
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９回日本海・九州西広域漁業調整委員会 

議事録 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年３月１２日 

水産庁資源管理部管理課 



１ 開催日時 

  平成１９年３月１２日（月）１５：００～ 

 

２ 開催場所 

  農林水産省 講堂 

 

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、堂久八、齊藤洋一、吉岡修一、 

生越日出夫、屋田孝治、清水栄太郎、松井誠一、宇久小値賀漁業協同組合（代表理事組

合長 小西藤司）、福田靖、野村義也、桃原仁一、和田耕治、本川廣義、田中猛、 

風無成一、冨田重基、宮本政昭、宮本光矩、櫻本和美、三木奈都子 

 

（参考人） 

 西野正人  日本海かにかご漁業協会 会長理事 

 

 



 

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の取組状況及び同計画の一部変更 

   並びに同計画に係る広域漁業調整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広域漁業調整委員会指示 

   について   

  ③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 

   の取組状況及び同計画に係る広域漁業調整委員会指示について  

  ④マアジ対馬暖流系群資源回復計画の検討状況について  

 （２）資源管理に関連する連絡・報告事項について  

 （３）その他  
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５ 議事内容 

                開     会 

 

○小池課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第９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、海区互選委員のうち、山形県の齋藤委員、富山県の森本委員、京都府の佐々木

委員、佐賀県の宮崎委員、以上４名の委員の方が事情やむを得ず御欠席されております。

また、本日は北日本、大分荒天の模様でございまして、秋田県の小坂委員におかれまして

は、こちらに向かっておられるということでございますが、遅れて御出席というふうに承

っております。以上のような状況でございますが、委員定数 29 名のうち定足数である過半

数を超える 24 名の委員に現在の時点で御出席を賜っておりますので、漁業法第 114 条で

準用いたします同法第 101 条の規程に基づきまして、本委員会は成立していることを御報

告いたします。 

 なお、前回の委員会で本委員会の参考人に選定されました日本海かにかご漁業協会の西

野会長にも、前回委員会に引き続き参考人として御出席をいただいておりますので、あわ

せて御報告させていただきます。 

 それでは、この後の議事進行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。 

 

                あ い さ つ 

 

○森本会長 本日は大変お忙しい中、委員の皆様方には第９回日本海・九州西広域漁業調

整委員会に御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。本日はどうかよろしく

お願いいたします。 

 座らせていただきます。 

 まず最初に、委員の交代がありましたので御報告をいたします。長崎県の海区互選委員

が、漁協合併に伴い、小値賀町漁業協同組合から宇久小値賀漁業協同組合に交代になって

おります。本委員会及び九州西部会への出席については、同組合の代表理事組合長になら

れました小西藤司委員にこれまでどおり御出席いただけるとのことでございますので、小

西委員におかれましては、引き続きよろしくお願いいたします。 
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 さて、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及

び資源回復計画に関係する漁業法第 68 条に基づく本委員会の指示についての議題が用意

されております。 

 まずは実施中の計画についてでございます。日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画に

ついて取り組み状況を報告いただくとともに、同計画の一部変更及び同計画に係る本委員

会の指示について御審議をいただくことになっております。また、九州・山口北西海域ト

ラフグ資源回復計画及び、昨年の 10 月に開催された前回の委員会で計画を了承した日本海

西部・九州西海域底びき網漁業包括的資源回復計画については、取り組み状況等の報告に

加えて、それぞれの計画に関連する本委員会の指示について御審議をいただくことになっ

ております。 

 続きまして、現在作成中の計画でありますマアジ対馬暖流系群資源回復計画について、

検討状況の報告がございます。それから、資源管理に関連する施策に係る平成 19 年度予算

等について、事務局から情報提供があるとのことでございます。本日の委員会も多くの議

題が用意されておりますが、委員の皆様方におかれましては、どうかよろしくお願い申し

上げます。 

 さて、本日の委員会でございますが、水産庁から香川管理課長、國府資源管理推進室長、

橋本計画課長、また、独立行政法人水産総合研究センターから、西海区水産研究所の時村

東シナ海漁業資源部長ほか多数の方が出席されております。 

 議事に入ります前に、水産庁からごあいさつをいただきたいと思います。 

○香川管理課長 水産庁管理課長の香川でございます。本来、水産庁長官の白須が出席し

ごあいさつを申し上げるところでございますが、本日所用により出席できませんので、私

が長官のあいさつを代読させていただきます。 

 

 本日、第９回の日本海・九州西広域漁業調整委員会の会合が開催されるに当たり、

一言ごあいさつ申し上げます。 

 燃油の高騰が続き、また、昨今の漁獲量の減少など、我が国水産業を取り巻く情勢

がより厳しさを増す中、資源の適切な管理は、国民への水産物の安定供給及び水産業

の健全な発展の基盤となる重要な課題と認識しております。 

 これまで、日本海・九州西広域漁業調整委員会においては、日本海西部あかがれい

（ずわいがに）資源回復計画を初めとする９魚種、５計画、これに加えて、国が作成
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する包括的資源回復計画では初めてとなる日本海西部・九州西海域底びき網漁業包括

的資源回復計画を審議、了承していただきました。また、これまで計画作成の着手承

認を受けております４計画のうち、スケトウダラ日本海北部系群、マダラ陸奥湾産卵

群の２魚種２計画につきましては、今回各部会で御審議いただき、残りのマアジ対馬

暖流系群、有明海ガザミの２魚種２計画につきましては、取り組み内容等を現在検討

していただいているというふうに聞いております。いずれの資源も我が国の重要な資

源であり、漁業関係者の期待は非常に高く、また、その成果は国民からも注目されて

いるところであります。 

 各計画の中では、資源量、漁獲量の増大だけではなく、漁獲物の付加価値向上や操

業コストの削減に役立つ取り組みにも積極的に取り組んでいただくこととしており、

資源管理とともに、取り組むべき課題は増えることはあれ、減ることはないと考えて

おります。 

 今年度は、水産基本法に基づく水産基本計画の見直しの年度であり、水産政策審議

会及び同審議会の各種会合で検討、御審議いただいた新たな水産基本計画が近々閣議

決定される予定となっております。新たな基本計画におきましても、水産資源の回復、

管理の推進は引き続き大きな柱の１つであり、資源回復計画の一層の推進に取り組む

こととなっております。資源回復に直接取り組んでおられる皆様におかれましても、

さらなる御協力をいただきたいと思っております。 

 本日は、皆様の活発な御審議をお願い申し上げましてごあいさつとさせていただき

ます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

○森本会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、最初に本日お配りしてあります資料の確認を行いたいと思います。事務局か

らお願いいたします。 

○小池課長補佐 それでは、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきま

す。配付している資料、多くなっておりますので、１つずつ確認していきたいと思います。 

 まず、本日の委員会の議事次第、それから配席図、委員名簿、本日の委員会の出席者名

簿。続きまして御説明させていただく資料でございますが、まず日本海沖合ベニズワイガ

ニ資源回復計画に関するもの、これが資料１－１、資料１－２、資料１－３、資料１－４、

資料１－５と、５つございます。続きまして九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画に
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関する資料でございますが、これが資料２としまして、資料２－１、資料２－２、資料２

－３、資料２－４と、４種類ございます。続きまして日本海西部・九州西海域底びき網漁

業包括的資源回復計画に関する資料、これが資料３といたしまして、資料３－１と３－２、

２つございます。それから、マアジ対馬暖流系群資源回復計画についての資料、これは資

料４といたしまして、資料４－１、４－２と、２つございます。それから、資源管理に関

連する情報提供ということで御説明させていただく資料でございますが、資料５といたし

まして、資料５－１、５－２、５－３、５－４と、４種類の資料がございます。 

 以上、配付している資料が多くなってございますが、不足等がございましたら事務局に

お申しつけいただければと思います。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、御手数ですがお申し出いただければと思います。 

 それでは、資料、一応整っているようでございますので、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 ありがとうございました。 

 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

程第 12 条により、会長の私から御指名させていただくこととなっておりますので、僣越な

がら指名させていただきます。 

 道府県海区互選委員からは、福岡県の松井誠一委員、農林水産大臣選任委員からは、宮

本光矩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。お二人の委

員の方、どうかよろしくお願いいたします。 

 

   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の取組状況及び同計画の一部変更 

     並びに同計画に係る広域漁業調整委員会指示について 

 

○森本会長 それでは、議題１の資源回復計画及び同計画に係る委員会指示について入り

たいと思います。先ほど申し上げたとおり、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の取り組み状況等の報告を受け、また、漁業法第 68 条に

