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漁業者代表 田 中 猛
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４ 議 題

（１）有明海ガザミ資源回復計画に係る広域漁業調整委員会指示について

（２）フロンティア漁場整備事業の計画策定について

（３）その他
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５ 議 事 内 容

１．開 会

○事務局（坂本管理課課長補佐） 一部委員、少し遅れていらっしゃるようですけれども、

定刻となりましたので、ただいまから第 15 回日本海・九州西広域漁業調整委員会を開催

いたします。

本日は北海道の市山委員、それから新潟県の小田委員、兵庫県の吉岡委員、それから福

岡県の中園委員が御欠席の予定で、定足数であります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同法第 101 条の規定に基づき本委員会

は成立していることを御報告いたします。

それでは、議事進行を橋本明彦会長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

２．挨 拶

○橋本会長 会長を仰せつかっている橋本でございます。

お忙しい中、委員の皆様方におかれましては第 15 回の日本海・九州西広域漁業調整委

員会に出席いただいて、ありがとうございます。

また、本日は会場が少し寒うございますが、事務局から冒頭に謝れと、こう言われてお

りますので、４月になりましたら経費節減の関係で暖房が入らないようです。あとは闊達

な意見交換で自分で暖まれと、こういう趣旨のようでございますので、時間までお付き合

いをお願いいたします。

さて、本日の委員会は前回の本委員会においても議論のございました有明海のガザミ資

源回復計画に係る広域漁業調整委員会指示、それからフロンティア漁場整備事業の計画策

定についてという２点について御審議をいただくことになっております。

委員の皆様方におかれましては、どうぞよろしく審議の方、お願いいたします。

さて、本日の委員会でございますが、水産庁から町田長官ほか多数の方が出席されてお

りますので、議事に入ります前に水産庁を代表いたしまして、町田長官から御挨拶をよろ
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しくお願いしたいと思います。

それでは、長官、よろしくお願いいたします。

○町田水産庁長官 水産庁の町田でございます。

委員の皆様には週末、また大変お忙しい中を当委員会にお集まりをいただきまして、ま

ことにありがとうございます。また、平素から水産政策全般、なかんずくこの水産資源の

管理回復、こういった問題につきまして格別の御理解、御協力を賜っております。重ねて

お礼を申し上げる次第でございます。

皆様もうすでに御承知のとおりでございまして、この日本周辺水域の水産資源、まだ多

くの資源で適切な管理を必要としている状況にあるというふうに考えているところでござ

います。私どもとしましても、こういった状況に的確に対応していく必要があるため、水

産資源の管理・回復、これにつきまして重要な水産施策の課題の１つとして種々の政策を

展開しているところでございます。

本委員会におきまして御審議をいただいております資源回復計画でございますが、平成

13 年度からスタートいたしまして、国と都道府県で鋭意計画が策定されております。現

在、全国で 66 の計画が実施されている状況にあるわけでございます。昨今、国民の資源

管理に関する関心は極めて高いと考えられております。水産庁としてもこういった計画へ

の取り組みを着実に進めることで国民の皆様の負託、また御期待にしっかり応えていくこ

とが大事だと肝に銘じているところでございます。

また冒頭、橋本会長からもお話がございましたフロンティア漁場整備でございますが、19

年度から資源回復計画と連携いたしまして、我が国の沖合水域における資源生産力の向上

を図るといった観点から着手しておりまして、その第１号につきましては日本海の西部海

域におけますずわいがに、あかがれい、これを対象とした保護育成礁の整備を今進めてい

る状況でございます。22 年度から新たに九州の西方の海域におきましてまあじ、まさば、

まいわしを対象とした増殖場の整備に着手することとしております。この事業計画の策定

に際しましては漁港漁場整備法の規定に基づきます関係する広域漁業調整委員会の御意見

を伺うこととなっております。本日の委員会にその計画をお諮りさせていただくこととな

っております。どうぞよろしくお願いしたいと思います。

また現在、日本海の西部、九州西海域のまあじ、まさば、まいわしを対象といたしまし

た資源回復計画を実施中でございまして、関係漁業者の皆様から大変御理解、御協力をい

ただいております。その成果が大いに期待されているところでございますが、今回の第２
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号となりますこの漁場整備やこれらの資源回復計画の着実な推進にも貢献できると考えて

いるところでございます。

今後とも資源回復に取り組んでおられます関係者の皆様方のさらなる御協力をいただき

まして、資源回復計画、またフロンティア漁場整備事業を円滑に進めてまいりたいと考え

ております。

本日、委員の皆様方の活発な御審議を心からお願い申し上げまして、冒頭の挨拶とさせ

ていただきます。

本日はどうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○橋本会長 町田長官、どうもありがとうございました。

町田長官におかれましてはこの後の御予定の関係でここで退席されるということでござ

いますので、どうもありがとうございました。

○町田長官 よろしくお願いいたします。

○橋本会長 それでは、前回の３月の委員会開催後に水産庁幹部の人事異動があったとい

うことでございます。本日は４月１日付で新たに水産庁の資源管理部長に着任されました

江口洋一郎資源管理部長にも出席いただいております。

○江口資源管理部長 資源管理部長の江口と申します。よろしくお願いいたします。

○橋本会長 それでは、最初に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。

事務局からお願いいたします。

○事務局（坂本補佐） それでは、本委員会の事務局を務めます水産庁管理課の坂本でご

ざいます。私のほうから資料確認をさせていただきます。

お手元にお配りしております資料ですけれども、本日は議事次第、それから委員名簿、

配席図、出席者名簿、その後が本日説明させていただく資料、ホチキスどめのもので４点

ございまして、資料１－１、資料２－１、資料２－２、それから資料３、この４点でござ

います。

不足している資料等がございましたら遠慮なく事務局のほうまでお申し付けいただきま

すようによろしくお願いいたします。

説明の途中でも落丁等がございましたらその都度、お手数ですけれども、事務局のほう

にお願いします。

それでは、会長、よろしくお願いします。

○橋本会長 それでは、議事に入らせていただきますが、恒例のことではございますが、
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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 条により会長の私のほうから御指名を

させていただくことになっておりますので、僭越ではございますが、指名をさせていただ

きたいと思います。

都道府県海区選出互選委員からは青森県の角田順一委員、よろしくお願いいたします。

それから農林水産大臣の選任委員からは森脇寛委員、このお二方に本日の委員会の議事録

署名人をお願いしたいと思います。

お二人の委員の方、どうぞよろしくお願いいたします。

３．議 題

（１）有明海ガザミ資源回復計画に係る広域漁業調整委員会指示について

○橋本会長 それでは、早速ではございますが、本日の委員会の議題の（１）「有明海ガ

ザミ資源回復計画に係る広域漁業調整委員会指示について」という議題に入りたいと思い

ます。

では、議題につきまして、事務局から説明をよろしくお願いいたします。

○事務局（松本資源管理係長） 事務局を担当しております九州漁業調整事務所の松本と

申します。座って御説明させていただきます。

資料１－１をご覧ください。有明海ガザミ資源回復計画に基づく、がざみたもすくい網

漁業を一時的に禁漁とする広調委指示を遊漁に拡大することに係る手続の結果につきまし

て、まず御報告いたします。

前回、３月 16 日から 17 日にかけて開催されました第 14 回の日本海・九州西広域漁業

調整委員会におきまして了承いただきました方針に沿って手続を行いました結果、以下の

とおりでした。

１番目に関係県への意見聴取につきましては、３月 18 日付け 21 日委第１号により、日

本海・九州西広域漁業調整委員会会長から関係県（福岡県、佐賀県、長崎県及び熊本県）

知事あてに意見聴取を行いました。その結果、各県知事から、いずれも指示の発出につい

ては支障ない旨の回答を得ております。

２番ですが、パブリックコメントにつきましては、３月 25 日から４月８日までの間、
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意見公募を行いました結果、意見等は寄せられませんでした。

