはなくなったために、

人間の力で少しでももとに戻してやれないかといって、やっと説明して着手をした。それ

が３年たち、４年たつと、「お父さん、やっぱり魚礁は大切だ、いいものだったな」と。

10年たってやっとわかり出した。それを島根県の２そうびきの方に、何でわかってもらえ

んか。ここではまだ研究者の方々や県の指導があったりして、我々もまじえていろいろ協

議して、この軍艦場のアカガレイの産卵場所を何とか確保したい。 

 それで島根県の方は、「いや、200ｍだったら認めましょう」と。ところが今、軍艦のあ

る場所が 178ｍ。200ｍになると産卵場所ではないと。やっぱり 170、180ｍがアカガレイ

の産卵場所となっている。そこに同じつけるならつけてほしいというのが鳥取県側の意見

と。島根はそうではない。さっき話したように、200ｍだったら自分はあんまり操業しな

いで、それならいいです。 

 そういういろいろ意見があってまだ実行しないで、これらのものは国をまじえて、県も

まじえて、何とか調整をとって、その漁場をつけていただきたいというのがお願いです。 
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 それからもう１つ、魚礁をコンクリートで普通やっておりますけれども、これは鉄が非

常に効果があると。コンクリは３年、４年ぐらいは魚はつかんけど、鉄は明くる年から魚

がつくんじゃないかと。この廃船問題もあるけど、それを含めて、コンクリではなしに、

沈船魚礁。 

 それからもう１つ、今のＦＲＰ、これの始末に漁業者が困っている。これを沈船にした

らどんな効果があるかいなと、どんな害があるかいなと、これらも研究していただきたい

なと思っています。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。 

 櫻本委員、どうぞ。 

○櫻本委員 漁場整備のあり方ということで調査をしていただきまして、非常にこれ重要

な問題だと思いますので、高く評価させていただきたいと思います。 

 ただ、今回調査されましたのは委員各位からの意見ということで、これでほぼ現場にあ

るいろんな問題が網羅されているのかどうか、その辺のところはそういうふうに理解して

いいのか、あるいは今後またさらに対象を広げて調査をされる計画があるのかどうかとい

うことを、ちょっとお聞きしたいんですが。 

○大橋課長補佐 今回はあくまでもこういう調査をやって、委員さんがどういう反応をす

るかによって取り扱いを考えていこうかと思っています。 

 今、櫻本先生から、今後どうするのかという意見がありましたけれども、ある２つぐら

いの県からは、これも非常に重要なので恒常的なテーマとして、時間をじっくりかけて取

り組んでいくべきじゃないかという意見も出されております。 

 今回、ざっとアンケートをかけただけなんですけども、今日いろいろ出てきた、例えば

魚礁の効果の今後のフォローアップとか、それから沈船を活用した魚礁もあるんじゃない

かというお話がありましたので、個別具体的なケースをいろいろ掘り下げていって、次に

つなげていくような話題にしたいと思っています。 

○櫻本委員 どうもありがとうございました。 

○森本会長 よろしいですか。 

 齋藤委員、どうぞ。 

○齋藤委員 私は山形海区の齋藤です。 

 最後になりますけれども、私の方からは御礼を申し上げたいと思います。日本海、そし

て九州西ブロック広域の委員会の中で、平成 14 年、山形県の優秀な漁場に韓国のコンテ
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ナ船がコンテナを沈下させておるということで、関係の漁業者の水揚げのダウン、甚だし