基づきます資源回復計画に係る本委員会の指示について御審議等をいただくこととしてお
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りますので、よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画についてでございます。事務局か

ら説明をお願いいたします。 

○上田資源管理計画官 それでは失礼します。境港漁業調整事務所の資源管理計画官をや

っております上田でございます。今年もよろしくお願いします。 

 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画でございますが、平成 17 年に承認されて以来、

特に境港エリアにおいてはさまざまな出来事がございました。今日御報告するのは、それ

を受けて、どのように計画の取り組みが変わってきたのか、これからどうやっていくのか、

その辺を説明させていただきます。 

 まず計画の必要性ということで、おさらいをさせていただきます。日本海の我が国水域

内のベニズワイガニの漁獲量は、1985 年ごろには４万トン程度まで増大いたしましたが、

その後減りまして、1994～1998 の間は２万トンから 2.5 万トンで横ばい状態、そして 2002

年、平成 14 年に入って 1.5 万トンを割り、近年で最低の漁獲水準となっております。最

近の動向を見ますと、底を打った感がありまして、年によって増えたり、若干減ったりと

いうことを繰り返しております。このため、ベニズワイ資源の減少傾向に歯止めをかける

ことを目的として、平成 23 年までの７年間、資源回復のための措置を講じることとなりま

した。 

 対象漁業は大きく２つに分かれます。日本海べにずわいがに漁業、これは大臣許可漁業

です。そして兵庫県のべにずわいがにかご漁業、これは知事許可漁業です。 

 そして、資源回復のために講じる措置として、休漁期間の設定、これは従来の禁漁期間

（７～８月）に加え、新たに 30 日間の休漁を設定する。そして減船です。これについては

兵庫県で昨年、１隻ございました。また、今年に入って、これとは別枠で境港の方で減船

がある予定です。必要に応じて適宜実施。 

 その他につきましては、漁具改良の検討、これは小型のカニがより効率的に、生きた状

態で逃げるようにするための脱出口、リングとも言っておりますが、そういったものを網

に装着する。そして、休漁期間中の網裾開放ですね。これは、平成 11 年の暫定水域設定後、

韓国のかにかご、その他漁業の隆盛に伴いまして日本の漁場が大分減ってまいりました。

その中で、漁具を休漁のたびに引き上げてしまいますとその漁場を韓国船に取られてしま

う可能性がある。かといって、かごを放置していたのではちゃんとした休漁にはならない

ということで、実効性を確固たるものにするために網裾は全部開放して置いてくるという



 6

ような措置をしたものであります。それから漁場環境保全ですね。これは海底清掃。毎年

やっております。 

 計画の実施状況です。詳細は後ほど資料１－２によって説明いたします。 

 平成 17 年度は、香住港を主たる陸揚げ港とする兵庫県の知事許可船９隻及び大臣許可船

１隻が、６月の 30 日間の係船休漁を実施いたしました。そして、平成 18 年度、境港を主

たる陸揚げ港とする島根、鳥取、新潟の大臣許可船 12 隻及び、17 年来やっております兵

庫県の知事許可船8隻と大臣許可船１隻が、６月の30日間の係船休漁を実施しております。

18 年度の段階で、兵庫県の香住港のグループ、鳥取県境港のグループ、両方とも６月の１

カ月間を休漁ということで足並みがそろった形となっております。 

 次に減船ですね。平成 18 年度、先ほど言いましたとおり、兵庫県の知事許可船１隻を減

船しております。 

 そして、現状及び今後の対応でございますが、日本海べにずわいがに漁業については、

平成 18 年 10 月の北朝鮮による核実験実施の発表等に起因する国際情勢の急激な変化によ

り、すなわち我が国の経済制裁のことを言っているわけですが、漁場の一部であった北朝

鮮水域における操業機会を失うに至りました。このことによって我が国水域に北朝鮮に出

漁していた３隻が戻ってきたわけですが、ご存知のとおり、かご漁業というものは漁具を

敷設してかにを漁獲する漁業でありますので、漁場がない。そういう状況にかんがみまし

て、我が国水域の漁獲努力量の増大を防止するため、国際漁業再編対策として平成 19 年３

月にこの３隻を減船する予定でございます。 

 次のページをお願いします。このような情勢の変化によって、結局、北朝鮮水域から供

給されていた日本船による漁獲物、カニが消滅したわけです。ところが、この北朝鮮出漁

船が獲ってきたカニというのは、実は境港にとっては、国内船が１カ月間（６月）休漁中

をしのぐための、陸上加工にとって重要な加工原料だったわけです。それがゼロになった

ということですね。すなわち３カ月間、境港の加工業にとっては原料の供給が皆無になっ

た。こういう状況になったわけです。そこで、「関連産業との密接な連携を保ちつつ」と書

いておりますが、操業秩序の維持・安定、「操業秩序の維持・安定」というのは、北朝鮮か

ら帰ってきた３隻のうち１隻はまだいるわけです。その船は北朝鮮水域並みの操業を続け

ている。つまり、無秩序操業ということなんですが、そういったものを解決しなければい

けない。かつ、資源回復計画の着実な実施もしなければいけない。そこで、今後の対策に

ついて関係者と検討・協議を進めてきたわけです。 
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 そこで、このかにかご漁業について、平成 19 年指定漁業の許可等の一斉更新、この４月

に公示がありますが、この処理方針の中で、資源回復計画とも関連して「漁獲量の個別割

当方式を導入すること、及びこれに伴って既存の漁具数規制等を見直すことについて検討

する」、このような方針が盛り込まれているわけです。 

 そこで、次に参ります。平成 19 年度以降の対応方針です。ベニズワイガニは、８割以上

が加工向けに出荷されておりまして、漁業と水産加工業との連携が重要であります。特に

境港においては、町の半分を支えるような大きな産業になってしまっておりまして、この

連携は外すことができない。 

 そこで 19 年度どうするかというと、次のようになっております。兵庫県香住港において

は、先ほどご説明したいろいろな事件の影響が比較的少なく、また、関係の業者者及び水

産加工業者とも６月の 30 日間の休漁期間の設定について合意形成がなされている。つまり、

兵庫県香住港のかにかご船は従来どおり６月の休漁を行う。 

 一方、鳥取県境港を根拠地とするグループについては、先ほど説明しました事件の影響

を受け、水揚げを行う漁船数の減少及び休漁期間中の加工原料の安定的供給に配慮する必

要があることから、漁獲量の個別割当方式の導入を念頭に、さらなる検討が必要な状況で

ある。これは何かといいますと、１カ月休漁するという漁獲努力量削減、それに相当する

だけの年間の各船の漁獲量の削減を行う。英語でＩＱなんて言われているようですが、か

ご漁業というのはほかの漁業に比べるとそういった方式を導入し易い漁業でございます。

かご漁業の特性からしてですね。それをもって１カ月休漁と同等の効果が上がるような漁

獲量の削減、漁獲割当制を導入しようということなんですね。 

 そこで、３番です。兵庫県香住港を主たる陸揚げ港とする漁業者については、引き続き

６月の 30 日間の休漁を実施する。 

 ４番、鳥取県境港を主たる陸揚げ港とする漁業者については、本年の許可の一斉更新に

あわせて、30 日間の休漁による漁獲努力削減量に相当する措置として、漁獲量の個別割当

方式を導入することを前提に、さらに検討を進める。端的に言えば、境港においてはもう、

いろいろな前提が崩れてしまったために、本来だったら香住とあわせて休漁するところで

すが、資源回復計画に関する取り組みの再構築がどうしても必要になってきた。その結果、

休漁にかわる削減方法をとりたい。もちろんこれに対して確たる支援があるわけではござ

いませんが、頑張って 10％の削減というものは後退することなく実施していこう、そうい

う姿勢のあらわれです。これは委員会指示とかそういうものではございませんで、許可の
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制限及び条件の中に盛り込む、そのように考えております。それほど厳しい措置を行うと