資料の２ページ目以降に別添としまして各関係県の知事からの回答文書の写しが出てお

りまして、２ページ目が福岡県、３ページ目が佐賀県、それから４ページ目が長崎県、５

ページ目が熊本県の各知事からの回答文書です。それから、６ページ目以降につきまして

は、委員会会長の方から各県の知事の方へ発出しました意見聴取の文書の写しを添付して

おります。

以上、結果の方を御報告いたします。

続きまして、この資料の 10 ページ目、資料をそのまま裏返していただきますと一番最

後の 10 ページ目に資料１－２というのがございますが、今の手続の結果を受けまして、

遊漁も含む形での委員会指示ということで御提案させていただきたいと思います。

それでは、読み上げる形で御提案させていただきます。

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第 24 号（案）

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 68 条第１項の規定に基づき、有明海におけるが

ざみの採捕について、次のとおり指示する。

平成 22 年４月 16 日

日本海・九州西広域漁業調整委員会 会長 橋本明彦

１ 指示の内容

有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律（平成 14 年法律第 120 号）

第２条第１項に規定する有明海において、平成 22 年６月１日から同年６月 15 日までの

間は、たも網その他のすくい網によりがざみを採捕してはならない。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成 22 年４月 16 日から平成 23 年３月 31 日までとする。

以上、御提案します。

若干補足いたしますと、１番の指示内容部分の最後のところで、「たも網その他のすく

い網によりがざみを採捕してはならない」ということで漁法を制限することによりまして、

遊漁も対象とする内容となっております。

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○橋本会長 ありがとうございました。

議題（１）の「有明海ガザミ資源回復計画に係る広域漁業調整委員会指示について」の

説明でございました。
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以上の説明に関しましては、この本委員会の前に開催されました九州西部会でも事務局

から同様の説明をいただいております。

ただいまの説明につきまして、委員各位から御質問等がございましたら承りたいと思い

ますが、何かございますか、よろしいでしょうか。

もし御意見等ございませんようでしたら、本委員会といたしまして、この有明海ガザミ

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の第 24 号、この指示を行う

ことで決定してよろしいでしょうか。

またあわせまして、今後の事務手続上、部分的な修正、あるいは文言の訂正等につきま

しては私に御一任いただきたいのですけれども、それで手続的にはよろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○橋本会長 ありがとうございます。

この委員会指示の発出によりまして、有明海において６月の１日から 15 日の間は遊漁

も含めて、たも網、すくい網による採捕が禁止となります。本措置についてはあらかじめ

関係先への指導等は行われているというふうに聞いておりますが、指示の趣旨を受けて、

遊漁船業者等に対しても関係各県と協力の上、さらに周知徹底が図られるよう、よろしく

お願いしたいと思います。

それでは、事務局においてこの委員会指示についての事務手続を進めていただくようお

願いいたします。

（２）フロンティア漁場整備事業の計画策定について

○橋本会長 続きまして、駆け足で申しわけありませんが、議題（２）「フロンティア漁

場整備事業の計画策定について」という議題に移らせていただきたいと思います。

本件につきましては、水産庁で本年度より事業を予定している五島の西方沖海域でまあ

じ、あるいはまさば・まいわしを対象とした特定漁港漁場整備計画というものを策定する

に当たり、漁港漁場整備法、これは第 19 条の第２項により、計画について事前に関係す

る広域漁業調整委員会の意見を聴くというふうにされている関係で、本委員会におきまし

て御審議いただくというものでございます。

それでは、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局（吉塚上席漁港漁場専門官） 水産庁整備課の吉塚と申します。よろしくお願い
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します。

資料につきましては２部ございます。資料２－１、それから資料２－２でございます。

今回、本委員会に意見を述べていただきたいのは基本的には資料２－２でございますが、

これは２－１のほうに概要を作成しております。

それでは、説明したいと思います。

まあじ・まさば・まいわし五島西方沖地区特定漁港漁場整備計画につきまして、まず１

ページ目をごらんください。１ページ、２ページ目はフロンティア漁場整備の制度の概要

でございます。この制度の概要につきましては３月にありました前回の委員会の際にも説

明いたしましたので、内容は割愛させていただきたいと思いますが、現状としましては、

２ページ目でございます。手続的にはフロンティア漁場整備をするための政令水域という

ものを指定した上で、それから今回の特定漁港漁場整備計画の策定を行った上にパブリッ

クコメントをかけまして、それが終わって、関係県に事業の負担同意を求めるという手続

になっております。政令水域につきましては、４月２日閣議決定、７日公布ということで

終了しております。

今回、広域漁調委にこの事業計画の案をお示しして意見をいただき、あわせて関係都道

府県にも協議し、その結果を踏まえてパブリックコメントをかけるという手続になってお

るところでございます。

事業が実施されるスケジュールといたしましては、関係県に負担の同意を求めて、同意

が終了した後、６月末から７月にかけて開始されるというスケジュールになっているとこ

ろでございます。

３ページでございますが、政令の具体的な規定でございますが、政令につきましては、

対馬暖流系のまあじ・まさばが生息し、あわせて漁場整備が可能な水域の水深概ね 200 ｍ

以浅という水域を指定しております。その中で適地を選定し、事業を実施するということ

になります。

４ページでございますが、４ページにつきましては現状の対馬暖流系のまあじ・まさば

・まいわしが近年、どんどん漁獲量が減ってきているという状況でございまして、こうい

ったことを踏まえまして、将来的な漁業活動の継続とか水産物の安定供給に支障が生じか

ねない、そのためには資源回復計画というものが１本の柱でございますが、それと連携す

る形でその増殖を図る漁場の整備を行うということで水産庁としては考えているところで

ございます。
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それから５ページ目でございますが、特に対馬暖流系のまあじ・まさば・まいわしにつ