いものがありました。 

 そのために、本委員会に何とかひとつ、水産庁初めとしまして関係省庁の方に、要望・

陳情をお願いしてもらいたいと、この要望を申し上げました。 

 山形県の実情をいち早く理解をしていただきまして、そして本委員会で取り上げていた

だき、さらに全漁調連の方に提案をし、そこで全漁調連の陳情・要望の中に１項入れてい

ただきまして、水産庁を初めとしまして今申し上げた関係の省庁に、陳情をお願いしてい

ただきました。 

 おかげさまを持ちまして 18 年度、今これ、予算の関係いろいろまだ決まっていません

とおっしゃっておりますので、大体のことを申し上げますと、ようやくにしまして今年度、

18年度、沈下しておるコンテナ船が引き揚げをし、解決をされるような状況に相なってお

ります。大変ありがたく、厚く、この場をお借りしまして委員の皆さんに、そして水産庁

を初めとしまして事務局の皆さんに、心から感謝を申し上げたいと思います。大変ありが

とうございました。 

 特にそれからなんですけれども、海で生活をし、そして海とのかかわりがなければ生活

ができない浜の皆さんでありますから、そういう面では外国船がいろいろな事故を起こし

た場合、漁業者が、あるいは関係者だけが損害を被るということではなくて、これも陳情

の一環として、法の整備をお願いしておるわけでありますので、あわせてひとつ今後、関

係の漁業者なり、そういった関係の自治体なり、あるいは浜の住民なり、これは損害を直

接被らないような法の整備なり、事故が起きた場合はいち早くそれを処理する、解決をす

る法の整備をやっていただきたいということを、あわせてお願いを申し上げ、御礼の言葉

にかえさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 時間も迫ってまいりましたので、この辺で整理をさせていただきたいと思います。 

 今回の調査といいますか、広域種に関する漁場整備のあり方ということでございました

けれども、もちろんこれは各県の地先、沖合における漁場整備についても似たような問題

が起きてくるわけでございますが、複数の県にまたがって魚礁整備をする場合には、さら

にいろいろと問題も出てくるということだろうと思います。 

 先ほど大橋さんの方からもお話がございましたけれども、沖合域の漁場整備については、

関係県、関係漁業者への事前の説明、あるいは事前の調査、事前の合意が必須であるとい
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うことだろうと思います。 

 それでもなかなかまとまらないというのが現状にはあるというお話でございましたけど

も、そういうことで、資源回復計画の柱の一つでございます漁場整備について、関係県間、

あるいは関係漁業者間の精力的な話し合いを通じて、漁場整備が行われていることを期待

したいと思います。 

 また、漁場の整備が行われた後の効果等の追跡調査の必要性についても御指摘があった

かと思いますし、それの需要のあり方、管理について、関係の漁業者自身が考えていかな

きゃいけないというお話もあったかと思います。 

 そういうことで、また漁場整備に当たって、主たる関係の漁業種以外の他の漁業種類に

ついても影響を被るので、それの事前の調査が必要になるのではないかという話があった

ように思います。 

 そういうことで、今後とも沖合域における漁場整備、広域種に対する漁場整備というの

はさらに意見をいただきながら、引き続き検討していきたいという事務局のお話がござい

ました。 

 また、沖合域の漁場整備について、別途、漁港漁場整備部の方で、有識者によります検

討が行われているということでございますので、この機会に御説明をいただければありが

たいと思います。 

○遠山課長補佐 水産庁計画課の遠山です。よろしくお願いします。 

 座って失礼します。 

 本日は漁場整備につきまして、現状と今後の方向性ということで御意見を承りたいと思

い、参加させていただきました。 

 漁場整備につきましては、平成 13 年に法律改正がございまして、従来、沿岸漁場だけ

整備ということで、言葉が沿岸漁場整備ということであったんですが、その法律改正にお

きまして、単に漁場という言葉になりまして、法律上は沖合でも漁場整備が可能というよ

うな体制になっているところでございます。 

 しかし、これまでの漁場整備につきましては、どうしても沿岸の地先海域が中心という

ことで、共通の水産資源とか、共通の漁場利用の認識がありましても、隣接県とか漁業者

間の利用調整の問題などありまして、なかなか県境をまたがる海域とか、入会の操業海域、

あるいは沖合海域の漁場整備が未整備のまま残されているという状況でございます。 

 こういう状況を踏まえまして、当方の部におきまして、18年度の予算ですが、そういう
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資源回復計画制度とか、栽培漁業の都道府県間の連携の広域的な取り組み、こういう取り

