
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回日本海・九州西広域漁業調整委員会  

日本海北部会議事録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１４年４月２４日  

水産庁資源管理部管理課              

 

 

 

 

 

 

- 1 -



 

日本海・九州西広域漁業調整委員会 

第２回日本海北部会・議事録 
 

１．開催日時 

  平成 14 年４月 24 日(水)午後２時～ 
 

２．開催場所 

  新潟会館３階～ローズ 
 

３．出席者氏名（出席委員） 

  中村東伍／西崎義三／谷村政明／齋藤辰男／當摩栄一／本川廣義／ 

  風無成一／冨田重基／三門良一／宮本光矩／畔田正格／石川賢廣／ 

  三木奈都子 

 

  （水産庁出席者） 

  佐藤力生 水産庁資源管理部管理課資源管理推進室室長 

  羽鳥達也  〃    〃  〃   〃(管理型漁業推進班)課長補佐 

  大隈 篤  〃    〃  〃   〃(資源管理企画班)課長補佐 

  阿部 智  〃    〃  〃   〃(ＴＡＥ班)課長補佐 

  笠原光仁  〃    〃  〃   〃(  〃 計画係)係長 

  柿沼忠秋  〃    〃 沿岸沖合課底びき班係長 

  南富寿夫  〃 増殖推進部漁場資源課調査企画係長 

  久田幸一  〃 北海道漁業調整事務所所長 

  金泉 章  〃 仙台漁業調整事務所漁業監督課長 

  西井英樹  〃 新潟漁業調整事務所所長 

  渡部勝弘  〃    〃     資源管理計画官 

  永井 周  〃    〃     資源管理係長 

 

４．議題 

  （１）資源回復計画関係予算について 

  （２）資源回復計画対象魚種候補・優先順位の決定について 

  （３）その他 
 

議 事 内 容  

開 会  

大隈資源管理推進室課長補佐  

 定刻となりましたので、ただ今から日本海・九州西広域漁業

調整委員会の第２回日本海北部会を開催させていただきます。

本日の部会につきましては、委員総数 15 名のところ、欠席の

ご連絡のありました富山県海区漁業調整委員会互選の大黒委員
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及び大臣選任委員の和田委員を除く 13 名のご出席を賜ってお

りますので、部会事務規定の第５条の規定に従い本部会は成立

していることをご報告させていただきます。 

 それでは議事の進行は石川部会長にお願いいたします。よろ

しくお願いいたします。 

石川部会長  

 部会長の石川でございます。本日は大変お忙しい中、皆様に

おかれましてはご出席を賜りまして、まことにありがとうござ

います。 

 さて、この日本海北部会におけるこれまでの状況は、昨年の

10 月 16 日に開催いたしました第１回日本海北部会において日

本海北部海域の「資源状況の説明」及び「回復計画の対象魚種

候補・優先順位の決定等に向けた作業手順」につきまして説明

を受け、ご審議をいただき承認したところでございます。 

 本日の部会におきましては、その後の漁業者協議会、あるい

は行政・研究担当者会議等におきます協議の経過ですとか、資

源回復計画対象魚種候補の優先順位等について、後ほど事務局

より説明をいただき、ご審議いただきたいと思っております。 
 

水産庁挨拶  

石川部会長  

 それではこれから議事に入るわけでございますが、議事に入

る前に、水産庁のほうからご挨拶をいただき、まず新しく新設

されました資源管理推進室の佐藤室長にお越しいただいており

ますので、まず佐藤室長より一言ご挨拶をいただきたいと思い

ます。 

佐藤資源管理推進室室長  

 水産庁資源管理部管理課資源管理推進室長の佐藤でございま

す。一言ご挨拶申し上げます。 

 皆様におかれましては、本日の日本海・九州西広域漁業調整

委員会の第２回日本海北部会に、ご多忙中のところご出席いた

だきまして、まことにありがとうございます。 

 ご挨拶をさせていただく前に、簡単に、この４月に水産庁の

内部における資源管理体制の一層の強化を図るということで、

組織の変更がございましたので、簡単にご説明させていただき

ます。 

 管理課内に資源管理推進室という室が新設されまして、従来

からもございました資源管理全体を取りまとめる企画班、いわ

ゆる資源管理型漁業を担当する管理型漁業推進班とＴＡＣ班、

この３班に加え、新たに昨年の法律改正等を踏まえましてＴＡ
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Ｅ班というのが新設されまして、合計４つの班がこの室に設置

されることになりました。 

 それぞれの業務内容につきましては、私のご挨拶の後に、担

当班長のほうから簡単に紹介させていただくことになりますが、

いずれにしましても農林省の中の室で４つの班があるところは

ないと聞いております。つまり４班を持つというのは、ほぼ課

に匹敵するぐらいの組織になったということでございます。た

だそれぞれ少しずつ所掌事務は違いますが、いずれにしても資

源管理は一体でやっていく必要がありますので、それぞれの班

が一体となって今後心機一転、業務に邁進してまいりたいと思

っておりますのでよろしくお願いします。 

 さて、いま部会長からもございましたように、昨年６月の漁

業法の改正を受け、昨年 10 月に広域漁業調整委員会が全国に

３か所、またその下部組織として５つの部会が設置され、いま

それらの中では資源回復計画の作成に向けて鋭意活動が進めら

れているところであります。 

 本日も、後に委員各位にご説明をすることになるかと思いま

すけれども、太平洋の委員会では北部と南部、それから日本海

では西部、瀬戸内海の委員会という、１委員会及び３部会の中

で、４つの資源回復計画の案について一応了承が得られ、うち

瀬戸内海のサワラにつきましては、既に詳細な詰めを終え公表

されております。 

 水産庁としましては、昨年度は資源回復計画の作成など枠組

みの関係の予算を措置しましたけれども、この 14 年度からは、

それを実行していくために必要な支援措置に係る予算を要求し

ておりました。これが国会で成立して、いよいよこの施策を強

力に推進することができるようになり、これによりまして水産

基本法の理念にもあります、水産資源の持続的利用の確保とい

うものを具体的に体現していきたいと考えております。 

 この日本海北部においては、いよいよ平成 14 年度から資源

回復計画の作成に取り組むスケジュールとなっております。 

 この水域につきましては多種の水産資源の存在と、これに依

存する多様な漁種類の存在など、非常に難しい要素を抱えたブ

ロックの一つではありますけれど、関係者の知恵と協力により

まして新回復計画の策定につなげ、当海域漁業の維持発展が図

られるよう関係各位の協力をお願いしたいと思います。 

 ここで一つご紹介させていただきますと、先般公表されたサ

ワラにつきましては、瀬戸内海の 11 県の関係県において数千

隻の関係者が関与するという大変な資源回復計画でありました。 

 ご存じのとおり瀬戸内海は戦後から極めて漁業調整が困難な
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ところということで、水産庁が直轄して全体の調整を行うとい

うことで漁業調整を主体とした委員会が設置されておりました。 

 昨年の法律改正において、それが資源管理というところを主

体とした委員会に改組されたわけでございます。このサワラに

おきましても、実は最終段階で、どうしても３か月の禁漁は無

理で１月しかできないという県が生じてまいりました。そのた

めに先進的な県から、そのような意見を入れると全体が壊れる

ということで、私どもの、特に瀬戸内海の漁業調整事務所には、

そのような資源管理に後ろ向きの意見に対して水産庁が妥協を

図るというようなことは弱腰でないかという意見が出ました。 

 それで瀬戸内海の担当者は、板ばさみの状況になり、もう合

意が形成できないのではないかという崩壊寸前のギリギリの段

階へ行きました。結局予定した委員会では結論が出ずに、もう

１回委員会を追加的に開いたわけでございます。 

 しかし、最終的には、とにかくやっぱりスタートしなければ

いけないということで、関係者間で妥協したわけでございます

が、ただ一つ、これをきっかけとして大きく変わり始めたこと

があります。瀬戸内海におきましては、今までは漁業調整とい

う問題が主体でややもすると紛争なり問題が発生したあと、そ

の調整に入るいうことだったんですけれども、今回の資源回復

計画というのは、決して現場では特に紛争は起こっていない。

そこに一つ目標を立てて取り組んでいくむしろ積極的に問題を

起こしていくというようなアプローチをとりました。このよう

なことは、瀬戸内海においては初めてだったわけです。ですか

らいろんな苦労はあったわけでございますが、担当者において

はその苦労は必ず結果に結びつく、前進するということで頑張

りました。調整でなく資源管理と言う前向きな取組みを通じ随

分瀬戸内海全体の漁業者及び関係委員の意識が、少しずつです

けれども確実に変わってきていると聞いております。 

 資源回復計画には、意見の取りまとめ、その実行、それから

成果を出すという、幾つもの段階で困難な問題を抱えるおると

ころでございますけれども、本ブロックにおきましてもよい結

果につながればというふうに祈るわけでございます。 

 最後になりますけれども、本日の会議が実り多いものになる

ことをご期待申し上げまして、挨拶とさせていただきます。ど

うもありがとうございました。 

石川部会長  

 どうもありがとうございました。続きまして、水産庁新潟漁

業調整事務所西井所長がお見えになっておりますので、一言ご

挨拶お願いいたします。 
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西井新潟漁業調整事務所所長所長  