きましては、東シナ海南部から九州及び日本海の沿岸・沖合域の広域に分布している。た

だ、その産卵場といいますのは各沿岸地域といいますか、東シナ海の中央部にもあるので

すが、日本近海におきましては五島周辺水域、それからずっと隠岐の周辺だとか、その辺

がまあじとかまさばの産卵場、育成場になっているというような状況で、五島近海という

のはその主要な産卵場の１つになっているということでございます。

事業の概要でございます。６ページでございますが、そのまあじ・まさば・まいわしの

増殖を図るということから、増殖を図るために一番有効だと思われます湧昇流といいます

か、要するに底層にある栄養塩を湧昇させまして、そこで植物プランクトン、それから食

物連鎖により魚の資源を拡大していくということを考えているところでございます。海域

としましては五島西方沖、整備予定位置につきましては北緯 33 度 08 分と東経 128 度 31

分というところに整備をしようと考えているところでございます。

７ページでございますが、その整備のイメージでございます。施設の内容につきまして

は、現在、小型のものでございますが、長崎県であるとか鹿児島県でこういったマウンド

形式の漁場整備というのがありますし、その実績を踏まえまして、基本的にはこういう形

でやっていきたいと考えているところでございます。事業費といたしましては、水深がか

なり深いところになりますので、それなりの値段がかかりまして、当方では一応 80 億円、

事業期間は 22 年から 26 年までの５年間ということで計画しています。それから、費用に

対する効果につきましては、これは学識経験者を交えました事業評価会におきまして一応

審査いただきまして、費用対効果は 2.56 あるという結果でございます。

以上が今回、本委員会に意見を求める特定漁港漁場整備事業計画の概要でございます。

よろしくお願いいたします。

○橋本会長 ありがとうございました。

五島西方沖で予定されているまあじ・まさば・まいわしを対象とした特定漁港漁場整備

事業計画の概要についての説明をいただきました。

ただいまの説明について御質問等があれば承ります。どなたか御質問等ございますでし

ょうか。

清野委員。

○清野委員 今御説明いただいた中で、この事業の効果についてなのですけれども、実際

にどういうふうにそういった人工的な湧昇流を起こす場ができて、回復するかのモニタリ
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ングというか、調査はどういう計画で何年間ぐらいどうやって行われるのかということを

伺いたいと思います。

○事務局（吉塚上席） 事前評価をやる際には、先ほど言いましたように小さいながらも

長崎県とか鹿児島県でもう実施している例がございますので、そういったところでどうい

う魚が集まっているのかとか、周辺で魚をとってみたらどのぐらいの資源量が増加したの

かとか、そういったものを大きい形に当てはまる形で費用対効果を計算しています。ただ、

何せ初めてなものですから、その学識経験者の人からは、引き続きモニタリング調査は必

要だということを言われていまして、今後、ROV であるとか、あるいは漁獲調査といい

ますか、要するに周辺の漁業者からの聴き取り調査だとか、そういったものは進めていか

なれければいけないというふうに考えております。

以上です。

○橋本会長 よろしいですか、清野委員。

○清野委員 私、ちょうどこの海域を調査している関係で、今設置予定のところは非常に

重要な漁場だと思います。その一方で、今非常に資源が厳しい状態で漁業者の方の収入が

ないというか、非常に低くなっている状態で、この漁場の効果が出てくるまでの間に、こ

れは御提案なのですけれども、事業費が 80 億というふうな形でありますので、この中で、

建造するだけではなくて、地域の漁場のことをよく知っている方にモニタリングの、実際

に調査に関わるようなそういうところに活躍していただけないかということを思っており

ます。

といいますのは、どうしても漁場整備のときに、インフラの部分に多く予算が配分され

ていると思うのですけれども、それを受益する人たちがその効果が出るまでの間にもう高

齢化が進んで次の若手がいない状況で、効果が出たときに漁師さんがいないということも

この地域で考えられるわけです。ですから、非常に若手で調査力があったり、いろいろな

漁業だけではない能力を持った方もおられますので、ぜひ、休業補償とかいろいろなこと

も今議論をされていますけれども、この海域のモニタリングをやはり漁業者参加で、そし

てそういう意味では所得補償のある部分もモニタリングの一部に自ら参加していただける

ような、そういった先進的な政策を打っていただければと思います。ちょっとこの場で言

うべきかどうかわからなかったのですが、ぜひ何とかいい整備にしていただきたいと思い

ます。

以上です。
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○事務局（吉塚上席） この件につきましては、関係漁業団体、それから沿岸の漁業協同

組合の会長会とか、そういうところでは一応事前に説明をしていますので、そういうとこ

ろもまた今後とも事業をやりながら説明をしていきますので、連携を漁業者と図りながら

事業を推進していきたいと考えています。意見として伺っておきます。

○橋本会長 よろしいですか。

○清野委員 はい、ありがとうございます。

○橋本会長 ありがとうございます。

ほかに御質問等ございますでしょうか。よろしいですか。

それでは、この議題の（２）でございますが、本委員会としてこの特定漁港漁場の計画

について、特に異議ない旨、決定をしてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○橋本会長 それでは、本委員会に提出された本計画について、本委員会としては異議が

ない旨決定させていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。

（３）そ の 他

○橋本会長 議事次第のその次、議題の（３）その他についてでございますが、水産庁の

資源管理部の宮原審議官から、クロマグロの資源管理をめぐる情勢についての御説明があ

るということでございます。

それでは、引き続きで恐縮ですが、説明を宮原審議官からお願いしたいと思います。

○宮原資源管理部審議官 水産庁の宮原です。座らせていただいて説明をさせていただき

ます。

資料３をごらんください。きょう皆様にこの機会に御説明したいというふうに考えてお

りましたのは、メディアを大変騒がせましたけれども、先月行われましたワシントン条約

の締約国会議、この会議の結果を受けて、これからどういうことをやっていかなければい

けなくなっているのかということを、沿岸の資源も含めてお話をさせていただきたいとい

うことでございます。

まず資料の第１ページでございますけれども、これは３月の 13 日から 25 日までカター

ルのドーハで開かれました第 15 回のワシントン条約締約国会議の結果でございます。こ
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の会議では別に魚ばかりでなく、たくさんの生物、植物も含めて 48 ぐらいの提案が出て

いたわけですが、その中で何といいましても一番話題をさらったのが大西洋のクロマグロ

でございました。大西洋のクロマグロにつきましては資源の状態が非常に悪い。特にこの

20 年間、非常に資源の減少がとめられない状態にあるもので、これについてモナコが附

属書のⅠ、全面的な取引の禁止をすべきであるという提案をいたしました。このモナコの

提案につきましてはアメリカも支持を表明し、欧州連合（EU）もこの提案について条件

つきで賛成ということで、相当の国が会議の前に賛成を表明しているという状況でござい

ましたため、大変心配された事態になったということでございました。

ただ、この結果につきましてはそこに書きましたとおり、会議の途中、18 日に第一委

員会というところで、これは第一委員会というところで最初に審議し、本会議でもう一回

審議して最終化するという仕組みなのですけれども、第一委員会でモナコの提案と修正す

る EU 提案、これは１年間発効時期を遅らすというだけの内容でございますけれども、そ

ういう２つの提案についての議論がなされました。

日本につきましては、もちろんこういった絶滅種を管理するような条約で扱うべきでは

ないということで反対の意見でございました。この大西洋のクロマグロについてはそこに

書きました大西洋まぐろ類保存国際委員会というものがあり、ここでしっかり管理をすれ

ばいいのだということ、それから附属書Ⅰになりますと全く貿易が禁止ということになり

ますので、漁業が否定されてしまうことになります。特に先進国、これはヨーロッパでご

ざいますが、EU は漁獲割当、総 TAC の６割を持っておりまして、そのうち大体６割方

は輸出しておりましたが、４割は自分の国内で消費するということで、仮に附属書Ⅰに掲

載された場合でも、漁獲割当の４割は自分の国内で消費するということができる。片や他

の途上国、日本も公海で漁業している国だったもので、これらの国々についてはみんな附

属書のⅠになりますと漁業は全面的に禁止ということと同じことになってしまいますの

で、大変不公平があるということがございました。こういったことで、アメリカ、ノルウ

ェー、ケニアなどは賛成したものの、途上国は大変大きな声で反対をしてくれまして、結

果としては、最後の（４）に書きましたが、EU の提案もモナコの提案も圧倒的な反対の

票を得て否決することができたということでございます。その結果、会議でも同等に認め

られて、そのまま最終的な結果となりました。

２ページ目をご覧いただきたいのですが、こういった結果を受けて、赤松大臣から会議

の直後に談話が出されております。談話をここで一々読み上げることはいたしませんが、
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要は、こういうワシントン条約のような非常に間違った機関で問題が取り上げられた理由