いうことです。 

 そして、手続スケジュール上、今年の６月まで操業はするのですが、19 年度漁期ですね、

今年の９月からＩＱ制を速やかに導入するように準備を進めてまいります。本来ならば皆

さん足並みそろった形で５年間貫きたかったところでございますが、かかる事情を御理解

の上、皆さんに伺いたく思っております。よろしくお願いいたします。以上です。 

 資料１－２、計画の実施状況、それから計画の検討状況、これは今お話しした中にすべ

て入っておりますので、ざっとご覧になって御理解いただけると思います。 

 先ほど説明しました取り組みの変更に伴って資源回復計画の一部変更がございます。そ

れが資料１－４です。ご覧ください。資源の現状と回復の必要性の項目で、(2) の④のと

ころですね。現行では、ベニズワイガニ資源回復計画の対象船及び取組の区分ということ

で、当該回復計画の対象船は、上記 1-(2)-③、これは対象水域のことですね。この中に許

可を有する大臣許可及び知事許可船となっております。その後にこういうことが書いてあ

ります。「ただし、大臣許可船のうち北朝鮮水域で操業する漁船は対象外とする」。つまり

北朝鮮に関する記述を取り除きますよということが１つです。 

 そして、次のページをお願いします。本日皆さんにお諮りしていることの本題です。休

漁の実施ということがございます。現行ですと、当面の間の措置として、現行の休漁期以

外に 30 日間の新たな休漁期間を追加する。休漁の時期及び方法は以下のとおりとするとい

うのを、「下記のア、イの区分ごとに」、これは取組区分のことですね。「現行の休漁期以外

に 30 日間の新たな休漁期間を追加」、この後です、「又は、これに相当する漁獲努力量削減

措置を講じるものとする」ということです。 

 そして、その次のアのところですね。鳥取県境港を主な陸揚げ港とする大臣許可船は、

現行の休漁期以外に、４～６月の期間内のというところを、「連続した 30 日間を追加休漁

する」という書き方をしております。 

 そして、ずっと下ですね。平成 17 漁期年（平成 17 年９月１日～平成 18 年６月 30 日）

から実施と書いてありますところを、「又は 30 日間の休漁措置に相当する漁獲努力量の削

減措置を講じることとするが、すべての漁船が同一の措置を講じるものとする」。具体的に

はこういうことです。先ほど説明しました漁獲割当制を導入するときに、休漁か漁獲割当

かを選ぶのではなくて、取組区分に従って全船一斉にそれを導入します。つまり、境港の

大臣許可船、12 隻おりますが、全船９月から完全に漁獲割当制に移行するということです。 
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 それで、その下の５番ですね。公的担保措置のところです。漁業法第 68 条第１項に基づ

く広域漁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

すね。そこのところを、左側をご覧ください。「広域漁業調整委員会指示若しくは同法第

63 条第１項で準用する同法第 34 条第１項に基づく許可の制限又は条件により、本計画の

対象船に対し適切な規制を課す」。つまり、制限又は条件として許可内容に盛り込むという

ことです。 

 次に資料１－５ですが、計画変更案が今御説明したとおりで、それに伴って委員会指示

もこのようになっております。全部は読み上げませんが、ポイントは操業期間の制限とい

うところですね。２番です。「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、６月１日から６月 30 日までの間、当該漁業を営んではならない。

但し、農林水産大臣が、べにずわいがにの漁獲量の限度の割当てを行う者については、こ

の限りではない」ということでございます。変更は以上です。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 日本海かにかご漁業につきましては、大きな状況の変化がありまして、新たな状況を踏

まえていろいろ検討が進められているということでございます。その上で、各地域ごとの

状況を踏まえて、兵庫県香住港を基地とする漁船と、鳥取県境港を基地とする漁船につい

て、利用している漁場や背後の加工業者との関係等の状況が異なるため、それぞれごとに

取り組みを行うこととし、兵庫県香住港を基地とする漁船については引き続き６月の 30

日休漁を実施し、鳥取県境港を基地とする漁船につきましては、30 日の休漁に相当する措

置として、一斉更新にあわわせて漁獲量の個別割り当て方式の導入を検討するということ

であり、これにかかる計画の一部変更及び日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第８号

を行いたいということでございます。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。 

 参考人の西野会長から、何かございますでしょうか。 

○西野参考人 日本海かにかごの西野でございます。先ほどの上田資源管理計画官の説明

と重複するところもあるかと思いますけれども、皆様方に御理解、御協力をお願いしたい

と思いますので、若干ですが、補足説明をさせていただきます。 

 ベニズワイガニに関しては８割以上が加工原料でして、特に北朝鮮に入域していた船が、

通年で全体の漁獲量の３割強を占めておりました。これが北朝鮮の核実験以降、10 月以降、

国内漁場にシフトせざるを得ない。その中で、今の資源回復計画との絡みの中で、国内漁
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場では３隻分は減船せざるを得ないという状況の中で、いろいろと見直しを迫られたとい

うのが現実であります。 

 特に、この国際減船に関しては、北朝鮮水域で操業していた２隻、プラス玉突きで国内

で操業していた１隻の計３隻が、３月いっぱいをもちまして一応減船事業を完了する予定

です。漁獲については１月末で船は完全にストップしております。 

 そういう状況の中で、昨年までは、６月係船休漁の時期については、北朝鮮に入域して

いる３隻、いわば国内漁場ではないという中で、６月に３隻操業していた、その部分がゼ

ロになる。それプラス、２月から減船する３隻分の漁獲が完全になくなる。 

 それともう１つは、御承知のとおり平成 17 年の船舶油濁損害賠償保障法の施行以来、特

にロシア船、北朝鮮船もゼロ。境港については、以前は、多いときには国内漁獲量よりも

多いような輸入物を加工原料として使用してきた部分が、昨年度はゼロです。そういう状

況の中で、10 月、突発的に北朝鮮の核実験以降こういう状況になってしまったという中で、

平成 17 年度の資源回復計画初年度のときにも、実は油賠法の絡みで非常に加工に対して影

響力が大きいというところで、１年係船休漁を先送りさせていただいた経緯もございます。 

 毎年資源回復計画が変わっていくじゃないかと御批判もあるかと思いますけれども、そ

れだけ陸上の加工業と密接な関係にございます。逆に言えば、加工業が倒れてしまえばベ

ニズワイ産業としては成り立たない、そういう漁業でございます。そういう意味で、毎年

毎年広域調整委員会の場で計画変更の説明をするのも非常に心苦しいのですが、こういう

状況を踏まえて真剣に検討した結果、とにかく境港を基地にする漁業者に関しては来年度

からＩＱを導入する。こういうことで、先週の土曜日、漁業者一同集まった中で意思確認

をいたしました。 

 本来、資源を優先すべき話なのでしょうけれども、産業としてどう生き残っていくかと

いうのも考えていかざるを得ない状況でございます。ＩＱ導入ということになりますと、

今の漁船漁業の再編事業、地域プロジェクトも含めて、いかに収益性を上げていくかとい

う点ではかなり厳しい状況にならざるを得ないのも十分承知しておりますけれども、逆に、

これを機にいかに付加価値を上げて収益性を高めていくか、本当に、もう後がないという

思いで一生懸命、業界一丸となって進めていく所存でございますので、皆さん、よろしく

御理解、御協力をお願いいたします。以上です。 

○森本会長 どうもありがとうございました。 

 現行の資源回復計画を変更するに至った事情につきまして、さらに詳しく西野会長から
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御説明いただきました。どうもありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、本委員会として計画の一部変更を了承するとともに、日本海・九州西広域漁

業調整委員会指示第８号を指示することを決定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す。 

 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。 

 それでは、事務局において計画の一部変更及び委員会指示についての事務手続を進めて

ください。 

 

 ②九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画に係る広域漁業調整委員会指示について 

 

○森本会長 次に、九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画に係る日本海・九州西広域

漁業調整委員会指示についてでございます。九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画に

係る本委員会の指示につきましては、昨年 10 月に開催した前回の委員会で、日本海・九州

西広域漁業調整委員会指示第６号及び第７号を決定したわけでございますが、この委員会

指示は本年３月 31 日までの操業に係るものでございます。このため、本年４月１日から来

年３月 31 日の間の操業についての日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第９号及び第

10 号を新たに行うということでございます。事務局から説明をお願いいたします。 

○吉永計画官 九州漁業調整事務所の吉永といいます。私から説明をさせていただきます。

よろしくお願いします。 

 お手元の資料ですが、トラフグの関係、資料２－１、２－２、２－３、２－４となって

おります。まず資料２－１から御説明をしたいと思います。「日本海・九州西広域漁業調整

委員会指示の概要」ということで１ページに整理をさせていただいております。 

 本指示の目的ですが、九州・山口北西海域のトラフグの資源回復を目的とするというこ

とでございます。 

 ２の指示の内容としましては、指示第６号が第９号、指示第７号が第 10 号になるという

ことでございます。したがいまして、枠組みとしましては、１年目、それから、まだ操業
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中ですが、２年目と全く変わっておりません。４月から３年目ということになります。 