 ただ今ご紹介にあずかりました新潟漁業調整事務所の西井と

申します。よろしくお願いします。 

 新潟漁業調整事務所と聞かれましても、なかなか馴染みが薄

いと思うのですが、当事務所は水産庁の出先といたしまして、

秋田、山形、新潟、富山県沖合の地先海面を管轄しておりまし

て、職員はいまのところ 11 名体制で業務を遂行しております。

業務遂行においては漁業取締船を３隻持ちまして対応している

ところであります。 

 また４月１日付けをもちまして資源回復計画官が新たに設置

されておりまして、これからもこの部会について何かにつけお

世話になると思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。 

石川部会長  

 続きまして、新設されました資源管理推進室から今日出席の

班長より、班ごとの業務内容等について、簡単にご説明をお願

いしたいと思います。 

大隈資源管理推進室課長補佐  

 私、資源管理企画班の大隈と申します。今回新しく資源管理

推進室になりまして４班体制となりましたけれども、その中の

仕事にはかなり輻輳している部分がございますが、私の資源管

理企画班におきましては、まずはこの資源管理ということに関

する室全体の窓口的な業務、それから広域漁業調整委員会、そ

れから今後進めてまいります資源回復計画の全体的な取りまと

め及び対外的なやり取りといった業務を担わさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

羽鳥資源管理部管理課資源管理推進室課長補佐  

 管理型漁業推進班で従来からの自主的な資源管理を担当して

おります。羽鳥と申します。よろしくお願いいたします。 

 資源回復計画では、日本海西部のアカガレイ（ズワイガニ）

を担当しております。 

阿部資源管理部管理課資源管理推進室課長補佐  

 ＴＡＥ班の班長をしております阿部と申します。資源管理の

ほうは、この４月にＴＡＥ班というのが新設されまして、着任

致しました。 

 班自身が新しい班でございまして、業務内容といたしまして

は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律という、前はＴ

ＡＣ法といっていたものが法律改正されまして、これまでの漁

獲量の上限を設定するようなＴＡＣ制度に加えて、漁獲努力量

の条件を設定して管理するというＴＡＥ制度が新しく昨年導入
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されたものですから、それの実際面での運用を担当することに

なると思います。まだ実際のＴＡＥの設定ができておりません

ので、実際の運用は始まっておりませんが、そういう担当をや

るということと、あと資源回復計画、先ほど羽鳥のほうは日本

海西部の資源回復計画を担当しているということを言っており

ましたけれども、私のほうは、日本海の北ブロックの資源回復

計画をいまのところ担当する予定でございますので、よろしく

お願いいたします。 

 あとは資源回復計画に関して県に流しているような予算の担

当もしておりますので、県の方におかれましては、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

佐藤資源管理推進室室長  

 ご紹介するのを忘れておりましたが、実はこの４月１日付け

で、本庁の組織が強化されただけでなくて、各漁業調整事務所

に資源回復計画を担当する専門官のポストが付きました。それ

で当新潟漁業調整事務所においても新設されておりますので、

ご本人からご挨拶頂きます。 

渡部渡新潟漁業調整事務所資源管理計画官  

 ４月１日から本庁の管理課から新潟漁業調整事務所に資源管

理計画官として着任しました渡部と申します。よろしくお願い

いたします。 

佐藤資源管理推進室室長  

 もう１名、ＴＡＣ班長がおりますが、今日は直接的にこの会

議には関係がございませんので来ておりませんが、従来どおり

担当は変わっておりません。 

 それから私、最後に遅くなりましたけれども、従来漁業管理

推進官という名前でありましたけれども、そのまま実質上横滑

りという形で、今度室長になりました。引き続きよろしくお願

いします。 
 

資料確認  

石川部会長  

 ありがとうございました。それでは事務局から配付資料のご

確認をお願いいたします。 

大隈資源管理推進室課長補佐  

 資料の確認を簡単にやらせていただきます。１枚ものの議事

次第、出席者名簿、座席表というのが３組ございます。そのあ

とに本日の議事の資料ということでございますけれども、資料

－１で、資源回復計画に基づき実施される具体的支援措置への

主な支援策に関する説明資料、資料２－１資源回復計画の検討
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経過、資料２－２資源回復計画候補種の選定に向けた検討状況

の紙がそれぞれ分冊されてございます。参考資料といたしまし

て日本海北の海区におきます主要な魚種についての資源状況、

漁獲状況に関する情報がございます。あとその他といたしまし

て、後ほど説明致しますが、現在作成中の資源回復計画の内容

概略がございます。何か足りない資料がざいましたら、お申し

付けください。 
 

 

議事録署名人の指名  

石川部会長  

 よろしいでしょうか。次に進ませていただきます。 

 議事録署名人の選任でございます。議事録署名人につきまし

ては、部会事務規定第 11 条によりますと、部会長より２名以

上を指名するということになっております。僭越でございます

が、私のほうからご指名をさせていただきたいと思います。そ

れでよろしゅうございますでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

 ありがとうございます。それでは今回の議事録署名人といた

しましては、海区漁業調整委員会の互選委員のほうから秋田県

互選の谷村委員、大臣選任の漁業者委員の方のほうから冨田委

員のお２人にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 
 

議題：  

１ 資源回復計画関係予算について  

石川部会長  

 それでは議題１に入ります。議題１は、資源回復計画の関係

予算についてでございます。この資源回復計画につきましては、

例えば休漁ですとか、漁具の網目拡大といった漁獲努力量を削

減すると、その削減につながる措置を行う場合には、直接財政

支援措置がとられる補助金が準備されておるところでございま

す。これは、これまでにない資源管理の取組みではないかと思

います。それだけ水産庁のほうも本腰を入れてやろうという表

れであろうかと思います。 

 この支援措置につきましては、前回の 10 月の委員会の場に

おきましても説明をしていただきましたが、その後、予算も確

定したということでございますので、おさらいという意味も含

めまして、改めて事務局からご説明をお願いいたしたいと思い

ます。それでは説明よろしくお願いいたします。 
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大隈資源管理推進室課長補佐  