の１つというのは、資源管理が徹底していなかったということにある。こういった会議の

結果を受けて、ここで安心して忘れてしまうのではなくて、今後とも資源管理をしっかり

していかないことにはまたこういったことが起こるということがここに書かれてございま

す。また、日本としても、そういう日本の市場がたくさん買いすぎるから問題だという意

見もありましたので、日本の市場としても、地域漁業機関のルールに合わないものは一切

輸入しないつもりだということもはっきり明示されております。

また、これは大西洋のクロマグロ１種類に限ったことではなくて、日本の沿岸の魚も含

めて、やはり資源管理にしっかり取り組む、しかも国際機関で扱われる資源については特

にリーダーシップをとって日本がしっかり取り組むべきであるということも書かれており

ます。そしてまたその資源管理に取り組むに当たって、何も支援しないということではな

くて、資源管理に当たる漁業者の方々に対しては、そこには所得補償制度ということしか

書いてございませんが、支援措置もとりながら協力し、資源管理に当たっていくべきであ

るということを述べさせていただいております。

ということで、一番直近の問題としてクロマグロということなので、どうしても国際的

に注目が集まります同じクロマグロ、太平洋のクロマグロについての考え方、あるいはこ

れからの取り組みについて最後のページ、３ページ目に述べさせていただいております。

下のグラフを見ていただくとおわかりになるように、オレンジ色の部分が日本でございま

す。長年、もう 1950 年代から圧倒的な部分は日本の漁業によってこの太平洋のクロマグ

ロというものは漁獲されてまいりました。かつてはアメリカのまき網でとられたこともご

ざいますが、最近ではアメリカの漁獲は減り、それに代わってメキシコが増える、それか

ら後発で韓国ですとか台湾ですとか、そういった国々の漁獲も出てきておりますが、変わ

らないのは日本が圧倒的にこのクロマグロをとっているという事実でございます。

そこで大西洋の資源ですとか、ほかの資源と圧倒的にまた違う特徴がございますのは右

側の棒グラフでございます。ご覧いただければ非常に若い魚がたくさんとられているとい

うのがお分かりいただけると思います。これは別に特定の漁業というわけではなくて、沿

岸の漁業も漁船漁業、まき網漁業についても、小さい魚をたくさんとるという特徴を持っ

ているということがございます。こういったことで、こういった資源のとり方については

やはり国際的なスタンダードといいますか、基準から考えますと大きくしてからとるとい

うのが国内の資源管理の取り組みの中でも重要ですが、国際的な資源管理のスタンダード
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としてもそういう考え方が主流でございますので、こういったところでやはり取り組みを

していかなければならないということが明白になってくるということでございます。

そこで、このワシントン条約の会議もあったこともあったのですが、この会議の以前か

ら水産庁の中ではやはり太平洋のクロマグロについても積極的に自分の問題として資源管

理の取り組みをしなければならないのではないかということで問題提起をし、今後どうい

う資源管理に当たるのかということについての対応を取りまとめようということをやって

まいりました。

それが上に書いてある四角に囲った部分でございますが、検討分野としては資源管理を

ちゃんとやりましょうということ、これは簡単に言えば大きくしてからちゃんととる、そ

れからとる人たちはきちっとみんなだれがとるのかということをはっきりさせるというこ

とが大きな取り組みの内容になると思います。

それから、資源研究についても、どうしても国内のクロマグロについては今まで国際的

にはあまり取り上げられなかったということもあって、資源研究の取り組みもまだまだ立

ちおくれている部分がございますので、これについても漁獲情報をまず集め、それから調

査研究、これは魚の回遊も含め、それから産卵場、あるいは産卵期、こういったものにつ

いてもまだまだ基本的な情報が欠けているもので、こういったものも集中的に調査をして

いこうということ、それから完全養殖の話はテレビでも相当報道されましたが、こういっ

た新しい技術についての研究も進めていかなければいけないということでございます。

それから３つ目は、当然のことながら、これから国際的にいろいろ問題の対象としてこ

の太平洋クロマグロはあがっていくことが大変予想されることでございますので、他の漁

業国である韓国、メキシコなどともよく協力しながら、この管理機関でございます中西部

太平洋のまぐろ類の委員会（WCPFC）で合理的な管理、理不尽な規制強化を避けながら

合理的な管理をさせていくというための取り組みが必要となります。

こういったことで、こういった分野についてどういう対応をするかという基本的な取り

組みについては５月の半ばに発表させていただきたいということで、今その内容の詰めを

始めました。このために関係県の方々ですとか関係の漁業者の方々からも今月いろいろ意

見を聴かせてもらっておりまして、これまでも意見を聴かせてもらっております。５月に

発表する内容というのはそれでも、要するに基本的にはどういう方向で取り組むかという

内容でございますので、具体的な取り組みについてはそれ以降、これから皆様方と相談し

ながら各分野について取り組みを明確化し、実施に移していくということでございます。
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こういったことで今後とも関係者の方々とよく意思疎通をしながら、必要な支援措置も