組みと連携した複数の事業主体による漁場整備の推進を図ろうということで、例えばＡ県

とＢ県が一緒になって漁場整備をやるというようなことの、まず調査からなんですが、そ

れに取りかかる予定でございます。 

 先ほどお話にもありましたが、漁港漁場整備につきましては、有識者委員会を昨年９月

末から開催しておりまして、ちょうど漁港漁場整備の長期計画が 18 年度をもって終了す

るということで、その次期長期計画をどうするかということで、ここで今後の漁港漁場整

備のあり方を検討しているという状況でございます。 

 その委員会のもとに分野別の検討会を設けておりまして、そこの意見では、漁場整備に

つきましては、現在の我が国周辺水域の厳しい資源状況を考えると、生息環境の整備と栽

培漁業とか資源管理との有機的な連携がますます求められている。そうした上で、沿岸域

だけでなくて、沖合域の水産基盤整備も進めるべきであると。 

 あと、地域ごとに栽培漁業、資源管理との個別具体的な連携を念頭に置いた整備を進め

る必要があるということの結論を、とりあえず出しております。 

先ほどの話にもありましたが、効果の追跡調査とかにつきましても、この検討会の中で

言われておりまして、今のところ事前調査はもちろん、事後の調査もやるべきだという提

言になっております。 

現在のところ、沖合の漁場整備につきましては、県もしくは漁協が法律上はやることに

なっていまして、国が直接やるような法律上の仕組みになっていないということで、沖合

漁場整備につきましては、国による直轄整備も考えられるんですが、これを行う場合は別

途また法律改正が必要になってくることになります。 

現在、漁港漁場整備部の方では、水産庁各課、関係課と相談させていただきながら、今

後の漁場整備のあり方を検討しているところでございます。 

今回いただきました意見につきましては参考にしまして、慎重に検討を進めていきたい

と存じております。 

本日は貴重な御意見、どうもありがとうございました。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 今後とも必要に応じまして、漁港漁場整備部での有識者会議等の状況について御報告を

いただければありがたいと思います。 
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（４）そ の 他 

 

○森本会長 それでは議題（４）で「その他」がございますけれども、何かございますで

しょうか。 

 三木委員、どうぞ。 

○三木委員 ちょっと先ほど質問し損ねてしまったんですけども、付加価値向上への取り

組みと、あとＰＲをちょっとミックスした形での質問ですが、今年私、アジのブランド化

についてちょっと調査をしたんですが、その中で思ったのが、水揚げ港が近くて漁場も近

い、各地でブランド化を行われている中で、そういうのが出てきているわけですね。 

 そういう中で差別化するというのはなかなか難しいもので、競合してしまうと努力が生

かされないおそれもあるのではないかなと思いました。 

 そういう中で、それと並行的な地域での独自のやり方と、並行的な形で資源、環境に配

慮した水産物であるということをＰＲしたのが、エコマーケティングというんでしょうか

ね、そういうような方法の可能性は、水産庁の方ではどのように考えていらっしゃるのか。

それは、具体的な魚価が上がるということよりも、当面は国民へのＰＲという、ＰＲの方

に現実的には重きを置いていくような形になるかと思うんですけれども。 

○武田管理課長 今、三木委員から御指摘があった点につきましては、実は今朝の自民党

の基本政策小委員会の中でも先生方の御意見の中で、そういった資源管理の重要性のＰＲ、

それから漁獲物の付加価値を向上する取り組みの一環として、そういったことを努力して

いくべきではないかということで、水産庁としてまだまだそこの部分は不十分なので、今

後の検討課題だと思っております。 

 またＰＲ、情報発信そのものも大事ですし、それから食育の中で資源管理をやっている

ものについてのＰＲの中でもやっていくことが必要じゃないかといった意見も出ていまし

て、そういうことを全体の課題として、今後進めていき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。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは事務局から、次の委員会の開催予定について説明をお願いいたします。 

○小池課長補佐 委員の皆様方、長時間どうも御苦労さまでした。 

 次回の本委員会でございますけれども、例年どおり 10 月ころの開催を予定しておりま

すが、九州・山口の方のトラフグの委員会指示の関係等ございます。再度、会長及び委員
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の皆様方の御都合等もお聞きしながら調整させていただいて、追って御連絡をさせていた

だきたいと思います。 

 それから、次回の委員会におきましても、資源回復計画以外の資源管理に関するテーマ

として、何か議題として御用意させていただくようなことも考えておりますが、それにつ

きましてもただいまの各委員の皆様方の御意見を踏まえ、会長とも御相談の上、決めてま

いりたいと思います。 

 以上でございます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 次回の委員会は、10月ころをめどに調整するということでございます。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、本日の委員会はこれに閉会したいと思います。委員の皆様方、御臨席の皆様

方におかれましては、議事進行への御協力及び貴重な御意見をありがとうございました。 

 特に、特別テーマについても、大変有意義な議論ができたのではないかと思っていると

ころでございます。 

 なお、議事録署名人に指名させていただきました、島根県の屋田委員及び農林水産大臣

選任委員の冨田委員のお二方におかれましては、後日事務局から本日の議事録が送付され

ますので、よろしくお願いをいたします。 

 これをもちまして、第７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。 

 

閉     会 
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