 いま部会長のほうから説明していただきましたように、この

資源回復計画というのを水産庁として推進していく関係におき

ましては、これに対するいろいろな支援措置というものが最初

から準備されているというのが大きな特徴でございます。今後、

日本海北のエリアにおきまして、どういった魚種について資源

回復計画を推進していくかというときには、どういった支援が

行われてくるのかということも念頭におきながらお考えいただ

くのも必要かと思いますので、回復計画個別対象種の具体的な

検討の前に、もう一度、国により準備されております支援策に

ついて紹介させていただこうと思います。資料としては１番で

ございます。 

 資源回復計画に基づき実施される具体的措置への支援策とい

うものでございます。この資料の１枚目に、主要なものとして

５つ挙げさせていいただいております。 

 この資源回復計画については、いろいろな場で説明させてい

ただいてきましたが、やはり漁獲努力量が過剰な場合について

は、休漁とか、漁具の改良とか、それからどうしても船の隻数

が多い場合には減船という措置も考えねばならないということ

でございました。 

 その関係で、まず１番、資源回復計画推進支援事業、トータ

ルで４億円の予算が確保されておりますけれども、これが休漁、

漁具の改良、休漁中の漁船を別途の目的、例えば漁場の監視等

に利用する場合、それに必要となる経費の支援を行うというこ

とです。これにつきましては詳しい内容は４ページ以降、資源

回復計画推進支援事業（新規）といったものがございます。例

えば全くの休漁を行い、その期間中、当該漁業者の方々が休漁

を行うと漁獲がない、収入がない場合に、これにつきまして漁

業共済の考え方に基づきまして 64％、その分を国が３分の１、

都道府県が３分の１、それからその回復計画に参加していただ

くその漁業関係者の方々の拠出分３分の１といったものを積み

上げ、その中から休漁中の経営支援と言いますか、損失補償的

に行おうとしたものでございます。 

 これは同様に、例えば先ほど室長のほうから若干触れていた

だきましたが、瀬戸内海のサワラ資源回復計画、この部分で行

われております漁具の網目などを拡大するといった取組みにつ

きましても同じく３分の１、３分の１、３分の１の負担をして

できた基金によって、新規漁具の購入というわけではありませ

んが、古い網の処理という形で支援が行われるといったことで

ございます。これ以外にも、例えば休漁中の漁船を監視活動に
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使ったりとか、調査事業の手伝いみたいな活動も入ってくるこ

ともあるだろうと思いますが、休漁中の漁船を別途有効利用す

る際に必要なお金としての利用も考えられております。 

 続きまして１枚目の２番になりますけれども、資源回復推進

等再編整備事業です。詳しい内容は資料－１の２ページからに

なりますが、これは従来からもいろいろな形で行われておりま

した「減船事業」の継承でございます。今までも例えば「国際

減船」や「高度経営移行型減船」といったカテゴリーがござい

ましたけれども、この中に新たに「資源回復型」といったカテ

ゴリーが追加になったということでございます。これは資源回

復計画に基づき、やはり将来的なものも見据えた場合、どうし

ても減船が必要だといった場合について、その漁船のスクラッ

プ処理費等に支援を行うといった形です。一般的な知事許可の

漁業ですと、先ほどの休漁等の支援と同様に３分の１、３分の

１、３分の１という負担割合で積み立てたお金から拠出という

ことになります。これが大臣管理漁業、国が直接管理している

ような漁業ですと、この減船の場合ですと２分の１ずつ程度の

負担になるということでございます。 

 あと１枚目の３番になりますが、栽培漁業地域展開事業です。

これは栽培漁業に対する支援措置でございます。水産庁としま

しても、栽培漁業については長年後押しをしてまいりましたが、

現在の補助金全般に対する考え方のなかにおきまして、例えば

漁業関係者の方々とか都道府県が、実際に種苗を量産して放流

することにかかる経費を直接支援する国の補助金といったもの

は準備されておりません。 

 ただし今後、国や都道府県単位で作成することになります資

源回復計画に基づいて、漁獲努力量の圧縮とかともセットにし

て行われる資源の積極的培養措置、例えば瀬戸内海で行われま

すサワラの資源回復計画では、努力量の削減に合わせて種苗放

流を行う予定ですが、そういうふうな場合については、実際に

種苗の大量生産、育成、放流に係る直接的な経費、それから施

設の整備とか、放流したものがどういった形で回遊したり、資

源に転化されていくとかいったモニタリングに必要な経費を国

からも支出できるといった形になったものです。今のところト

ータルとしては 1,200 万円とそれほど大きいものではござい

ませんが、回復計画に則って行われる種苗放流であれば、その

生産に対する直接的な支援といったものも可能となっていると

ころが大きな特徴でございます。 

 ４番目の、水産基盤整備事業。これはトータル 70 億円です。

当然すべてが含まれての 70 億円であり、一般的に私どもハー
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ド物と言ったり、水産公共と言ったりしているカテゴリーに入

るものです。回復計画では、漁獲努力量が過剰な場合には、そ

の削減・圧縮、そして積極的な資源培養措置に加え、漁場環境

といったものの整備といった方向からのアプローチも考えられ

ております。この漁場環境を整備するといった方向から、この

１枚目の紙でいきますと４番、５番といったような支援事業が

行われるわけですけれども、当然ある回復計画が策定されて、

その中では例えば海底の状況が荒れているとか、ゴミが溜まっ

ているとか、そのような改善が必要だという場合におきまして

は、漁場の清掃とか、干潟や藻場の造成とか、そういう資源回

復計画の対象資源の生息環境の保全を行うといった事業を組ん

でいただき、その分については国としても優先的に採択すると

いう形を取らせていただこうとしているものです。 

 ５番の漁場環境保全推進事業といったものも、今までにもあ

った既存の事業でございますけれども、実際漁業者の方々に参

加していただく形での浜掃除といった活動がこれで行われてき

ましたけれども、やはり回復計画に基づいて行う場合について

は、優先的に採択支援ができるような形を水産庁内で固めてい

るものでございます。 

 また、後付けになりますけど、４番におきましては、例えば

漁船が資源回復計画に基づいて漁獲努力量の削減ということで

休漁を行い、その休漁船を利用した海底清掃のような取組みも、

このカテゴリーとしては考えられております。 

 以上５つが、この資源回復計画に基づき行われる国としての

支援措置の主要なものでございます。それ以外にも研究調査と

か、話合い、協議を行うためのもの等も準備されておりまして、

その統括表といったものは資料の後ろから２枚目、７ページに

全体的なものが入っております。 

 最後の８枚目といたしましては、これは全漁連の方でパンフ

レットを作成させていただいており、その最後のページに新た

に追加することとしているものです。「資源回復計画への支援

事業について」ということで、いま私が説明しました１番から

５番までの支援措置を簡便にまとめておりますので、ご参考ま

でに添付させていただきました。 

 以上が私からの説明でございます。 

石川部会長  

 ありがとうございました。ただ今ご説明がございましたけれ

ども、この件につきまして質問等がございましたら、出してい

ただきたいと思います。 

 それでは私のほうから口火を切るということで、ちょっと質
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問させていただきます。この資源回復計画に一定の漁業者が参

加をする、その場合に漁業者の懐に入ると言いますか、入るこ

の予算措置としては、１番から５番までのうち１番目と、２番

目と、５番目ということになるんですかね。 

大隈資源管理推進室課長補佐  

 漁業者の方の懐に入るという意味合いにピッタり合うかどう

かわかりませんけれども、１番であり、２番であります。実際

に漁業者の方々が経済的な損失を被りますので、それに対して

の支援ということです。当然３分の１の拠出というものはあり

ますけれども、漁業者の方々に残りの３分の２の部分のお金は

戻ってくると言いますか、それらの取組みが３分の１の費用で

できるといった形になります。 

 それから５番の場合ですと、清掃等の活動に対する支援です

ので、直接的な漁業者の方々の収入につながるといった形には

ならないと思います。先ほど４番の事業の中の休漁期間中の海

底清掃というふうな取組みなどの場合ですと、本来は休漁期間

中であり、収入がないところに、海底清掃等に参加していただ

いたものに関しては船の用船経費といった形でそれなりの収入

が生じる形になります。 

石川部会長  

 それからもう一つ、やはり漁業者のほうから見てという意味

ですが、３分の１を関係漁業者が負担していくということにな

っておりますが、場合によっては金融機関からの借入れを行う

と、こういう仕組みになっていると思います。この３分の１の

負担ですけれども、その場合の関係漁業者、資源回復計画に参

加する者だけが負担していくということになりますか、それと

ももう少し幅広く関係漁業者ということになるでしょうか。例

えば底びきの人達の一部がこの計画に参加する場合に、償還財

源としては、全体の底びきの船主さんも加えて負担するという

ことになるんですか。 

大隈資源管理推進室課長補佐  

 資源回復計画は、まず基本的には、ある対象資源といったも

のに着目して立てられる形になります。そして回復計画そのも

のは国が作成して、最終的に長官名で公表いたします。特に休

漁とか減船とかに対する支援事業といったものは、回復計画そ

のものに直接といったのものではなくて、回復計画に基づいて

関係する漁業者の方々に漁獲努力量削減実施計画を作っていた

だく、それに対して行われるという形を取っております。 

 もともとの回復計画もそうですし、漁獲努力量削減実施計画

もそうですが、この計画そのものが、計画の対象になっており
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ます資源について、それを漁獲している漁業者の方々、もちろ