ちゃんと考慮しながら、この資源管理に向けて取り組んでいきたいというふうに考えてお

りますので、今日この機会に御説明させていただきました。

ありがとうございました。

○橋本会長 ありがとうございました。

カタールのドーハで行われた CITES の締約国会議、その結果につきましては私も関係

する業界の一部に身を置く者として、町田長官や宮原審議官を初めとする関係者の方々の

並々ならぬ苦労の結果に対して改めて御慰労申し上げたいというふうに思います。

しかし、今、審議官からの説明にもありましたとおり、今後、我が国は地域漁業管理機

関とか各国の資源管理に対して、従来にも増して強いリーダーシップを発揮していかなけ

ればいけない。それに加えまして、我が国の周辺水域におけるこの太平洋のクロマグロの

問題等についても、自らの資源管理を強化していく必要があるという説明でございました。

御存じのとおり、本委員会の所掌の区域、日本海・九州西においてもクロマグロはさま

ざまな生育ステージで曳縄、まき網、一本釣りあるいは延縄といったいろいろな漁法で漁

獲利用されている。まさに当該魚種の広域的な資源管理についても本委員会、あるいは太

平洋側の広域委員会、そういったところとの連携というものが資源管理の一部として必要

になってくるということになるかもしれません。

委員の皆様方からも、ただいまの宮原審議官からの説明につきまして、せっかくの機会

でございますので、何か御質問、御意見等がございましたら承りたいと思いますが、何か

ございますか。

田中委員。

○田中委員 ２点だけ私のほうからお願いがございます。我々漁業者にとって資源の維持

は大前提であり、またまき網業界としても可能な限り協力をしていきたいと思っておりま

す。しかしながら、仮に例えば休漁をするとか、とり控えをするとなれば昨今の厳しい経

営環境の中でさらに痛みを伴う取り組みになりますので、極端なものとならないよう、ま

た国としてこれまで以上にしっかりとした経営支援をお願いしたいと思います。もう一つ、

また当然のことながらこの取り組みについては特定の業界だけに押し付けることなく、関

係する漁業者全体の取り組みとなるようにお願いしたい、この２点を特によろしくお願い

したいと思います。

以上です。
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○橋本会長 ありがとうございました。

何か水産庁のほうで。

○宮原審議官 おっしゃるとおりだと思います。全員で取り組む体制をつくるというのは

大変大事なことだと思います。それから、先ほどから申し上げているとおり、痛みの部分

に対してはそれなりの支援策というものを考えなければならないということは特にありま

す。それから、この漁業の特徴として、小さいものをとっている人たちが大きくしてから

とれるかというと、そうとは限らないケースが非常に多いもので、小さいのをとり控えて

その果実は他の漁業者の方がとるという関係も結構出てくるので、そういったことも全体

的に考慮しながらやらなければならないというふうに思います。

ただ、よく御理解いただきたいのは、今回のドーハの会議でも、あるいは他の国際会議

でも盛んに最近言われますのは、経済的な要因、あるいは社会的な要因、こういったもの

を資源管理の資源の保存よりも先に考えることはやめろ、資源の保存を先に考えてくださ

い。それに伴って何をしなければいけないかということについてはよく痛みを和らげ、ど

うやってやっていくかということは考えてくださいということを言われております。とい

う意味で、大臣談話のほうにもそういう書きぶりで書いてあるということは御留意いただ

ければと思います。決して極端なことをやるということではないのですが、そういう考え

方にやはり沿っていかないと、どうしても経営が苦しいから資源が悪くなってもとり続け

るという議論はなかなか通らなくなっているということは御理解いただきたいと思いま

す。

○橋本会長 ありがとうございました。

ほかに御質問等ございますでしょうか、森脇委員、どうぞ。

○森脇委員 先ほど審議官のほうからも話がちょっと出たと思いますが、現在、私どもが

操業している海域は日韓の EEZ と、それから暫定水域の中ということでございまして、

そこでは韓国も漁場が競合しているわけなのです。したがいまして、資源管理につきまし

ては日本国内だけで済むものとは思いませんので、韓国にも資源管理についてはしっかり

していただきたいというふうに思います。これは日本海のかに篭につきましてもそういう

経緯を聞いておりますので、まぐろ類につきましても強力にそれを推し進めていただきた

いというふうに思います。

以上です。

○橋本会長 ありがとうございます。
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○宮原審議官 韓国については、御案内のとおり我々も大変問題意識を持っております。

幸か不幸か、韓国がとりますヨコワについては大半が日本に輸入されるという関係がござ

いますので、今、輸入のほうのチェックを今年から大変強めました。韓国に対しての働き

かけについても、先日、副大臣が行っていただいて話し合いをするなど、これから働きか

けを強めていきたいと思います。これも全く同じで、関係者が参加しない、誰かが参加し

ないというようなことがないように、ちゃんと働きかけていきたいというふうに考えてお

ります。

○橋本会長 ありがとうございます。

他に何か御質問、御意見等、何でも結構でございますが、齊藤委員。

○齊藤（洋）委員 ちょっと私の発言はこの広域調整委員会でのところでの発言と場違い

かもしれませんけれども、実は私ども漁業者、特に漁船漁業を営む者にとりまして、昨今

またじわじわと重油が上がってきているのですね、重油。これは今、私どもの県下では一

応 75 円ということで先日漁連のほうから通達がありました。私、今この名簿を見ますと

道府県の方、この中で私の感触としましては恐らく他府県の漁連の会長さんだろうと思い

ますけれども、６名ぐらいはおられるのではないかと思いますが、燃油高騰に関わる問題

としては恐らくこういった漁連、全漁連などでも議論がなされておりましょうけれども、

私どもも広域委員会の１つの漁業者の代表としてここに出させてもらっているのですが、

今ほど言いましたように、本当に場違いであろうけれども、きょうは水産庁の方もお見え

になっているので、昨年でしたか、ものすごく重油が高騰したときに 87 円が一応基準と

なって、それ以上超えたものについては国が何らかの施策をやるというようなことで予算

付けをされてやっておられましたけれども、あれはまさに絵に描いたもちとなって、それ

は一部はその漁業関係者に対してかなりの恩典はあったと思いますが、それ以外はほとん

どあの予算化はされたけれども、十分でなかったと思いますね。今回こういった形で今じ

わじわと 75 円から、まあどうなるかわかりませんけれども、上がってくる状況の中で、

ずっと上がったときにそういう施策を講じるのではなくて、昨年来そういう経験を持って

いるわけですから、そこらあたりのことはやはり水産庁の方、特に我々のトップの方が今

日お見えになっているので、そこらのあたりをどのように考えておられるか、ちょっと場

違いな質問であろうかと思いますが、ひとつお伺いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。

○橋本会長 宮原審議官、まぐろの話からちょっと……。
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○宮原審議官 前の燃油のときには全く本当に予想しないような大変に上がり方をして、

また予想しないような急な下がり方をして大変後手後手になったということの反省があり

まして、新しい対策をとっていますので、ちょっとそれを長谷課長のほうから。

○長谷沿岸沖合課長 20 年のときの全国一斉休漁がありまして、大変な暴騰で混乱した

わけですけれども、あれで大運動をして、齊藤委員が言われる省燃油操業の実証事業とい

うことで予算をとりましたけれども、基準値を 19 年末ということでやっていたものです

から、言われるとおりのことだったと思います。

その経験、反省を踏まえまして、22 年度の予算で燃油関係のセーフティネット予算と

いうもので事業を開始しております。これについては 86 円とか、そういう基準値を置く

のではなくて、暴騰したときに、それまでに事前に漁業者が積み立てをしておいて、国費

の部分と合わせてすぐにお金の支援ができるようにということでセーフティネット予算を

立ち上げたところですので、今まだ精力的に事業説明もしておりますし、受け付けもして

いるところだと思いますので、ぜひそういうものを活用していただきたいというふうに思

っております。

○齊藤（洋）委員 だから、そこの下で支える部分の金額は 20 年度のときは 80 何円でし

たけれども、今まさに 75 円などといったら、我々漁船漁業はもうやっていけませんです

よ、これ。特に原油が上がることによって我々漁船漁業に使用するものすべて、燃油はも

ちろんのこと、ロープ資材、網資材、すべて原油が上がったことによってトット、トット

と上がっていく。しかも、これはうたい文句ではないですけれども、相変わらず、昭和 37、38

年、40 年以降、魚価の低迷という言葉がずっとおどっていますね。どんな水産会の会議

でも魚価の低迷によって漁業者がどうたらこうたらという、そういうことからすると、我

々はいわゆる経営する経費の部分では上がりっぱなしで、魚価にそれが転嫁されない。こ

んなことを言ってはなんですけれども、例えば重油が上がることによってお風呂屋さんが

重油をたいているとすると、例えば５円であった風呂賃を重油が上がりましたから１円で

も上げてくれという、これは上げられるのですね。ところが、我々が生産してくる魚につ

いては、今重油がこれだけ上がるから、例えばカレイならカレイを、それなら今まで 100

円で売ったものを 120 円で買ってくださいと言ったって、これは到底買ってもらえること

はないのですね。というと、我々はまさに経費だけ上がっていって、そして我々がとって

いる生産物が以前からずっと同じ価格では、当然これは小学校の子供でも分かりますよ。

経費が上がって、物を売ったときの価格が全然上がってこないということは、当然これは
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もう小学校の子供でもわかるような算術なので、そこらのことをもっともっと十分に、今