 (1) のアでございます。承認制・届出制の実施ということでございます。これにつきま

しては、引き続き承認制・届出制を実施していくということでございます。（イ）の対象船

舶、承認制ということで総トン数 10 トン以上のとらふぐはえ縄漁船、届出制ということで

総トン数 10 トン未満のとらふぐはえ縄漁船ということでございます。 

 イの漁獲成績報告書の提出でございます。非常に関係漁業者の方には御苦労をいただい

ているところですが、これにつきましても従来同様、漁期であります今年の９月分から来

年の３月分、１漁期分をまとめまして、来年、平成 20 年の４月 30 日までに提出をしてい

ただくということでお願いをしたいと思います。 

 ウの指示の有効期間ですが、漁獲成績報告書の提出、あるいはそれに係る指導等の期間

を含めまして、指示の有効期間を平成 19 年の４月１日から、来年、平成 20 年の５月 31

日までということにしております。 

 (2) の指示第 10 号でございます。これにつきましては、計画の中で操業期間あるいは体

長制限ということで、漁獲努力量の削減措置に取り組んでいただいております。それを規

制するものでございます。 

 アの操業期間の制限につきましては、対象海域を５つに分けまして、海域ごと、あるい

は漁法ごとに休漁期間を設定しております。また、小型魚の再放流につきましては、全長

25cm 以下につきましてはその場で再放流していただくということでございます。一部海域

では 20cm ということになっております。指示の有効期間は１年間ということで、４月１日

から来年の３月 31 日までということでございます。 

 それで、図面の方で見ていただいた方が分かり易いと思います。とじ方がまずくて、資

料２－４の最後の方に概念図というのがついております。それで簡単に説明をさせていた

だきます。概念図が２枚ついておりますが、下に２ページと入っております。これが委員

会指示に基づく休漁期間ということでございます。ＡからＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、の海域に分け

られておりまして、浮縄、底縄の漁法ごとに休漁期間を設けております。これも従来どお

りでございます。 

 ３ページの概念図につきましては、今の休漁期間の裏返しといいますか、操業可能な期

間ということで、の日付になっております。そこの違いだけでございます。 

 戻ります。指示の内容につきまして簡単に御説明させていただきます。資料２－２をご

覧いただきたいと思います。資料２－２が第９号になっております。ここにつきましては、
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規制海域の定義から漁業の定義、それから承認制・届出制ということでうたっているとこ

ろでございます。繰り返しになりますが、２のところで、10 トン以上船につきましては承

認の申請をしていただくということでございます。３の承認証の交付及び備付けの義務、

４の承認番号の表示も、全く１年目、２年目と同じような指示内容になっております。そ

れと、２ページの６のところでございますが、10 トン未満については届出をしていただく

ということでございます。７で漁獲成績報告書の提出ということでお願いをしているとこ

ろでございます。あとは、承認証の様式、記載例、それから船体表示の様式というものを

添付しております。 

 続きまして資料２－３でございます。先ほども申しましたように、指示第 10 号というこ

とで、ここで規制をかけているところでございます。２のところになりますが、操業期間

の制限ということで、先ほど図面のところでも説明しましたように、Ａ海域からＥ海域に

分けまして、浮縄、底縄の漁法ごとの制限の期間をそれぞれ設けております。３ページの

小型魚の再放流も、先ほど御説明したとおりでございます。９号、10 号とも、実質的な指

示の有効期間は１漁期間ということで、平成 19 年４月１日から、来年、平成 20 年の３月

31 日までということになっております。 

 続きまして資料２－４で、事務取扱要領（案）ということで提出をさせていただいてお

ります。ここにつきましても全く１年目、２年目と内容については変わっておりません。

２の承認の対象者につきましても、前号の６号に基づきます取扱要領と全く変わっており

ません。実績船については一応承認の対象者にする。現在の資源状況、あるいは燃油の高

騰等もありまして、中には操業を控えておられる漁業者もかなり多くあるのが実態でござ

います。そういうところも考慮しまして、漁業者の皆さんからも強い要望がございます。

実績がなくても、やむを得ない事由ということで引き続き承認の対象者にしていきたいと

考えております。 

 以下、添付資料から各様式がございます。かなりのページ数になっておりますが、全く

従来と変わっておりませんので、説明については省略をさせていただきたいと思います。

以上でございます。 

○森本座長 ありがとうございました。 

 委員会指示について、ただいま説明があったとおりでございますが、本委員会の前に開

催されました九州西部会において、全船承認制への移行及びＢ海域の休漁期間の見直しに

ついて御意見があり、今後これらについても検討していくということでございます。 
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 ただいまの説明につきまして、御質問等ありますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 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９号及び指示第 10

を指示することと決定してよろしゅうございますか。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、事務局において委員会指示についての事務手続を進めていただきたいと思い

ます。 

 

   ③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 

    の取組状況及び同計画に係る広域漁業調整委員会指示について 

 

○森本会長 次に、実施中の資源回復計画に係る最後の議題でございます。昨年 10 月に開

催された前回の委員会で計画を了承した日本海西部・九州西海域底びき網漁業包括的資源

回復計画の取組状況及び同計画に係る日本海・九州広域漁業調整委員会指示第 11 号につい

てでございます。事務局から説明をお願いいたします。 

○水野資源管理係長 九州漁業調整事務所資源課の水野と申します。よろしくお願いいた

します。座って説明させていただきます。 

 資料３－１をご覧ください。今、森本会長からも御紹介いただきましたとおり、この計

画につきましては昨年の 10 月に本委員会で了承いただきまして、それから計画に取り組ん

でいる資源回復計画でございます。対象漁業種類は、沖合底びき網漁業と以西底びき網漁

業がございまして、それぞれの漁業で取り組みを行っております。 

 まず沖合底びき網漁業における取り組み内容につきましては、漁獲努力量の削減措置と

いたしまして 18 年度中に２隻（１組）の減船を実施することとしておりまして、現在その

事務手続を行っており、年度内には終了できる予定でございます。それ以外の削減措置と

いたしまして、漁船の小型化について検討するということについても、今後検討してまい

ります。それから、小型魚の保護のための漁具の改良につきましても、現在、検討するた

めの調査を水研センターの開発調査センターが実施中でございます。 
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 続きまして以西底びき網分についてですが、以西底びき網における取り組みにつきまし

ては、５月の後半に休漁することを予定しております。これにつきましては、後ほどこの

委員会で委員会指示を御提案させていただこうと思っております。その他、保護区の設定

とか減船につきましては、計画にも書いてございますとおり、資源の状況等を見極めなが

ら今後検討してまいります。 

 次に漁業者協議会等の実施状況ですが、今見ていただいております資料３－１の２のと

ころですが、このような形で関係県とか関係漁業者団体が参集いたしまして、取り組み状

況の報告、それから公的担保措置の検討等を協議してきております。この計画の現在まで

の取り組み状況については以上でございます。 

 次に資料３－２をご覧ください。先ほど申しましたとおり、以西底びき網漁業における

削減措置の取り組みとして５月の後半の休漁を実施するとしているところでございますが、

この取り組みの公的担保措置といたしまして委員会指示を検討してまいりましたので、そ

の内容について御説明申し上げます。 

 簡単な委員会指示でございますので、見られるだけでお分かりかとは思いますが、まず、

１で以西底びき網漁業を定義いたしまして、２で操業期間の制限という形で、計画にも書

いてございます 76 トン以上の以西底びき網漁船は５月 16 日から 31 日の間、２そうびきで

以西底びき網漁業を営んではならない旨ここで記載してございます。３で委員会指示の有

効期間といたしまして、平成 19 年４月１日から平成 20 年３月 31 日までの１年間という形

にしております。委員会指示を１年間で区切っておりますのは、これから資源回復計画の

内容変更等、一部見直し等があったときに、委員会指示の内容もそれを追って変えられる

ように１年間の期限という形の委員会指示を考えております。 

 以上、委員会指示の（案）を提案させていただきます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。 

 中村委員、どうぞ。 

○中村委員 ただいまの説明の中で、以西底びきの 76 トンということは理解したんですけ

れども、その前の沖合底びきというのは、２そうびきなんですが、トン数はどのぐらいに

なっているんですか。ちょっとお尋ねしたいんですが。 

○水野資源管理係長 沖合底びき網漁業につきましては、今現在、75 トンのものと、１組

だけ新しい船で 60 トンの漁船がございます。 
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○中村委員 分かりました。 

○森本会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに。 

 宮本委員、どうぞ。 

○宮本光矩委員 今、九州の水野係長から説明がありましたように、今回の日本海西部・

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きましては、沖合底びき

につきましては山口県下関市、以西底びきにつきましては長崎県長崎市を主に操業いたし

ている漁業であります。地域に非常に貢献している漁業でございますので、今回、包括的

資源回復計画の策定をもとに、今後とも沖合底びき、以西ともども資源の管理をしながら

回復計画を進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○森本会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに。 