ん若干量といった方々の場合は参加しないことも当然あり得ま

すが、例えば瀬戸内海のサワラを例にしますと、瀬戸内海のサ

ワラを一通り獲っている関係漁業、それはすべて網羅する形の

計画でないとそもそも計画といったものが成り立ちません。経

営支援の対象となる漁獲努力量削減実施計画は漁業者の方々に

作っていただきまして、国がこれを認定するというスタイルを

取っております。この認定の基準・条件として、当然計画の対

象となる資源を漁獲している大部分の漁業者の方々には参加し

ていただくという形を取っております。そういった点からいき

ますと基本的には回復計画及びそれに基づく実施計画に参加し

ている漁業者の方々からの拠出といったことになるものと考え

ております。 

石川部会長  

 もう少しわかりやすくするためにお聞きするのですが、例え

ば１番で漁具の改良というのがありますが、ある漁業者がこの

計画に基づいて漁具の改良をしますと、そのかかった費用の３

分の１は自己負担、いわば３分の２補助というような形になる

のか、３分の１の負担の部分は関係漁業者の中で負担をしても

らうという形になるのですか。 

佐藤資源管理推進室室長  

 いま部会長が言いましたことは、例えばある漁業者グループ

が、資源回復のために必要な努力量削減を仮に一手に引き受け

たということになりますと、それによってメリットのある人が、

そのことをやった漁業者の負担に協力をするということになり、

極端な話、３分の１の残った負担もメリットを受ける関係漁業

者から全額負担してもらうということもあり得ます。ただ、現

実として、現在の４計画においては、基本的に自らやらなけれ

ばいけないものは自らの責任で削減措置を講ずることとなって

おり、いまのところそのような事例は出てきておりません。だ

から基本的には３分の１の負担は、その削減行為をやる、逆に

言えばお金をもらう人が残りの負担について責任を持ってやる

ことになっています。 

 瀬戸内海のサワラの場合は、銀行からお金を借りるなりにつ

いて個々の人の責任でやるようになっております。簡単に言い

ますと、その漁獲努力量削減行為をする人が自分の責任で３分

の１負担するという形になっております。ただ今後、沖合底び

き網漁業とかまき網漁業などの漁獲努力量削減が本格化しまし

たら、その経費も多額になることから漁業者負担分の３分の１

のお金を負担できないという状態が生じ得ます。その場合は、
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公庫資金を団体又は組合なりが代わってその人のためにお金を

借りる。そのためには改正した漁特法の整備事業に認定すると

いう行為が必要となります。そうしますと、その休漁する漁業

者が３分の１を今すぐ払う必要はありません。だから個々の漁

業者の現在における負担能力がなくても３分の３が自分のとこ

ろに回復し国から振り込まれます。ただしその内の３分の１の

部分は、将来資源がよくなったときに、自分が所属する団体又

は組合に対して返済義務が生じてくるという形になろうかと思

います。 

齋藤委員  

 今の説明でよく判らないところがあります。まず基本的に将

来を展望した場合、資源回復計画は絶対に必要不可欠なもので

あってやらなければならないという考え方は、一致してわかり

ます。しかしながら、いま会長さんのほうからもいろいろな条

件を示されましたが、まだ認識不足なのか、あるいは不安が先

に立ってどうも遅々として進まないという状況なのか、心配で

仕方ありません。というのは、うちの山形県でもそうですが、

全国的な傾向として、やはり浜の漁業者の高齢化というものが

進んでいるのが現実だと思うんです。全国的に見ても漁業者の

平均年齢は 60 歳以上だと思うのです。この方々が、例えば底

びきなら底びき、沿岸漁業の関係であればいろいろな関係の漁

業者がいる中で、その分野ごとに、いまの回復計画の対象にな

るということになれば、国と県がそれぞれ３分の１づつ負担し、

残りの３分の１を対象漁業者で負担をしなければならなくなっ

た場合に、いまお金を出さなくて、資源が回復した段階でお金

を払えばいいんだということで説明されていますが、それまで

漁業者が浜で現役で続くのか続かないのか、また亡くなった場

合はどうなるのか等がわからない状況では不安です。また漁業

協同組合で取りあえずいまの漁業者の払う分を肩代わりをして

払うというお話もありますが、実際に漁業協同組合の中でかつ

てのような豊富な財源のある組合は私はないと考えるし、組合

が全部肩代わりをするということに対しての不安もあります。

確かに長期的に見れば、資源は絶対回復することは間違いない

でしょうが、回復段階で返済する状況になった場合、どういう

状況になるのか、はっきり見えません。回収できなければ、漁

業協同組合の負債になるわけだから、現在でも判断することが

できない。 

 山形県の場合は、正直申し上げまして累積赤字を解消しよう

と、まず赤字体質から脱却をするため現在頑張っているのが現

実なので、これにまた大きな負債を背負った場合、何年後なら
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ば返済可能で、不可能な場合はこういう補償があるんだといっ

た明るい見通しの中で、現在一時的に負担してくださいという

説明があればわかりますが、私も経営者の一人として、そこが

非常に正直先行きが心配で、どういう判断をすれば良いのか。

あるいは先ほど申し上げたように各魚種でいろいろな該当の業

者が決まってくるということであれば、該当の漁業者だけで、

しっかりした現在の回復計画なり、あるいは３分の１の負担の

原則なりが、将来ずっと契約条項として必ず履行できるのかど

うか、条件があるのか、ないのか。その辺が非常に心配なもの

ですから、もう一つ踏み込んだ説明と、心配ない旨の説明や補

償について、ご説明をお願いしたいと思います。 

佐藤資源管理推進室室長  

 今の問題は資源回復計画の仕組を業界に説明する際に必らず

最後まで残されるご質問で、結論から言いますと大変難しい問

題です。つまり資源回復計画をやれば 100 パーセント絶対に回

復するということを誰も保障はできません。それではどうすれ

ば漁業者が安心して取り組めるのかということになります。将

来、確実に負担分が回収できるのであれば、３分の３の全額を

借りてでもやれるわけですね。しかしそこはリスクがある。そ

のリスクをどういうふうに手当するか。そこでひとつは、経費

のうち３分の２というのは、いわゆる補助金でその関係者に与

えますとその分リスクが低下します。残り３分の１のリスクを

どうするかという問題が出てきます。これについは先般の国会

での審議もございましたけれども、仮に資源回復が予定どおり

いかないような場合があれば、その貸付け条件の中で、償還期

限の延長とか中間措置期間の設定等とか、そういう一定の対応

をしていくのでないかいうことが正直言って今のところお答え

できる範囲でございます。 

 さらに指摘される問題はそれ以前の別の次元の話なんですが、

仮にいま 65 歳の人が 70 歳になったら、漁業から引退しようと

している。そうすると返済が始まるといったとき、これを誰が

返すかといった話です。私どもは基本的に今支援を受ける漁業

者に属人的な負担を要求するという形でやりますと、資源回復

のために苦労をする人と、そのメリットを受ける人の間の利害

調整ができないということで、将来の水揚げ金額から、１％か

２％づつ返済してもらうというような、つまりいまの漁業者と

いうよりも、将来その魚が回復したときに獲る漁業者から返済

をいただけないかという仕組みにしているのです。しかし、本

当に将来の漁業者からその団体が確実に回収ができるかどうか

そこが問題となります。そのため団体なりが漁業者に代わり借
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り入れするときに、資源回復後において団体がその時の漁業者