の現状、漁業者の現状を隅々までやはり水産庁の方、お偉い方は各都道府県を回りまして

浜の声、生の声をもっともっと聞いていただいて、そういう対策をやはり講じていただき

たいと思います。よろしくお願いします。

○長谷沿岸沖合課長 では、ちょっとだけ。

○橋本会長 はい。

○長谷沿岸沖合課長 そういう浜の声を、現状を踏まえて施策を当然考えていきたい、も

っともっとやっていきたいというふうに思っておりますが、参考までに、政権もかわりま

して、漁業所得補償政策というものを検討していこう、23 年度にも立ち上げていこうと

いうことで検討しておるところですので、その中では魚価のアップの取り組みですとか省

エネだとか従来どおりやっていかなければいけないと思いますけれども、それだけではな

かなか対応し切れていないということを踏まえて、収入安定策とか、あるいは先ほど言っ

たようなセーフティネットで、コストで一番変動するのは漁船漁業は油だし、魚類養殖で

あれば餌というようなことなので、そこのセーフティネットの事業をつくりましたので、

そういうものを組み合わせる中で収入の安定、あとコストの変動の緩和策を組み合わせた

中で所得の安定策ということで今鋭意検討しておるところですので、またその検討過程に

皆さんの声をどんどん出していただいて反映していったらいいというふうに思っておりま

すので、どうぞよろしくお願いします。

○齊藤（洋）委員 よろしくお願いします。

○橋本会長 ありがとうございました。

新しく水産庁が検討しているような所得補償政策に浜の声が生かされるような方向でと

いう御意見でございましたね。

清野委員、まぐろの方のお話ですか。

○清野委員 はい。今日は審議官から直々に御説明いただき、どうもありがとうございま

した。

このまぐろの問題に関しては本当に漁業関係者だけではなくて、消費者や流通の方々も

非常に心配をしたと思います。そういった気持ちがまだあるうちに、ぜひそういった流通

や消費者が何かこういった資源の管理や回復や、あるいは魚価の安定に何か一般の人も協

力できないかというようなことはときどきお声があります。どういうふうな総合政策にな

るのか分かりませんが、やはり漁業関係の方だけでこの痛みを負担するのではなくて、ぜ
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ひそういった施策をとっていただきたいということがございます。

それに関して、実は有明海の環境悪化のときに、御存じのように特別措置法というのが

できまして、総合的な施策をとるということと、従来の部局だけではなくていろいろな沿

岸の、海に関わる部局の協力の得やすい枠組みをつくっていただきました。多分この日本

海と九州西部に関しては本当に特別措置法に当たるようなものをつくってもいいぐらい多

くの人が協力するような法的な枠組みを担保して、その中で一連の施策群をやっていただ

くべき海域かなというふうに思っております。ですから、そういったことでどういうふう

な、今お話の出た魚価の問題とか将来が少しでも期待できるような長期的な政策的な展開

というものをお願いできないかと思っています。

それから太平洋マグロに関しては、やはり国際的な世論が日本の漁業に対して非常に厳

しい中で、これをもう少し見える化といいますか、いろいろな漁業者の方、それから会社

の方も休漁されたり、そういう経済的な痛みを伴ってまでやっているということをまず国

内にもっともっと見せていただくということもありますし、特に国際関係についてはいろ

いろな情報で、国際条約その他で日本を含めていろいろな海の資源の問題が話題になると

いうときに入っておりますので、ぜひ英語だとか他の言語で読めるような日本側の努力が

なされているというものが、早いペースで出していただけるようなことがお願いできれば

と思っています。

やはり非常に緊急な状況に今あると思いますので、多少この委員会の職掌を離れるかも

しれませんが、御意見させていただきました。

以上です。

○宮原審議官 ありがとうございます。

漁業者に対する総合的な対策というものについては、今、沿岸沖合課長のほうからも御

説明したとおり、今一生懸命取り組み出しているところでございますが、今回のドーハの

会議で特に切実に感じたところというのは、やはり今先生がおっしゃったような一般の人

たちとの関わり、そういう広報活動というのが非常に大事だということなのですね。これ

は日本の国内もさることながら、外国に対しても同じように大変きめ細かくといいますか、

しつこく主張を検討していかなければならない。どうしても日本の役所もそうなのですけ

れども、内向きで外に向かって記者発表みたいなことはあまり積極的にやってこなかった

のですが、今後はそういうこともしっかりやっていきたいというふうに思います。

それから、せっかくこれだけ一般紙にもたくさん出たので、私は機会あるたびに言って



- 20 -

いるのですが、まぐろ、特に大西洋から来る養殖まぐろのトロを食べたがりすぎるからこ

ういうことが起こったわけですね。子供たちにトロばかり、寿司屋に行って回転寿司で食

わすことがいいことなのですかということを盛んに言っています。要するに、トロだけ食

べたって、これは体にもよくないし、資源、環境にもよくないのですよ。だから、日本の

近海にたくさん優秀な漁場があり、おいしいものがたくさんあるので、そういうものをバ

ランスよく食べてください。それが魚価の向上だとか、それからおいしいものを見つける

楽しみにもなるし、皆さん方一般の人たちが非常に生活を楽しめることにもなるので、そ

れをぜひやってくださいということを機会あるたびに言いますが、そういうことも今後は

もっと組織的、あるいは NGO の力を借りながらとか、そういったことで強めていかない

と、どうしても独りよがりの対応になりがちなので、そこは大変強く反省したところでご

ざいました。

ありがとうございました。

○橋本会長 ありがとうございます。

だんだん広域漁調委が水産政策審議会っぽくなってきましたけれども、すみません、他

に何か御質問、この際でございますので、御意見等ありましたら承りたいと思いますが。

○野村委員 その他でもいいですか。

○橋本会長 その他の議題でも結構でございます。

○野村委員 鹿児島の野村といいますけれども、今日は TAE 班の方も TAC 班の方もおら

れますので、ひとつ TAC 関連のことについてお伺いしたいのですけれども、まき網、あ

じ、さばに対して各県、鹿児島県とか、各県に国から割り振られるわけですね。基準は何

かというと ABC だというから我々にはよく分からない話なのですけれども、そういうこ

とで割り振られる。地域には鹿児島県の海区はこれだけですよと各県に割当が来る。しか

し、大臣枠は全国枠なのでそこら辺の海区の設定がなされていない。そこら辺はちょっと

問題なのではないかと思いますので、そこら辺はどういうふうに設定されているのか。鹿

児島県の TAC 専門委員会でいつも問題になるのですよ。何で大中型は全国枠で我々小型

は鹿児島県の海区限定なのか、総量規制ですね。そこら辺のやり方をちょっとよく説明し

てほしいというのがありましたので、これも結局先ほどのフロンティア事業に直結するこ

とでございますけれども、やはり少ない資源の中で TAC というのがなされたわけですね。

その中でこれを増やしていこうということだろうと私は理解しておりますけれども、そし

てまたこの中に、話は飛びますけれども、2.56 というような費用対効果ということもうた
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われておりますけれども、何年後に 2.56 なのか、そこら辺を、すぐに出した分、効果を