 西崎委員、どうぞ。 

○西崎委員 資料３－１の１の③でありますけれども、漁具の改良により小型魚の保護を

図ることを検討するための調査をしている。沿岸の多くの漁業者は、沖底びきの操業の実

態はどうなっているのか。せっかく資源回復のためのいろいろな魚種、稚魚の放流をして

も、商品価値にまだなっていない小型魚が一網打尽に獲られて、海にまた捨てなければな

らない、そういう状況になっているのではないか。これが一番、沿岸の漁業者が心配をし

ているわけであります。 

 したがって私ども、何としてでも底びきの網の改良は早急に進めていかなければならな

いだろう。そのように思っているところであります。従来の網では、幾ら目合いが大きく

ても、引っ張ることによって目合いがしぼんで、網目を大きくしたからといって全く効果

がないんです。したがって、幾ら引いても網がしぼまない、小型魚が入らないような開発

をしていかなければならないだろうと思っているのでありますが、18 年度及び平成 19 年

度にかけて調査を実施中となっておりますので、18 年度の調査の結果、それらをできれば

報告していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○森本会長 宮本委員、どうぞ。 

○宮本光矩委員 漁具の改良、小型魚の保護を図ることを検討するということは、我々山

口県以東機船底曳網漁業協同組合が平成 12 年度から、組合で１・２やまぐち丸を建造いた

しまして、それを水産総合センターに用船してもらって、今、調査をいたしております。
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当初はシステム事業ということで６カ年やりまして、平成 18 年、19 年度で小型魚を逃が

すため、主たる魚種については、アカムツといいますけど、一般的にはノドグロの調査を

やっております。これについては、19 年度が４月から 10 月まで、４、５、８、９、10、

４カ月半やりまして、それでデータができる予定になっております。 

 一応、網目を大きくいたしまして、それでどうするかといいますと、そこで 15mm のカバ

ーネットをつけまして、それでどういう魚が逃げているか、それが生きているか、死んで

いるか、そういう細かい点まですべて調査しておりますので、19 年度の末にはデータが出

るのではないかと思っております。以上です。 

○森本会長  よろしゅうございますか。 

  どうもありがとうございました。宮本委員から調査の状況について御説明いただきまし

た。 

  ほかに。 

  ございませんか。よろしゅうございますか。 

  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 11 号を指示するこ

とと決定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す。 

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

ます。 

 

       ④マアジ対馬暖流系群資源回復計画の検討状況について 

 

○森本会長 続きまして作成中の資源回復計画についてでございます。マアジ対馬暖流系

群資源回復計画について、検討状況の報告をいただきたいと思います。事務局から説明を

お願いいたします。 

○上田資源管理計画官 それでは、再び境港の上田でございます。マアジ対馬暖流系群資

源回復計画の検討状況です。 

 これは本来、この３月、本日、回復計画の中身を皆さんにきちっと提示して承認をいた



 18

だくような段取りで進めていたんですが、これから説明するような状況で、言い訳かもし

れませんが、ちょっと長引いているというような状況報告でございます。 

 基本方針です。基本的に前回御紹介したものと変わっておりません。現在のところ、当

該資源の資源動向は、加入及び漁獲量の年変動はあるものの、資源評価によれば、中位・

横ばい傾向であると診断されている。一方、小型魚、当歳魚ですね、マメアジというやつ

です。小型魚が主に漁獲されるなど、「大きくなってから獲る」すなわち「加入量当たりの

漁獲量を大きくする」という言い方をするんですね、という観点からは、小型魚への漁獲

圧は過剰であると考えられている。もったいないですねということです。 

 また、漁況によって漁業者がとらえている資源水準、減っているといってもわしのとこ

ろはそんなに減っていないよとか、その逆とか、資源水準に海域差があり、地域ごとに漁

業形態や経営状況等も異なる状況にある。そのため、これらの点に十分配慮して、当該計

画に取り組むこととする。当初は統一的なものをイメージしていたんですが、ずっと協議

を進めるにしたがって、統一的なことは現実的ではないというようなことが見えてきたわ

けです。 

 対象水域については変わりありません。次に掲げる各団体の所属船のうち、計画の対象

水域（西部日本海海区、九州西部、東海黄海、それから参加する各県の地先水域）におい

て操業する大中型まき網及び中型まき網となっております。各団体というのは今のところ

４つあります。日本遠洋旋網漁業協同組合、これは長崎、佐賀、福岡、愛媛各県船籍の大

中型まき網船が参加しております。２番目が山陰旋網漁業協同組合、これは鳥取及び島根

県船籍の大中型まき網及び島根県船籍の中型まき網です。３番目が長崎県旋、４番目が鹿

児島県旋ですね。 

 なお、計画対象水域に関与するその他の県、又は上記団体に所属していない漁業者に対

しても、適宜情報の提供を行い、必要に応じて協力の要請を行っていくこととする。何し

ろ、海域、先ほど説明しましたとおり鹿児島県沖合からずっと日本海を上がりまして鳥取

県まであるものですから、かなり広大です。ですから、今の時点では参画しないところに

ついても、一緒にやりませんかという形で打診していくということですね。 

 次のページ、計画の内容に関する検討です。漁獲努力量の削減に関する取り組みです。

前回御紹介したものよりも若干増えております。小型魚（０歳魚）に対する漁獲を低減す

るため、従前から実施している取り組みの徹底も含め、以下①～⑦の措置について検討を

進める。 
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 休漁、減船、漁具の改良というものは通常の回復計画でよく見られるところですね。そ

れ以外に保護区の設定、出漁時間の設定、または操業時間の短縮・操業回数の削減という

ことですね。６番目に小型魚主体漁場からの操業船の分散。これは、例えば鳥取沖にマメ

アジ主体の漁場が１週間ぐらい続いた。そういうところからは、各団体から指令を出して、

分散しなさい、ほかの漁場を探しなさいというような形をとっていくということですね。

それから、従前も時折やっていたんですが、小型魚の漁獲量の制限ですね。何日間もマメ

アジの漁況が続けば、もう沖どめです。次の群れを待ちましょうというような考え方です。

以上①から⑦まで、大分検討も進みまして、出てきたわけです。 

 当面、各地域で資源・需要・漁獲状況が異なるため、各地域・海域で取り組み可能な措

置を実施しつつ、必要があれば全海域共通の取り組みも検討していくこととするというこ

となんですね。結局、対馬暖流の群れということでマアジは１つの資源だと考えられてお

ります。ところが、それが枝葉のように分かれていって地域に定着したときに、分散と言

いますね、していったときに、それぞれ事情が違う。地域における需要も違う。例えばあ

る地域は一定量のマメアジが欲しい。それは煮干し用である。煮干しとしての食文化があ

る。ある地域では大きくなったものしか要らないんです。そういった違いがあるわけです

ね。ですから、そういったものもすべて勘案しながら、まずそれぞれの取り組みを始めて、

それを続ける中で共通項を見出していくと、そういう作戦に変えております。 

 その他の取り組みとして、上記漁獲努力量の削減のほか、資源の有効利用、これは間接

的な漁獲努力量の削減につながる取り組みと考えております。例えば投入する経費が安く

なればその分だけ少し余裕ができる。理想かもしれませんが、その分だけマメアジをちょ

っと控えようかというような発想も出てくるわけですね。 

 そこに①、②、③と書いてあります。省エネ・省人化操業に関する取り組み。集魚灯、

ＬＥＤの導入、それから省人・省力化操業形態の導入ですね。それから２番目、付加価値

向上及び流通改善に関する取り組みとして、畜養、ブランド化、活魚化。残された商売ル

ートはどういうところなのかということで、これらも模索してまいります。 

 ３番目に漁場の保全に関する取り組み。これ、エチゼンクラゲ対策と書いてありますが、

まき網の場合は底びきと違って海中でクラゲを抜くことができないんですね。入ったら、

陸に持って上がってくるしかない。陸に上がってきたエチゼンクラゲをどう処理して、ど

こに捨てるのというような話があるわけです。集中してまき網が水揚げするようなエリア

では深刻なところだと思われます。その対策。 
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 それから、追々話があると思うんですが、広域魚礁の設置ですね。大規模な、例えば湧