の水揚げから確実にすることを担保するお互いの覚書きなり契

約を交わしておく必要があります。かつそれは将来、例えば６

年後、７年後に、新たに漁業者になった人にも、その団体に返

済していく義務があるんだというような内容がお互いに取り交

わされる必要があるというふうに考えています。 

 そのへんは今後漁獲努力量削減実施計画を具体化する中で支

援措置を受けるに当たっての細かい手続きが明らかになってく

ると考えますが、例えば総会なりの議決が必要となったり、さ

らに公庫から具体的貸付けを受けるときも、種々の条件が示さ

れてくると思います。そういうことで基本的にいくら説明して

も、最後の不安を 100 パーセント解消するということを保証

しろというのがなかなかできません。やはり金融の世界では、

全くリスクがないとはいきませんが、最大限、資源の回復に漁

業者が安心して取り組めるよう努力していかなければいけない

と考えております。 

齋藤委員  

 わかりました。水産庁のほうもそうでありますし、県もそう

でありましょうが、いろいろなお立場にある方々としては、な

んでこういう良いものをそんなにご判断できないのか、早くこ

れは決めたほうがいいのではないかというようなお考えになっ

ていると思いますが、実はいま申し上げたようなことが、漁業

者の中では非常に不安が先に立ってなかなか中まで入っていけ

ないような状況であるということを、いまの浜の実態として申

し上げたわけです。実施の段階でいろいろな手法があるとすれ

ば、それはそれなりにわれわれも考え合わせながら漁業者とお

話しをするなりしなければならないと思っておるわけですが、

そこが大変心配なんです。 

 それからもう一つは、やはり漁業協同組合の立場からいくと、

金はやはり出しっ放しの中で回収になるかならないか、非常に

曖昧な不安な状況にある中で、一方で、いま現在でも水揚げが

減少して、漁業経営が非常に深刻な状況になっている。その中

でまた資源回復をやることによって水揚高が大きくダウンをす

る。ダウンするということは絶対これは紛れもない事実であり、

実行すればこれからなお漁業協同組合の経営が困難になるとい

う状況も考えられるわけです。それと、いまの組合員の出すべ

く負担を、組合が肩代わりをしなければならんということにな

ってくるとダブルパンチのような状況で、率直に言って先行き

不透明な部分もあって、困難な状況になるのかなということの

心配があるものですから、いま率直な意見として申し上げたわ

- 16 -



 

けであります。よろしくお願いをいたします。 

石川部会長  

 その他ございますか。 

西崎委員  

 私は青森県の委員です。青森県の日本海側には、底びきが９

隻ありました。平成 11 年、その中で３隻減船をいたしました。

いまお話になっておりますように３分の１は国、県が３分の１、

漁業者が３分の１を負担することについては、もうわれわれ漁

業者代表としては相当期間をかけてやっと決まったわけで、大

変でした。 

 私どもが当初考えたのは、今のように対象魚種ということで

はありませんでしたが、底びきによって漁獲されている魚の資

源がそれによっていくらかよくなるであろうと考えて減船しま

した。３隻減船するので、資源の状況がよくならなければなら

ないことは、理屈としては当然のことと考えます。 

 しかし、われわれが常に主張してきたのは、漁業者というの

は、９隻ある中で６隻が残るから、残っている同業者の船でそ

の３分の１を負担すると考えたわけですが、いま山形の齋藤組

合長さんのほうからお話がありましたように、残った６隻では

ちょっと負担が多いわけで、それではどうするとなりましたと

ころ、私ども日本海側に面した漁協が概ねその負担をいたしま

した。 

 11 年に実施したので、今年で約２年半くらいになろうとし

ておりますが、決して漁獲量が増えておりません。これは全国

的にも同じ状況であり、われわれの県だけでない。全国的に資

源がどんどん低下している中で、減船したからと言ってなかな

か、資源はわれわれの期待に沿うように、目に見えて回復する

わけではない。既に沿岸漁業者の漁獲量が激減しております。

今度このような話が出てきましても、果たしてこれが本当に漁

業者の理解が得られるのかどうかというのが、はっきり言って

心配であります。しかしながら、当然資源回復するためにはな

んらかの措置を講じていかなければ漁業は持続できないという

のが、私ばかりではない、ほとんどの漁民はそう思っているに

違いないと思うのです。しかしながらいま言ったように、どこ

でもこの漁業者負担というのは大変だと思います。なんとか国

としても、この漁業者の３分の１の負担をもっと軽減できるよ

うななんらかの措置がないものかどうか。われわれ 11 年に実

施した経緯から、今後このようなことを当然考えていかなけれ

ばならないことに直面しておりますし、果たしてこれについて

理解が得られるかどうか心配でならないわけです。したがって
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いま言いましたように、もう少しなんらかの対策を講じること

ができないのかと痛感しているところであります。以上です。 

石川部会長  

 他にございませんでしょうか。よろしいですか。ただ今のお

二人の考えというのは、本当に切実な問題だろうと思います。

３分の１の負担ということをどう担保していくかということに

なりますと、極めて深刻な問題であろうかと思います。そのへ

んはいまのお話は、部会としましては、３分の１負担について

は、さらに軽減措置が取れるように考えてくださいねという、

要望という受け止め方でよろしいですかね。 

佐藤資源管理推進室室長  

 常にどんな補助金でも、国なり公的な部分の補助率を上げて

もらいたいという潜在的な要望がもちろんありますので、そう

いう一般的な要望という形で受け止めたいと思います。しかし、

まずは支援措置もいま始まったばかりですし、支援措置の細か

い積算と、一方でどの時期に、どの場所を規制することがどの

程度の減収となるのかのつき合わせをしますと、案外漁業者に

とっては、支援メニュー、管理措置の組み合わせによっては、

そんなに経営に大きい影響を受けないようなやり方も現実とし

て出てきているのです。 

 私は、いまの総論的な心配というのは、実は第１期計画を作

るときにも関係漁業者から生じた問題でしたが、実際具体的に

詰めていって何ができるか、どういう支援かとなりますと、漁

業者は自分の頭の中で、収益と支援措置の組み合わせを始める

わけです。そうしますと全然収入は減らないと、これはさすが

ないけれども案外、こういうやり方でこのぐらいの効果がある

のであれば、実施しても良いのではないかというのが出てくる

んです。それ以外にも負担問題は全く別にして、これはいいこ

とだから是非やりましょうというものもごく一部ですがありま

す。 

 研究者はもっと厳しい規制をやってくださいと言うのですが、

漁業者はこの部分はこの程度の支援措置ではできないとか、そ

の中の妥協でやっていきますと一般的に皆さんが心配していた

よりは、具体的に詰めていけば少しは話に乗れるという展開方

向も出てくると受け止めています。そういうことで資源回復計

画を最終的にまとめるときに、いや金が最大の問題だから受け

られないというのは、実はあんまりないんです。むしろ回復計

画の中身がどういう意味を持つのか、第１の問題で、次に支援

措置との間で自分たちがそれに耐えられるかどうかという形で

あります。そういう枠組みが決まって最後になったときに、各
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団体で、では誰が３分の１負担しようか、これなら自分が出し

てもいいし、これは団体にしよう。団体でも新たに借り入れる

のか、それともどの財源を使うかどうか、比較的沿岸だったら

振興基金が利用できないかとかの話がでてきます。要するに最

後の３分の１の部分について、いろんなやり方というのが結構

出てくるのではないかと思っておりますので、まずはご心配は

重々承知しておりますけれども、まず何をやるか、それにより

どういう効果があるのか、どういう痛みを生じるのかから始め

ることが、必要と思います。その上でやはり漁業者負担の３分

１に具体的な欠陥があるとか、こういうことだから駄目なんだ

ということが明確になれば、次に条件改定なりを申し込んでい

くということになると思います。まだ３分の１負担のシステム

がやっと出来上がるか出来上がらないかの段階で、いきなり３

分の１は無理だと言われても、御心配は重々わかっております

けれども、今回の要請は一般論としての要請があったと受け止

めさせて頂ければと思います。 

石川部会長  

 私が言ったのは、３分の１の負担が耐えられないから、国や

県の分の補助率を上げてくださいということより、むしろ３分

の１の負担の仕方について工夫のしようがあるのではないかと

いう感じで申し上げたのです。要するに３分の１の負担ができ

ないから計画ができないということではなくて、むしろ計画を

作ってみて、その３分の１をどういうふうにうまくこなしてい

くかということを考えないと、要するに具体的に考えていかな

いと、お金のほうが先にあって、だからできないということか

らは一歩も進まないと言ったことになってしまうのではないか

思います。むしろ計画を立てる中で、３分の１を一体どうやっ

てこなしていくんだというところも議論していただいて実施し

てみる必要があるのではないかと思うのです。ですからお金の

問題があるから途中でお手上げという話ではなくて、そこは置

いておくとして、取りあえず計画を立ててみて、もう一回負担

のところは考え直してみると言った工夫が必要であると私は感

じております。 

 その他、ございませんでしょうか。 

谷村委員  

 今まで、言ってみれば各地域の生々しい声が出されたと思う

んです。私らも当然そういう話が、厳しい状況となると、金を

どうするかという話に当然行き着くわけです。いまの佐藤室長

さんがおっしゃったような話、これからいろいろな手法がある

というお話でございますが、私はもう一歩突っ込んだ形で、今
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まで行政指導でやる場合であれば、とにかく負担率は３・１、