求められますけれども、私はそういう問題ではないと思うのですよ。特に、会計検査院が

来て、あんたのところで魚礁をやった。いくらとれていますか、無駄ではないのかという

ふうに非常に追及されましたけれども、海の中は全然とれなかったのがある日突然とれ出

すということもあるし、そこら辺もう少し、ここの問題もまたいろいろクレームが来るこ

ともあろうかと思いますけれども、やはり時間を見ていくというふうにやっていかないと、

すぐに資源回復というのは私は望めないと思うのですよ。その中でやはりもう一回 TAC

のあり方を検討してもらえないだろうかというのが本音です。よろしく。

○木島資源管理推進室長 それでは、私のほうから、資源管理推進室の木島でございます。

今、野村委員のほうから漁獲可能量の決め方、やり方について御質問いただいたわけで

すけれども、まず今の漁獲可能量は先ほど ABC という言葉がございましたけれども、生

物学的許容漁獲量と申します。これは水産研究センターが大学とかいろいろな方の協力を

得ましてどの程度とるべきか、つまり少なくともこれ以上とったら資源が悪くなりますよ

とか、あともう一つは、この程度に漁獲を抑えればこういう方向で資源が増えていきます

よといういくつかのパターンを出します。その中で、そういうものが ABC と言っている

ものでございます。特に、あじとかさばとかいわしに関しましては、現在、ABC、その

中で最低、これ以上はとらない、もしくはこの程度でおさめて資源を増やしていこうとい

う ABC の中から選んで漁獲可能量を決定しております。

この漁獲可能量はまず大臣が管理する、つまり大中型まき網分と都道府県分に大きく大

別いたします。さらに都道府県に各 47 府県、まあ 40 県ありますけれども、実績に応じて

配分をいたしております。大中型まき網に関してなぜ全国一本かということでございます

けれども、これは大中型まき網の漁業者さんというのはここにもおられますけれども、い

ろいろな漁区を、操業区域を持っております。ですから、例えばどこでとったのかとか、

１つの海域だけでやるといろいろ問題が出てまいりますものですから、一本で管理をする

というやり方をとっております。ただ、都道府県の場合は、実際に海況ですとか水温です

とか、いろいろな要因でとれる、とれないの差が非常に大きゅうございます。ですから、

私どもは今回も、実は年に何回か水産政策審議会を開いておりまして、この中でそれぞれ

の県の漁獲の状況を伺っております。その漁獲の状況が例えば非常に来遊状況がいいとい

った場合には基本的にはその状況を見て、その県の漁獲可能量の配分量を増やしていくと

いうやり方をとっております。これは鹿児島県でも、またほかの県でも皆同じでございま
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す。こういうやり方をとることによりまして、この制度に関する不信感と申しますか、不

満ができるだけ少なくなるように頑張っているつもりでございます。

ただ、この制度自体、まだまだいろいろな改良すべき点はあろうかと思っています。こ

れからもそういう場も通じまして、また政策審議会の場も通じましていろいろな御意見を

伺いながら、制度のより適切な運用、改善に努めていきたいと思っているところでござい

ます。

○野村委員 すみません、反発するようでございますけれども、ABC の中で許容量とい

うのは、我々知事許可にはこれだけですよと与えられていますね、量を。

○木島資源管理推進室長 はい。

○野村委員 だけれども、そこでほとんどの大中型というのは漁場が違いますから、あま

り影響はないこともあるのですけれども、特に鹿児島県は中途半端な大中型といいますか、

ありますので、非常にそれがもめていまして、まき網同士でも顰蹙を買っているのですよ、

この TAC のあり方がおかしいのではないかと。私はそのほうの委員もしていますし、ま

た県のまき網組合の組合長もしております中で非常にあちこちから文句を言われる。だか

ら、もう少し理解できるような TAC のあり方、管理の手法というものを示してもらえれ

ばもう少しありがたいのですけれども、今のやり方だとある地区の資源が枯渇する恐れが

あるということが懸念されますね、漁場を広く、区域を持っている方がいるとなれば。そ

こに集中した場合にすぐに資源が少なくなるということが懸念されますね。だから、そこ

ら辺をもう少し何とか整理してもらえばどうかなと。

そしてまた ABC というのは先ほど生物許容量といいますけれども、どこが許容量なの

か、少ないですよ、多かった、よくなったときにはすぐにまた増やしてもらえる、増やす、

漁業者にとってうれしいことですけれども、増やすやり方を何か他の方法はないのかなと

いうことを含めて、もうちょっと対応してもらえれば、値段を上げてもらえればいいこと

ですから。資源を残すのか、それともとらせて上げるのか、それとも少し価格をちゃんと

維持してやるのか、そこら辺の手法だと思うのですよ。そこら辺も含めて検討願えればあ

りがたいなと思っています。

○木島資源管理推進室長 実際にどういうふうに資源を管理するのかというのは非常に難

しい問題だと思っています。これは例えばどの程度におさめるべきかとか、どういうふう

に資源を増やしていくのかとか、あとは当然ながら調整問題みたいなものも入ってまいり

ます。ですから、そこは漁獲、県の配分と国の配分のあり方というのは、これは制度をつ
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くった当初から実は非常に議論があるところだと私も思っています。ただ、実際上、いろ

いろなことをやはり考えてきた結果、今とりあえずはまずこれでやってはいくのだけれど

も、先ほど申しましたように、今、野村委員の話もございましたが、いろいろまだお知恵

を伺いながらこの制度について、まあ不満と申しますか、改良すべき点を詰めていきたい

と思っています。

○野村委員 よろしくお願いします。大変なのですよ、実際の話。

○宮原審議官 だから、TAC だけでやはり解決しようというのは無理になるのですね。

TAC はもちろん１つの道具なのですけれども、いつも、前も鹿児島の調整の話もありま

したけれども、要するに漁場の使い方をどうするのかというのと、価格の問題、集中水揚

げを避けて価格の暴落を避けるという考え方、やはりその３つぐらいの要素というのは話

し合いでうまい方法を見つけていく以外になくて、TAC にだけ何かうまい方法がないか

と１つだけに頼るのはなかなかできないのですね。もちろん TAC も利用できるように、

彼が言っているようにいろいろ考えますが、やはり基本的には現場で関係者と話をしなが

らいい方法を見つけていくという以外ないのではないかというふうには思いますが、これ

からもそういう努力もいたしますので、どうかよろしくお願いします。

○野村委員 その中で、鹿児島県はまき網は 18 日ということで、天気が悪いときもずっ

と大中型は出るもので、何とかそれを少しでも抑えようということで 18 日。だから、長

崎のまき網などは「大丈夫、あんたら」と言われるぐらい、まき網はそれだけお互いに話

し合いしているのです。そこら辺も十分理解ください。

○橋本会長 ありがとうございました。

TAC の話からまぐろの話までだんだん広くなってきましたけれども、その他の議題で

構いませんが、ほかに御意見、上野委員。

○上野（知）委員 国際間の資源管理の問題でちょっとお伺いしたいと思いますけれども、

山口県は以前は黄海のほうでふぐとか、あるいはあまだいというものをとっておったわけ

ですけれども、ここ中国船、あるいは韓国船等々が出てきまして、それはもう網でとると

いうようなことが乱獲されるということでとうとう撤退するという、その後、200 海里が

出てきまして、非常にそこまで行けなくなったというようなこともありまして、特に西日

本の漁業というのは黄海、あるいはシナ海、ここは米びつになるわけですね。そういう観

点からして、韓国とか中国との、今世界がいろいろと資源に対して目を向けておるという

ようなときに、また整備事業でも 80 億ぐらい使う、あるいはまぐろも規制していくとい
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う中で、やはりまぐろは当然規制していかなければ国際的に太刀打ちできないし、いろい