昇流を巻き上げるような大きな、複数県にまたがった共用の魚礁を設置する事業といった

ものを進めていくということです。 

 そして、今後の進め方なんですが、この計画については、漁業者協議会及び行政・研究

担当者会議を開催してきましたが、今まで申しましたとおり、この計画の対象水域が広大

であり、資源・需要・漁獲量等に関する地域格差が大きいこと、また、資源回復の目標等

を構築する上で、さらなる検討を加えることとしている。この資源回復の目標、それぞれ

地域地域で取り組みが違うときに、資源回復計画の目標をどこに定めることができるかと

いうのは大変悩ましいことなんですね。今そこのところで煮詰まっている状態です。今後

も、早期、（本年７月目処）としておりますが、計画策定に向けた検討・協議を精力的に進

める所存でございます。頑張ってまいります。 

 説明については以上です。 

 そして、資料４－２、どのような会議開催状況かといいますと、各県で平成 18 年度、19

年度と現地説明会を繰り返しております。その中で、前回御紹介したもの以上のいろいろ

な取り組みが出てきたわけです。特に長崎県については、たび重なる現地検討会、それか

らまた、独自の資源管理委員会による回復計画に対する取り組みが検討されております。

そして大中まきについても、なかなか行動範囲が広い漁業ですから、沿岸寄りの中型と、

沖合をフレキシブルに移動する大中まきと、果たしてどこまで共通の取り組みができるの

かというのはなかなか難しいところなんですね。けれども、お互いの取り組みを阻害しな

いということで合意されていますし、また、共通点をこれからも見出す努力をしていくこ

とになっております。以上です。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 検討状況の報告をいただきました。ただいまの説明について、御質問、御意見等ござい

ますでしょうか。 

 三木委員、どうぞ。 

○三木委員 地域ごとに、海域ごとに状況が違って、今後それに対応させて進めていくと

いうことですけれども、それは各団体ごとの取り組みというような形になるのか、現時点

で想定される進み方というのですか、海域、地域の区分というのはどんなことになるんで

しょうか。教えていただければと思います。 

○上田資源管理計画官 大中まきについては、大きなところは日本旋網、遠旋と、山旋さ
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んなんですが、そこは団体としてできることをやる。具体的には漁場が集中したときの分

散でありますとか、将来的には、例えば日計何トンが何日間続いたときにどれぐらい減ら

すような方策を考えるとかいうような具体的なところまで詰めていくということです。 

 一方、中型まき網の方なんですが、例えば長崎県の場合は全部で８海区に分かれていた

んでしたかな。県北から県南まで、しかも湾の中もあり、外洋に面したところもあり、大

変多様なんですね。そういう点では鹿児島県さんも同じような状況なんですが、その中で

の共通した取り組みもあるでしょうし、例えば橘湾なら橘湾、錦江湾なら錦江湾といった

独自の取り組みもあると思うんですね。それは全部これからまとめていくような形になる

と思います。 

○三木委員 ありがとうございます。 

○森本会長 ほかに、ございますでしょうか。 

 特にないようでございますが、マアジ対馬暖流系群資源回復計画につきましては、広域

的な計画である一方、各地域、海域による違いもあることから、さらに検討・協議を加え、

早期の計画作成に向け努力をしていきたいということでございます。関係者の皆様方には、

引き続き計画作成に向けた検討を進めていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

        （２）資源管理に関連する連絡・報告事項について 

 

○森本会長 それでは次に移りたいと思います。 

 事務局から資源管理に関連する平成 19 年度予算等について情報提供があるということ

でございますので、よろしくお願いします。 

○大橋課長補佐 それでは平成 19 年度の予算関係について説明させていただきます。管理

課の資源管理推進室の大橋と申します。資料は５－１、５－２、５－３でございます。 

 まず資料５－１、「平成 19 年度資源回復計画関連予算一覧」という、非常に字が細かい

んですが、その前に、平成 19 年度の水産予算につきましては昨年の 12 月 24 日の閣議で決

定されまして、総額が約 2,500 億円ぐらい、対前年度でいいますと 2.6 ％減りました。し

かしながら、いわゆるソフト関係の事業、公共以外の予算につきましては 941 億円と、対

前年度 2.8 ％で、非常に増額したということです。予算につきましては衆議院は通過して

おりまして、あとは参議院の通過を待つのみという状況になっております。 

 この紙は水産関係の予算の中で資源回復関係の予算についてまとめてあるんですが、左
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側の真ん中はどういう施策を講じているか、右側の上の方に（事業名）とありますが、こ

こで各施策に対応した事業が書いてあります。 

 上から簡単に説明していきますと、資源回復計画に基づいて減船とか休漁をやりますが、

その場合には資源回復等推進支援事業費というのがあります。これは経営課の所管であり

ますが、資源回復計画に沿って行われる減船や休漁について、関係漁業者への影響を緩和

するための支援措置ということで、これは継続ということで 15 億円ぐらい予算がついてお

ります。 

 それから、ぐっと下がって栽培漁業資源回復等対策事業というのがございます。これは

資源回復計画の中の１つの要素として資源の積極的な培養をやるということで、県の間を

またがる広域種について適地放流を行うことによって効率的な栽培漁業を促進するという

目的の予算であります。これが 19 年度は 1.4 億円ぐらいついております。 

 それから、またぐっと下がりまして、太文字でフロンティア漁場整備事業というのがご

ざいますが、これは後ほど橋本課長から御説明したいと思います。 

 またちょっと下がりますと、資源管理体制・機能強化総合対策事業というものがありま

す。（管理課）と書いてあるやつですね。これは資源回復計画のＰＲだとか、ＴＡＣやＴＡ

Ｅの管理をするために都道府県に出している交付金ですね。それから、漁業者協議会を開

催したりとかに必要な経費についての交付金です。これは強い水産業づくり交付金という、

87 億円ぐらい、ソフトとハードを含めて予算があるんですが、そのうちの内数ということ

で、これも継続予算でついております。 

 最後に、一番下に行きますと遊魚採捕量調査事業というものがございます。これは新規

の予算でございまして、一部のところで遊魚者が資源回復計画に参加しているとか、遊魚

者が採捕する量が非常に大きいので何とか資源回復計画に参画してもらえないかというよ

うな話も一部にありますが、この調査事業は一応２年間で、遊魚者による採捕の影響調査

ということで、プレジャーボートや遊魚船による採捕量の調査を行うことを目的としてお

ります。 

 以上が資源回復計画関連予算でございますが、もう１つ、資料５－２ということで「漁

船漁業構造改革総合対策事業」というものがございます。これは資源回復計画とは直接に

は関連はないんですが、水産庁が今、基本計画をまとめておりまして、計画実施に当たっ

ての最大のポイント、予算の中でも 19 年度予算での最大のポイントと言われているもので

す。 
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 これは昨年 10 月の広域漁業調整委員会のときにも丁寧に説明しましたが、簡単に言いま

すと、地域やグループごとに官民が連携してプロジェクトを立ち上げて、収益性の向上に

つながる新しい操業体制への転換を促進する。これまでは量を重視、とにかくいっぱい獲

ればいいんじゃないかという体制だったんですが、収益性重視、すなわち量から質への転

換を促進する。２点目がリース事業による代船建造の促進、３点目が低コスト生産を目指

す漁船団のスリム化・合理化ですね。この３つがポイントです。 

 昨年の 10 月の説明と大きく違うところは、このページの２．プロジェクトに基づき漁船

漁業の構造改革を推進の(1) 抜本的な収益性向上につながる新操業体制の確立というのが

ございますが、当初は３年間とにかくリスクフリーで立ち上げてということを考えていた

んですが、財務省と折衝していく間にいろいろ条件がつけられまして、損失が出た場合に

は用船の船主を含む事業主体も負担しろということになりました。すなわち国と漁業者が

50％・50％の負担をするという条件がつけられたのが前回の説明との大きな違いでござい

ます。 

 私からの説明は以上です。 

○橋本課長 それでは引き続き、私、計画課長の橋本でございますが、資料５－４に基づ

いてフロンティア漁場整備事業につきまして御説明をさせていただきたいと存じます。 

 今、水産庁は、19 年度以降に新しい施策をどのようにやるかということで、水産基本計

画であるとか、漁港漁場整備の長期計画の見直しという作業を行っているわけでございま

すが、特に我が国周辺水域の資源量の低迷に対してどのような手を打つべきかということ

で、いろいろ考えている次第でございます。 

 下のグラフをご覧いただきたいと存じますが、その中でも沖合漁業の低下に心を悩まし

ておりまして、どのような施策ができるのか考えているということでございますが、先ほ

ど大橋さんから説明があったと思いますが、資源回復計画の中では、漁獲努力量の低下と、

積極的な資源の培養、及び漁場環境の保全という３つのツールがあると思うんですが、そ

の中の資源の培養あるいは漁場環境の保全といった部分には漁場整備事業でいろいろ貢献

できる部分があるのではないかと考えている次第でございます。 

 沿岸漁業につきましては、これまでも都道府県や地方公共団体、市町村などが行ってい

る事業に対して国が助成をするという形で漁場整備を実施しておりますが、今まで整備し

たものの 90％以上が、地図で見ていただきますと黄色いエリア、領海の中に限られている

という状況でございまして、沖合域、領海を越えたところでの漁場整備というのは、技術
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の面もございますが、都道府県ではなかなか手が出せないということから、全くできてい