３・１、３・１と、こういうパターンで決まっていて、やはり

受益者負担するのが当然だろうという話が根っこにあるわけで

す。これが果たして現在の漁業という産業の中で適切なのか、

これからいまの資源が枯渇するような状況の中で、そういった

３分の１方式をいつまでもとっていって良いのか、そうのん気

な話ではないと私は思うのです。 

 そういうことで３分の１の在り方についてもう少し根本的な

議論をして頂きたい。と言いますのは、いまこういうふうな話

が各部会でいろいろあると思うのですが、いろいろなノウハウ

が私は出てくると思うんです。言ってみれば財布の場所がいろ

いろ違うと思うので、赤い財布はどこにありますよとか、青い

財布はこのぐらいのがあって、こういうふうに出しますよとか、

こういうところまでやはり指導なり方向性を出していただかな

ければ、なかなか漁業者も、また負担か、またかと、漁業自体

もみんな赤字で大変な状況でございますから、漁協にしても、

それはちょっと５年後、６年後わからないという論があるでし

ょう。それから高齢化社会の中において、いくら後継者が若い

と言っても、やはり 70 を超えた漁業者というのは返済能力も

なくなると思うので、後継者はまた大変だと思うんです。 

 そのあたりについて、いろんな意見が全国的に出ると思いま

すので、それを詰めて、もう一回負担の在り方についてご指導

頂きたいと思います。決して計画を立てないということではな

いです。計画は実施するという前提に立った話のなかで、負担

の仕方、メニューの在り方、この当たりをもう少し検討しなが

らご指導していただければ、まだ計画が立てやすいのではない

かと思うわけでございます。以上でございます。 

石川部会長  

 ありがとうございました。今のは、要するに要望ということ

で受け止めていただくということでよろしいですね。 
 

２ 資源回復計画対象魚種候補・優先順位の決定について  

石川部会長  

 それでは、時間の都合もございますので次に進めさせていた

だきたいと思います。議事の２番目、「資源回復計画対象魚種

候補・優先順位の決定について」、この件つきましては、昨年

の 10 月の第１回部会におきまして、事務局から素案が提出さ

れたわけでございます。その素案を基に、資源回復計画対象魚

種候補・優先順位についての作業手順ということについてご審

議いただき、承認がなされたところでございます。そのあと、
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この件につきまして関係道県で開催されました、行政、あるい

は圏域担当者会議ですとか、漁業者協議会の場でどのような議

論がなされてきたか、これまでの議論の経過等につきまして、

事務局からご説明をお願いしたいと思います。 

谷村委員  

 ちょっと議論に入る前に、説明をお聞きしておきたいと思い

ます。というのは、私達に文書が４月１日付けで、こういう会

議をやりますと言う通知が入っております。その中において今

の議題については、「優先順位について」と表示されておりま

すが、今日出されたこの議題の（２）については、「優先順位

の決定について」になっています。本日の会議では、これまで

の手順についてご説明があり、それからまた各県における担当

者なりが部会を開きながら議論をしている内容についても説明

され、今日の会議で一応の方向性なり、ものの考え方を、さら

に詰めるんだというように私は理解してここに入っております。

決定となれば、これで確定されていくわけでございますから、

それではちょっと私どもは賛同が得られません。右か左かまず

ご答弁願いまして、それによって話をしていきたいと思います。 

佐藤資源管理推進室室長  

 これはですね、結論から申し上げます。今から部会長が諮る

と思うんですが、議題はこのようになっていますけど、実際に

これまでの検討経過からして、ここで決定に至るだけの状況に

あるかどうかという判断を含めて検討していただきたいと思い

ます。このような議題としたのは昨年の秋の会議のときの議題

に、できれば１３年度後半半年で検討し、できれば今日の会議

で、14 年度の春からでも、この魚種について候補魚種として

みんなで一緒に具体的に議論を進めましょうということをでき

ればやりたかったという経緯があったからです。しかし今日の

今からする説明を見ても、とてもこの場で候補とは言いながら

もそれを絞り込むということが事実上ちょっと難しいのではな

いかと思います。よって委員の皆様において、ここでは決定は

無理だなということであれば、先送りという結論になることも

含めてお諮りするという形にさせていただきております。この

議題を見たらちょっと先走りだと受け止められてしまいまして、

失礼致しました。 

阿部資源管理部管理課資源管理推進室課長補佐  

 それでは説明をさせていただきたいと思います。先ほど谷村

委員のほうから話がありましたけれども、「決定について」と、

議題のほうに書いておりますけれども、佐藤のほうから話した

とおり、ここの場では決定することは難しいのであろうという
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状況を、ここでいま、私が説明させていただきたいと思ってい

たところでございます。 

 資料番号の２－１、２－２、参考といたしまして「参考資

料」という漁獲量の表を準備しております。「参考資料」のほ

うは各魚種ごとに説明していきますので、その中で一応参考デ

ータとしてご覧いただければと思います。 

 まず最初に資料２－１ですが、１枚目のところです。「日本

海・九州西広域漁業調整委員会」の中で、日本海北ブロックの

資源回復計画については、この部会で回復計画の中身を詰めて

いきましょうということが決まりまして、それを受けまして、

その翌日でございますけれども、第１回の日本海北部会が開催

されました。それは 10 月 16 日、もう半年前になります。 

 その中で確認したことは、日本海における資源評価対象魚種

の資源状況等に関し説明し、その中で水産庁が資源の状況や県

からの意見聴取なども踏まえて、候補種 14 魚種をこの部会の

中で提示させていただきました。それでこの部会において、14

魚種については、今後各委員や担当県で、実際にこれら魚種が

このブロック内での候補種として妥当かどうか、その 14 魚種

の中でも、どれをやっていくべきかということを、県内の漁業

者別の協議会や地区別の協議会で諮ってくださいということに

なっております。その結果を、実はこの第２回目の部会で、内

容について、結果を詰めていきましょうという話になっていた

かと思います。 

 そういうことで各関係道県のほうに持ち帰って議論していた

だいたわけです。その状況が、資料２－１の２枚目以降に示し

てありますが、かなりの数の会議をやっているということがわ

かると思います。各県担当者で、まず資源回復計画の回復計画

とはそもそもどういうものかというところを含めて漁業者の方

に説明し、その結果漁業者がどういう候補種があるのかという

ことを議論していただいたのだろうと思います。この資料を見

ますと、各県ごとにかなりの会議を開催していただいて、資源

回復計画というものについては、かなり漁業者の間に理解が深

まったのではないかとわれわれは思っております。 

 その状況をこの部会の前に確認するために、１枚目の資料の

3.でありますが、これは４月１２日に開催された「第１回資源

回復計画担当者会議」で、北海道から富山県までの県の担当者

に集まってもらいまして、第１回目の部会で確認した候補種に

ついて、県内での漁業者との協議の間でどうなったのかという

ことを確認したのです。 

 実際確認しましたところ、県によってかなり状況にばらつき
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が見られます。担当県の会議の中でも言っていたのですが、候