ろな話もできないということから必要だとは思います。そういう観点から、中国、韓国、

あるいは日本、特に日本が積極的にこの二ヵ国に対して三者で資源管理についての、ある

いはいろいろな会議を持たれておるのかどうか、もし持たれていなければぜひともこの米

びつのような黄海についての影響は西日本は大変大きいわけですから、積極的に持ってい

ただきたいというふうに思います。

○橋本会長 何か、管理部長が一番詳しそうな気がしますが。

○江口管理部長 今、日中韓三ヵ国での資源管理の推進というお話がございました。現実

にはそこまで、そういう形で進んでいるかというと、そういうことはまだないわけでござ

いまして、今のところ二ヵ国間、日本と韓国、それから日本と中国、こういう格好で資源

管理、あるいは両国間の漁業調整というものを進めてきているわけであります。ただ、今

お話がありましたような三ヵ国の枠組みというのも、何か二ヵ国間の枠組みに加えてプラ

スになるものがあれば、それは今後検討していく価値があるだろうというふうに考えてい

ます。ちょっと今後の検討課題ということで御理解いただければと思います。

○橋本会長 ありがとうございました。

他に委員の皆さんのほうから何か御意見、この際ですから御質問等ありますでしょうか。

清野委員。

○清野委員 今の国際に関して日中韓のお話がございました。これは今日いただきました

まぐろの資料の中でも日本が国際的なリーダーシップをとっていくということでございま

すが、東アジアのまぐろ資源を誰がどういうふうな科学と漁業者の協力を得てやっていく

のかというのは、日本がこれだけやはり尽力されているのであれば、結構早いペースでう

まい発信をしていくというのが非常に重要な局面になっています。それは多分数年後とい

うのではなくて、１つの山場は今年の 10 月です。御存じかと思いますが、生物多様性条

約の国際会議が名古屋で開催されます。それで、国際的にやはり漁業をどうするかという

議論の中で、日本で開催するということで、ワシントン条約でもいろいろございましたの

で、日本の動向というのが注目されています。そのときに、やはり多くのそういう生物に

資源に関わる方、そしてアジアの国々、太平洋の国が注目する中で日本がどういうふうに

振る舞うかということは本当に今後の日本の漁業の生命線を決するようなタイミングにな

るのではないかと思います。

ですから、やはり先ほど審議官がおっしゃっていただいたように、これだけ多くの漁業
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者が他の産業で言えば工場を閉鎖して、社員を首にしてということに等しい痛みを伴いな

がら資源をもうとりすぎないようにやっているということを国内だけではなくて国際的に

見えるように、そして今の努力だけではなくて、過去の以西底びきとかいうものの撤退も

含めて、どういうふうに日本が漁業資源の管理に、業界も含めて協力してきたかというの

をぜひ、もう本当に数ヶ月の範囲で国際的な文脈も読みながらやっていただくことが必要

だと思います。

そこでうまいリーダーシップとポジションがとれれば、隣の韓国も今国連だとか国際会

議の環境分野とかで非常に大きいアドバンテージを持って国を挙げて取り組んでおります

ので、同じく環境のイニシアティブをとろうとしている中国も含めて、やはり日中韓の資

源管理とか環境をどういうふうにするかという国際的なオリンピックみたいな部分もあり

ますので、ぜひ今までの尽力と、そしてできたらやはり個々の会社の方の顔とか会社の名

前が見えるぐらい、こんな人がこんなふうに協力しているのだというのも発信していただ

けるような、そういう体制を緊急にとっていただくことをお願いしたいと思います。非常

に本当に重要な年になると思います。

以上です。

○橋本会長 どうも、生物多様性条約の条約締結国会議について大変貴重な御意見をあり

がとうございました。

○清野委員 先週の情報ですと、生物多様性条約の締約国会議、第 10 回の会議が名古屋

で今年の 10 月に開催されます。その中で、名古屋オーシャンマンデートという、名古屋

海洋宣言、勧告というような、やはり海洋に特化した議論というのがなされるということ

を条約事務局のほうでお話をされています。どうしても日本国内では里山とかそういうの

どかな話になりがちなのですけれども、結構、全地球規模の資源管理とか、そして名古屋

オーシャンマンデートというのは気候変動のほうにも持ち込まれる決議になるということ

で、非常に海をどうするかという姿勢が「名古屋」という日本の地名がついた中で出てい

くと思います。ですから、いい意味でやはり国際的なリーダーシップとか提案をしていく

チャンスだと思いますので、そこをぜひ落とさないようにということでお願いできればと

思います。それには国民とか消費者とかみんなが協力するような体制を組めるようにと、

関係する人でも協力していきたいと思います。

以上です。

○橋本会長 ありがとうございました。
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大分時間も長くなっているようですが、他に委員の皆さんから御意見等ございますでし

ょうか。よろしいですか。

それでは、事務局のほうから連絡事項はございますでしょうか。

○事務局（坂本補佐） それでは、本委員会に置かれております部会の調査審議の結果を

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ます。

本日、第 17 回九州西部会が 14 時から開催されており、「有明海ガザミ資源回復計画に

係る広域漁業調整委員会指示」につきまして、事務局より部会に対しても御説明させてい

ただいておりますことを御報告いたします。

○橋本会長 ありがとうございます。

それでは、続いて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。

○事務局（坂本補佐） 次回の委員会につきましては、今後緊急の開催の予定がなければ、

例年どおり、10 月ごろに開催したいと考えております。次回の委員会の日時、場所につ

きましてはまた改めて事務局のほうから、委員の皆様方に御連絡をとらせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

○橋本会長 ありがとうございます。

それでは、本日予定していた議事はすべて終了いたしましたので、本日の日本海・九州

西の広域漁業調整委員会はこれで閉会したいと思います。

委員各位、御臨席の皆様におかれましては大変長い時間、ありがとうございました。

なお、冒頭にお願いいたしました議事録署名人の青森の角田委員、農林水産大臣選任委

員の森脇委員、このお二方に後日、事務局から本委員会の議事録が届くと思いますので、

署名をよろしくお願いいたします。

それでは、長時間ありがとうございました。これをもちまして、第 15 回の日本海・九

州西広域漁業調整委員会を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。

４．閉 会