なかったという状況でございます。 

 こういう中で、今後、沖合域の漁場の整備を通じまして資源回復を図るという意味から

事業を実施したいと考えているところでございまして、１枚めくっていただきたいと存じ

ますが、今般、新しく 19 年度からフロンティア漁場整備事業というものを立ち上げること

としております。これは、領海の外の排他的経済水域におきまして、国が資源を回復する

ための施設整備というのを資源回復計画などと連携をして実施することにより、水産資源

の生産力を向上させたいという事業でございます。 

 事業の内容といたしましては、第１号としては山陰地方のズワイガニ・アカガレイの産

卵・成育にわたるエリアについての保護育成礁を置くという事業を考えておりまして、初

年度としては、設置に必要な調査であるとか、測量であるとか、そういったことを実施し

たいと考えている次第です。 

 この仕組みですが、国が事業主体となりまして、４分の３を国が負担をするわけですが、

残り４分の１に関しては関係する都道府県が分けて御負担をいただくという形で事業を進

めたいと考えているところでございます。平成 19 年度の予算としては１億 2,700 万円、

これで測量等を行いたいと考えているところでございますが、これには法律改正が必要で

ございまして、現在、漁港漁場整備に関する法律の改正を検討しておりまして、今国会で

これらについては成立させたいと努力をしているところでございます。 

 もう１枚おめくりいただきたいと存じますが、具体的なフロンティア事業実施の流れを

御説明したいと存じます。３段階に分かれておりまして、まず一番上はどういうところを

事業の対象として選ぶかということですが、漁場整備を行う対象の魚種を、ＴＡＣやＴＡ

Ｅといった資源を保護するものをやっている魚種に限るというふうにいたしました。あわ

せて、資源回復計画を現に実施するものと連携する、それが必要であるというふうに要件

として考えました。これは、我々は魚礁を設置するだけではなくて、設置した魚礁が持続

的に利用されて資源の回復に寄与するためには、こういった措置と連携をする必要がある

と強く感じているために、こういうことを法律に盛り込もうと考えているところでござい

ます。 

 また、海域については、これまでどおり領海内については地方公共団体主体に行ってい

ただきたいと考えておりますので、領海外について、ＥＥＺの中をこの事業の対象とした

いと考えているところでございまして、これらについては関係都道府県と協議をしながら、
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どういうところを設定するのか考えたいというのが１つ目の枠でございます。 

 それから、２つ目の枠でございますが、このエリアを設定いたしましたら、具体的にど

ういう事業を行うか、法律に基づきます特定漁港漁場整備事業というのを立てるわけです

が、これを立てるに当たりまして、関係の広域漁業調整委員会の御意見を承って定めたい

と考えているところでございます。 

 それから、毎年度につきましては、それぞれの事業を実施する際に各関係する県の同意

を得て、議会の議決等も経た上で、当然、関係する都道府県は彼らの管轄する漁業との調

整も必要になるということから、こういうようなことを経て事業を進めていきたい。こう

いう３段階に分けた仕組みで事業を実施していこうと考えているところでございまして、

これからも漁業調整委員会の意見を諮りながら実施をしていくということになりますので、

何とぞよろしくお願いしたいと存じます。 

 御説明は以上でございます。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 報告事項は以上でございますか。 

 ただいまの情報提供ということで、何か御質問等ございますか。 

 どうぞ、齊藤委員。 

○齊藤洋一委員 ただいまの説明でちょっとお伺いしたいことがございます。フロンティ

ア漁場整備事業の概要、２ページの事業内容。日本海西部海域において、ズワイガニ・ア

カガレイの産卵・成育。水産庁は、ズワイガニ及びアカガレイが大体どの辺で産卵してい

るかということは把握しておるんでしょうか。 

○橋本課長 これまで私ども、補助事業で、福井県であるとか、京都府であるとか、こう

いうところのズワイガニ等の保護礁というのを整備でやらせていただいておりまして、そ

の際にＲＯＶ等を入れて資源がどういうふうになっているかというのを確認をして、それ

らを御報告をいただいている次第でございますが、水深 200 ｍから、もうちょっと深いと

ころのエリアというのを、そういうのが見られるのではないかと考えておりまして、ただ、

事業を実施する際には、今回も調査費をやっておりますが、具体的にどのようなところで

資源がなっているかというのを確認しながら進めていきたいと考えている次第でございま

す。 

○森本会長 よろしゅうございますか。 

○齊藤洋一委員 この地図、５－４、私どもの若狭湾が領海内水域、この地点で今まで沈
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潜魚礁及びブロック礁なんかの事業をいろいろやってもらっているんですが、我々は 40

年以上、うち回しの底びきなんですけれども、経験からすると、アカガレイについて言う

と、産卵するのは 100 ｍよりまだ浅いところまで入ってくるというようなことがあるんで

すね。大体 100 ｍから 150 ｍの間。ズワイガニについて言うと、我々はセイコガニと言っ

ているんですが、石川あたりではコウバコガニ、雌ガニですね、これが大体 230 ｍぐらい

で雄ガニと生息域が同じになっている。 

 水深としては余り深いところにやっても、産卵云々の話になってくれば当然そこらの調

査も必要ですし、産卵しないところへやったって意味がないという観点から、先ほど水産

庁はズワイガニの産卵、アカガレイの産卵についてどれだけ把握しているかということを

お聞きしたんですけれども、そういうことで言いますと、私どもの福井県は越前ガニとい

うことで、カニに依存している県なんですね。今までもいろいろやってもらってはきてい

るんですが、特に雄のズワイガニというのは、ミズガニが脱皮してズワイガニになるとい

う観点から、一、二年前から、甲幅をかなり大きくして、９cm を 10cm にしたり、お隣の

京都府とか石川の場合は今、１府６県の中で 11cm とかいうことで、それ以下のものは獲っ

ちゃならんようなことを、これは独自の、県それぞれの考え方でやっているんですが、１

府６県の話になりますと大体９cm でしたかね。ミズガニについては。ミズガニというのは、

脱皮して、それを何遍も繰り返して雄のズワイガニになるということなんですね。 

 それからすると、去年から今年にかけての私どもの県下における雌ガニの漁獲量は増え

ています。確かに少しは増えているんですが、雄になるミズガニがちょっと漁獲量的には

減っているという感がございまして、私どもの越前町漁協においては、漁業者の間から、

以前打ってもらった魚礁、ブロック礁を、ミズガニの生息域、漁業者は大体どこに何が入

るというのが分かるんですね。その辺へまたやってもらえないかと、先般、福井県の水産

課にお願いしたんですが、５年ごとの切りかえの予算づけがあるというんですか、そうい

う関係で、平成 22 年まではそういうお申し込みがあってもちょっと無理だろうというお話

があったんですが、ズワイガニあるいはカレイの魚礁についてそういうお考えがあるなら

ば、それぞれの県の水産課あたりの御意見も参考にしていただきたいなと思います。 

 この意見についてはその他の意見という感じになったかもしれませんけど、よろしくお

願いします。以上です。 

○森本会長 要望ということでございました。ありがとうございました。 

 福田委員、どうぞ。 
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○福田委員 資料５－１の一番下のところに遊漁採捕量調査事業というのがありますけれ

ども、これに予算が２年間ほどついて、プレジャーボートとか遊漁船が対象魚種に与える

影響評価を行うために予算をつけたということですけれども、２年間でこれができるわけ

ですね。その辺はいかがですか。 

 それと、有明海のガザミの方にもこれを適用するんですか。 

○大橋課長補佐 まず最初の質問から言いますと、とりあえず２年間やって、延長するか

どうかは、またその時点で判断すると思います。 

 有明海のガザミが対象になるかどうかも、現段階ではイエスともノーとも言えません。

まず、特定の地域の遊漁の採捕量だけでなくて、内水面も含めて遊漁の採捕調査。おのず

から優先順位は出てくるかと思いますが、現時点においては、どこで何をするかまでは決

まっておりません。 

○森本会長 よろしゅうございますか。 

 

                （３）そ の 他 

 