補種を県内の漁業者に説明し、県として上げることができない

状況にあるという県もありましたし、実は候補種も決めました

という県もありました。中には漁業者のほうから、日本海北ブ

ロックというブロック内の漁業資源について、この広域ブロッ

クの中で検討していく必要があるのかどうかという話が出てい

るところもありました。地域種、資源の地域性も踏まえて考え

ていかなくてはいけないという話も出まして、かなり県によっ

てばらつきがあります。概ね各県もまずこの４月の部会の段階

では、候補魚種については決められないが、次の会議はこの年

度内のしかるべき時期にやることになるかと思うのですけれど

も、できる限り夏ぐらいまでには開催したい旨話しております。

その時期についても漁業者との関係もあるので何とも言えませ

んが、県の希望としてはそのような時期に開催したいという話

がありました。開催時期については、先ほど各委員さんから話

もありましたとおり、結局、最終的には回復計画を行うことに

ついても、痛みを受ける漁業者の方がいて、その人が事業をす

るにしてもお金を負担しなければいけない等の問題もあって、

県の方もすぐに候補種を決めることができないようです。実際

に候補種として適当なものかどうかの判断を、漁業者と協議し

ながら決めていかなければいけないという状況があったのかな

と、私のほうで今日最初に聞かせていただいてそう思ったわけ

でございます。 

 そのような経緯により、今日お出しした資料は、その会議の

検討の状況の資料２－１と、資料２－２をお付けしているので

すが、そちらについて詳しく説明させていただきたいと思いま

す。資料２－２の左側に魚種、これは第１回の部会で、素案と

して出させていただいた魚種を挙げております。その右側の上

のほうに、「前回部会における候補種（素案）及び論点整理」

と書いてありますが、そのときに、資源の動向の悪化要因と、

そして議論の内容、整理の考え方ですがこれも第１回の部会の

ときにお出しした資料です。それをそのまま資料２－２の左側

のほうに付けさせていただきました。 

 それで新しく水産庁のほうで作成いたしましたのは、その右

側の部分でございます。「漁業者協議会等での検討状況」とい

うことで、これは４月 12 日の関係県の担当者会議の状況で、

かなりばらつきがあって、県としてまだ候補種として挙げられ

るような状況にないという話もありました。ただこの部会の中

で、どういう議論が実際なされているのかということを、県の

ほうにも了承を得まして、概ねこういう議論がなされていると
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いうことで、県名は出さずに議論の状況説明をここに付けさせ

ていただいているということです。ということですので、各項

目魚種ごとに１つか２つ、３つ程度のコメントが掲載してあり

ますが、これはどこかの県の発言を記載しており、どこの県か

ということは今回申し上げられません。しかし、このような内

容で議論が進んでいるということをお含みおきいただきたいと

思います。 

 順番に説明させていただきます。まずアカガレイですが、前

回の部会のときには、資源については低位、横這いで、過剰漁

獲が原因で資源が減っているではないか、低位ではないかとい

う話がありました。それについて各県で持ち帰って、漁業者協

議会等で検討した結果といたしましては、そんなことはない、

資源は増加傾向にあるということからすると、回復計画の対象

には適さないといった内容で議論が進んでいる県もあるとか、

あとは漁業の依存度がそもそもこの魚種については低いという

ことから、特に回復計画の対象として挙げる必要はないのでは

ないかという話も出ております。 

 次にズワイガニですが、前回の部会においては、資源につい

ては中位、横這い。これも過剰漁獲が原因でそういう状況にな

っているのではないかという話がありました。それでこれにつ

いて漁業者等協議会の検討状況では、漁獲量の減少傾向に歯止

めがかからず、漁獲金額も大きいので、対象候補としたいとい

った話が進んでいる旨の前向きな県もありますし、候補とする

かは依存度とか、現在実施中の減船等諸々の状況を踏まえて今

後考えていきたいといった話しをしている県や、そもそも中位、

横這いということであれば、回復計画の対象としては優先順位

としては低くても良いのではないかという話になっている県も

あるということです。 

 次にベニズワイガニでございますが、前回の会議で、資源と

しては中位、横這いで、これも過剰漁獲が原因ではないかとい

った話でありました。この魚種に関する漁業者協議会等での検

討状況でございますが、どこの県でもそうですが、概ね関係漁

業者は少ないということから、特にこのブロックで、候補種と

して挙げる必要はないのではないかという意見があります。優

先順位としては低いという議論や、他に複合的資源管理として、

現在行っている資源管理の事業の中でも実施しているといった

意見も出ています。さらに資源回復措置を講ずるというのであ

れば、やはりある程度のデータを示して、回復措置を実施する

ための根拠を出さないと難しいという話で整理が進んでいる県

もあるということでございます。 
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 続きましてヒラメでございます。これも前回部会においては、

資源については低位で減少傾向にあり、過剰漁獲に原因がある

と考えられるという評価でございました。この種につきまして

も漁業者協議会等での検討状況といたしましては、そもそもヒ

ラメというのは資源管理が定着していることと、貧血症といっ

た天然の病気という話もあって、回復計画で漁獲努力量を削減

したからといって資源が回復してくるという保証もないのでは

ないかと言った理由で資源回復は図るべきではあるけれども、

回復計画に乗せるというのはどうかという話が、多くの県で出

てきている議論でございました。 

 続きまして２枚目でございます。ニギスでございます。これ

も前回の部会におきましては中位、横這いといった資源評価で

した。悪化の要因といたしましては、現状以上の漁獲圧をかけ

ると減少する恐れがあるという状況の魚種でございます。これ

について漁業者協議会等での検討内容といたしましては、資源

量としては中位で安定しているということからすると、このブ

ロック内での回復対象種ということについては優先順位は低い

のではないか、また取り上げる必要はないのではないかという

議論や、この魚種についての依存度が低く混獲程度の漁獲量し

かないため漁業資源としての需要つまり依存度が低いため、回

復計画の中に特に魚種名を挙げて入れることはないのではない

かといった話で議論が進んでいるということです。 

 続きましてスケトウダラでございます。これにつきましても

前回部会においては、資源については低位、減少傾向にあり、

シミュレーションでは漁獲圧が低減すれば、資源は増加すると

いう話しでした。それで関係県の内容といたしましては、回復

の緊急性は高いけれども、沖底船の減船をやっていて、その経

過も十分判断したうえで回復計画の対象とすることを将来的に

決めていったほうが良いのではないといった話になっているよ

うな県もあるようですし、資源は最低水準であるけれどもこの

種の資源変動が数十年単位で自然変動に強い影響を受けるため

に起こり、漁獲努力量が増加したために資源が減ったというこ

とではないので、漁獲努力量を削減して資源を回復させようと

する資源回復計画の趣旨には適さない、つまり資源回復計画の

対象種には適さないのではないかという議論があったというこ

とでございます。 

 続きましてマダラでございます。前回の部会においての議論

といたしましては、資源としては低位で、若干増加傾向にある

と報告されております。ただし陸奥湾の産卵群では漁獲量は激

減しています。これについては自然変動と、過剰な漁獲圧が原
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因とは考えられるという話でした。そのためこの種は各関係県、

漁業者等協議会等で、漁業者から対象とすべきとの声も挙がっ

ている旨報告があります。それを踏まえて実際対象種として、

その県として挙げるかどうか、いま関係漁業者の意見を確認し

ております。このように状況のものは△印にしております。 

 最初に○、×、△の説明をしなくて申し訳なかったのですが、

○というのは、実施したいというコメントが挙がっていれば○

ということでここに載せています。△というのは、いま候補種

として挙げる必要はないのではないか、ある程度資源管理等を

実際行っていて、その状況を見てから行ったほうが良いのでは

ないかとか、特に取り上げて候補種に挙げる必要はないが、別

に行うということであれば行っても良いと思われるものについ

ては△になっております。また×というのは、そもそも県とし

て優先順位が低いとか、行う必要はないのではないかというこ

とで、県のほうで実施しない方向で進んでいるものに印をして

あります。最後のコメントのあとに○、△、×というふうに付

けさせてもらっているのはこのような意味です。マダラについ

ては△ということで書いていますが、これは○のほうに近い△

ではないかということで私どものほうでは思っております。 

 あとの意見といたしましては、年級群ごとの資源変動が大き

くて、自然要因による変動というのが非常に多いので、回復計

画の対象には適さないと思っているという種もございます。た

だ候補種とするという話があるのであれば、実施しても良いと

いう話になっているというところもあるようで、これは△にさ

せていただきました。 

 続きましてハタハタでございます。資源については低位、漸

増傾向です。過剰漁獲が原因ではないかということで言われて

おりました。これに関して、底びき漁業での依存度は高まって

いるとのコメントがございます。小型魚の保護で産卵親魚が確

保されており、いまの状況でも資源保護が可能ですが、回復基

調にあるので、ますます回復計画の中で対象魚種として取り組

みを推進したいという県もあるようです。その他に資源管理効

果を、いま実施しているものを考慮したうえで、受益各県で、

実際にどうするかということを検討したら良いのではないかと

いう話があがってきております。これについては概ね○に近い

△ではないかと、われわれのほうは思っております。 

 続きまして３枚目のマガレイでございます。前回部会におい

ては資源は低位、減少傾向、過剰漁獲が原因ではないかと評価

したところです。これについての漁業者協議会等での検討内容

といたしましては、この魚種というのは県を代表する魚種で、
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底びきからは資源回復計画の対象としても良いのではないかと