○森本会長 それでは、議題の(3) のその他でございますが、何か委員の皆様方でありま

すでしょうか。 

  野村委員、どうぞ。 

○野村委員 非常に難しいことだということは分かっております。回答は要りませんけど、

鹿児島県から要望がございましたので一応伝えておきます。 

 鹿児島県の場合は資源管理が、個別にやっているもので、燃油が高騰して非常に経営も

苦しくなっている。支援事業の中に組み込んでもらえないかということが１点と、イルカ、

クジラ対策に対しても何とか対応できないかという要望がございましたので、一応伝えて

おきます。回答は要りません。 

○森本会長 ありがとうございました。要望ということでございます。 

 松井委員、どうぞ。 

○松井委員 温暖化のことなのですけれども、マスコミあるいはドキュメンタリー映画、

国際的な環境機関等が、二、三十年後には海水温も一、二度上がるだろうというふうな問

題が出ておりますが、そのあたりで、早いうちからその対策といってもなかなか難しいこ

とだろうと思うんですけれども、温暖化で海水温が上昇して、魚種、あるいは漁期だとか、
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変わる可能性があります。そういうふうなところで水産庁も、以前から考えておられるの

か、あるいは、現在の取り組みといいますか、そういったことをお尋ねしたいんですけど。 

○森本会長 温暖化の影響についての現状なり、取り組みということの御質問でございま

すが、何か。 

○小池課長補佐 担当が違うのであれなんですが、今お話がありましたとおり、地球温暖

化に関する調査・研究、それからシミュレーションというのがいろいろなところで行われ

ているわけでございますが、水産庁、また農林水産省におきましても、これまで平成 14

年、15 年と、地球温暖化に対応した漁場・漁港漁村対策調査ということで、地球温暖化が

生態系や漁場漁村環境に与える影響の予測、またその対応方向という検討を行ってきてお

ります。 

 また、平成 18 年から平成 22 年までの５カ年間の予定でございますが、農林水産省にご

ざいます農林水産技術会議のプロジェクト研究としまして「地球温暖化が農林水産業に及

ぼす影響の評価と高度対策技術の開発」というテーマで、水産分野におきましては独立行

政法人水産総合研究センターと大学が連携して、藻場における炭素循環、温暖化が漁業、

養殖業に及ぼす影響に対処する技術開発、水産業に与える影響評価と将来予測といったテ

ーマで調査研究を行っているところでございます。こういった調査を通じて地球温暖化が

水産業に及ぼす影響について引き続き検討等を進めていくことが重要であると考えており

ます。 

○松井委員 どうもありがとうございました。なかなか難しい問題だろうと思いますが、

ぜひ真剣に取り組んでいってほしいと思います。 

 実際に漁業者からその問題を提起されると、本当に我々は困っているんですね。どうし

てやればいいのか、緯度経度からして南方系の漁業種に変わっていくのかどうかというふ

うなことで、漁業者も非常に危惧を抱いています。資源管理の中でも、せっかくいろいろ

対応しておりますけれども、そういったところで崩れてくる可能性もありますので、非常

に難しい問題だろうと思いますが、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。 

 地元の漁業者から温暖化についていろいろ御質問等があるということで、国全体として

も取り組みをしていこうということでいろいろプロジェクトを組まれているという御説明

がございました。 

 櫻本委員、どうぞ。 
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○櫻本委員 ここで御質問するのが適当かどうか分からないんですけれども、先ほどから

いろいろ問題になっておりますし、資源学的に見ても、遊漁船の漁獲が資源に与える影響

というのはやはり大きいだろうと思うんですね。それで、調査をするということですが、

調査をするにしても時間もかかりますし、お金もかかりますし、やること自体はぜひやっ

ていただきたいんですが、遊漁船が例えばどの程度人を乗せているかとか、どの程度漁獲

をしているかというようなことを報告していただくようなシステムをつくった方がいいん

じゃないかなと思うんですが、それはどういうところで議論すればよろしいんでしょう。

それについてお聞きしたいんですが。 

 例えば何人乗せたとか、何日操業したとか、今はそういう報告義務はないわけですね。

全くデータとして分からない状態になっておりますので、そういうのをデータとしてとら

えるためのシステムをつくるといいますか、法体制をつくるといいますか、そういうのが

必要じゃないかな。 

○大橋課長補佐 御質問は、どんな魚をどれだけ獲っているかということに加えて、遊漁

者の努力量ですね。そういうデータもとってはどうか。 

○櫻本委員 普通、漁船の場合ですと漁獲成績報告書とか、そういう義務がありますね。

遊漁船はそういう意味では今は全くない状態ですよね。そういう点について。 

○大橋課長補佐 分かりました。担当が沿岸沖合課のものですが、伝えておきまして、そ

ういうデータも可能な範囲でとれるように、検討してみたいと思います。 

○森本会長 よろしいですか。 

 齊藤さん。 

○齊藤洋一委員 今の遊漁の問題ですが、魚種は何を獲ってもいいんですか。どんなもの

を採捕しても構わんということになっているんですか。例えばプレジャーボートであった

り、沖へ出て、専業漁業者とのトラブルがあるんですけれども、何を獲ってもいいんです

か。お聞きしたい。 

○大橋課長補佐 去年の 10 月にアナウンスしたんですが、広域漁業調整委員会は資源に着

目して意見交換する場でありまして、皆さん御存じかと思いますが、いつか遊漁を含めた

資源管理のあり方について特別議題でやろう。昨年の３月は広域漁場整備のあり方という

ことをテーマにしたんですが、今回、遊漁も含めた資源管理のあり方をテーマにしようと

思ったんですが、時間的な制約もありましてできなかったので、それはぜひ次回にやりた

いと思っていますし、事前に皆様方にアンケートをしたいと思っていますので、そのとき
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にそういう質問をしてください。意見でも何でもいいですから。お願いします。 

○齊藤洋一委員 分かりました。 

○森本会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局から何か報告することがありますか。 

○小池課長補佐 それでは１点御報告させていただきます。 

 本委員会には、日本海北、日本海西、九州西と、３つの部会が置かれております。各部

会におきましては、各部会の管轄水域内で完結する資源回復計画等について調査・審議を

していただいております。その状況について本委員会に報告することになっておりますの

で、簡単に御報告させていただきたいと思います。 

 まず、本委員会に先立ちまして本日、第 12 回九州西部会が開催されております。九州西

部会におきましては、本委員会での委員会指示について御審議をいただきましたが、九州・

山口北西海域トラフグ資源回復計画、それから、鹿児島、沖縄で取り組んでいただいてお

ります南西諸島海域マチ類資源回復計画、この２つについての取り組み状況及び有明海ガ

ザミ資源回復計画の検討状況について報告がされております。 

 それから、明日になります。会場はここの会場から、昨年の 10 月に会議をやりました御

茶の水のホテル聚落というところに変わりますが、午前中に第 12 回の日本海北部会、午後

に第 12 回の日本海西部会が開催される予定となっております。まず日本海北部会におきま

しては、新しい魚種別資源回復計画になりますスケトウダラ日本海北部系群資源回復計画

及びマダラ睦奥湾産卵群資源回復計画、この２つの新しい計画について御審議をいただく

とともに、現在実施中の日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の取り組み状況につ

いて御報告をさせていただく予定でございます。 

 また、明日の午後開催されます日本海西部会におきましては、現在実施中の日本海西部

あかがれい（ずわいがに）資源回復計画の取り組み状況について御報告させていただくほ

か、今も橋本課長から説明させていただきましたが、フロンティア漁場整備についての情

報提供を行う予定でございます。 

 以上、簡単でございますが、各部会の状況について御報告させていただきました。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 明日も２つの部会が開催される予定となっているということでございます。新しい資源

回復計画も議題になっているようでございますので、関係の委員の皆様方にはどうかよろ

しくお願いいたします。 
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 それでは、事務局から次回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 本委員会についてでございますが、例年ですと次回は 10 月ということで

ございますが、先ほど説明をいたしましたフロンティア漁場整備に係る特定漁港漁場整備

計画の作成に当たり本委員会の御意見を聞くという手続が今後必要になってまいります。

その関係もございまして、次回の委員会は例年より早く、７月の中下旬ごろに開催したい

と考えております。具体的な日程等につきましては、会長を初め委員の皆様方の御都合を

お聞きしながら追って御連絡させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○森本会長 ありがとうございました。 

 次回の本委員会は、資源回復計画だけでなく、フロンティア漁場整備事業に係ることも

議題として７月中下旬の開催を予定しているということでございますので、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て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いただき、ありがとうご

ざいました。 

 なお、議事録署名人に指名させていただきました福岡県の松井委員及び農林水産大臣選

任委員の宮本光矩委員のお二方には、後日、事務局から本日の議事録が送付されますので、

よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして第９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 

 