言った声が上がっています。だから優先順位を高くしたいと言

う県もあるようです。一方で、既にこれについては資源管理の

中である程度実施しているので、そのような管理を継続してい

くことがとりあえずは大事であって、いま以上負担を求めると

いうのは少し難しいのではないかという話になっている県もあ

るようです。その他、資源管理計画を策定したばかりの状況に

あって、その経過を見守っていくべきであり、回復計画を策定

することについては漁業者の理解も得られないので、今回は見

送りたいという話になっている県もあるようです。 

 続きましてムシガレイです。資源については、低位、横這い

で、過剰漁獲が原因だと言われていた魚種です。この魚種は漁

獲量が少ないうえに変動というのがほとんどなく、また漁業依

存度も低いので、回復計画の対象に適するか否かという話であ

がっている県もありますし、漁獲量が少ないうえに、資源生態

も不明の部分が多いため、漁獲努力量を下げることによって本

当に資源が増えていくのかが不明であるので、対象にあげるの

はどうかという話をしているところもあるようです。 

 続きましてミズダコです。これも資源としては中位、横這い

で、過剰漁獲が原因ではないかと言った話が出ていた魚種です。

これについても、ある県においては自主管理計画を定めたばか

りで、その効果をまず検証してから回復計画の候補にするかど

うは決めたいと言っているところがあります。実際現在も漁獲

努力量削減ではなくて、漁獲量自身を制限する措置をとって、

そのほうが適当なのではないかと言った話しがでております。

つまり努力量を削減するという言った方法で資源回復計画を実

施しないほうが良いのではないかという話があるということで

す。 

 続きましてウスメバルでございます。この資源についは中位

から低位のレベルであって、資源状況はずっと横這いです。南

から稚魚が加入して定着していく魚種です。これについての漁

業者協議会等での検討状況といたしましては、自主的な管理計

画を定めたばかりで、その効果を検証していくべきで、いま早

急に候補種として挙げるような状況ではないのではないかと言

っている県もありますし、また漁獲量が少なくて依存度が低い

ということからすると、対象には適してないというような話も

あるようです。 

 続きましてシロギスです。資源といたしましては低位で、減

少傾向で、過剰漁獲が原因ではないかと考えられるという話が

前回あった魚種でございます。現在の検討状況としては、これ
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も管理計画を定めたばかりであるので、効果を検証したいとい

うような意見や、資源は低位であるが、そもそも何で資源が変

動しているのか全くわからないので、漁獲努力量を下げて増え

るかどうかわからないと言った話を言ってきているところもあ

ります。 

 次にハタハタです。北海道に関しては、今後回復措置の実効

性を含めて検討していくと言った話で、今後実施するかどうか

を検討していきたいと言った話でありました。 

 以上のハタハタまでが、前回の部会の中で、水産庁側で素案

として出させていただきました 14 魚種でございます。その他

に、県内の議論の中であがってきた魚種としてホッコクアカエ

ビについて話があった県もあるということで、それについても

様々な県からコメントを頂きました。この魚種に関しては、資

源状況に関しては前回議論はしておりませんが、北海道西系群

と、日本海系群という２つの系群があるようです。そしてどち

らの系群も資源は中位、横這い状況にあるということです。こ

れについて漁業者等協議会の中で検討しました結果、漁獲努力

量が増えないように何らかの措置を講じていくべきではないか

と言った状況になっているという意見と、あとは漁獲圧がそも

そも減少していて、資源状況も安定しているので、対象とする

必要性はあまりないというふうな声もあり、△と書いてありま

すけれども×に近い△だと考えております。 

 続いて、これはある県から、地域魚種として取り上げられる

のではないかということで検討しておりますという話のあった

魚種です。これについても各県から、資源回復魚種の候補にす

ることについてどうかということについても若干のコメントを

頂いております。まず資源といたしましては、北海道西系群と、

日本海系群というのがあるようです。それで資源状況は中位の

横這い、どちらもそういうふうな状況にある。これについて県

からコメントをもらったところでは、そもそもこの魚種につい

てはデータが少ない。マガレイと連携して資源管理計画を策定

すればいいのではないかという話や、そもそもこの魚種は結構

資源水準は高いと考えているので対象とする必要性は薄いと考

えているという話がありました。以上、４月 12 日の会議以降

に行われた各県における資源回復計画対象魚種に関する検討状

況を報告して頂けないかと言ったわれわれの要請に対して、報

告のあったものに関しとりまとめた状況を、ここに添付させて

いただきました。この中で、特に実施しても良い魚種や、現段

階で、うちの県として実施したいとあげている魚種については、

参考に○印をつけてあります。私のほうで、県として資源回復
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計画の対象魚種として確定したものなのか、まだそこまで至っ

ていないのかについては詳しくはわかりませんが、集めた段階

で、実施しても良いと言っている魚種としては、１枚目の２番

目にありますズワイガニ、この魚種について実施しても良いと

いう県があるようです。ただ、実施する必要もないと言ってい

る県もあるとのことです。 

 他に実施しても良いとあげられている魚種と致しましては２

枚目の３番目、マダラです。これは実施しても良いとは言うの

は言い過ぎなのかもしれませんが、一部の漁業者からはそうい

う声もあがっていると言ったことから判断致しますと、計画対

象としてその県から挙がってくる可能性はあると、事務局では

考えております。 

 続きましてハタハタです。これについてもある県によっては

取り組みたいという話が出ているということです。 

 続きまして３枚目の一番上のマガレイです。これについても

県を代表する魚種なので実施したいと言っているところもあり

ますし、その一方で、この魚種については既に実施しているの

でこれ以上の負担を求められるのは難しいと言っているところ

もあるようで、賛否両論分かれているとのことです。 

 その他、実施したいというものは具体的にはないようです。

現在の状況から推測致しますと、すべての県で、この魚種を実

施すべきだと言った方向で進んでいるものはございません。た

だ実施したいと言った魚種が幾つかあがってきて、それが今後

県の実際の候補種として挙がってくるのではないかと期待され

る魚種としては、いま○の付いている魚種が該当するのではな

いかということを、各員さんのほうにおいてはご承知いただけ

ればと思います。特にこのように各県ごとに整理してみますと、

○と×が同じ枠に納まってしまうような魚種も結局多いわけで

す。その魚種を主体に獲っている県と、やはり自県の漁業者に

とって主体ではないという温度差というのもあるのでしょうし、

もう既に何らかの措置を講じている県と、これから講じていく

べきだろうという県の差だと思うのです。ですからそのような

温度差を考慮して、現在のところは、実際の候補種の選定まで

は、まだ候補種として言って欲しくないという県が大半ござい

ましたので、今後、候補種がこの魚種で挙がってくるのか、こ

れ以外で挙がってくるのかわかりませんが、候補種として挙が

ってくるような魚種については、最優先で各県との調整を図っ

ていくことになるのかなと思っております。とりあえず県に調

査をかけてあがってきた漁業者等協議会での検討状況というこ

とで、簡単ですが説明させていただきました。以上です。 
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石川部会長  

 ありがとうございました。ただ今、これまでの説明によりま

すと、昨年の第１回の部会以降、様々な場で、活発な議論がさ

れたようでございます。しかしながら、まだ候補魚種の選定、

候補魚種をあげるようなところまでには至っていないという県

も沢山あるようでございます。したがいまして、先ほどのご質

問とも関係しますけれども、本日の部会におきましては候補種

をここで絞り込むというようなことはせずに、いまだ候補魚種

の選定をしていないという県について、それを促進させると言

いますか、関係県におきます候補種選定を促進させるような前

向きな意見、議論というものをしていったらどうかと思ってお

ります。 

 ところで、その議論をしていただく前に、水産研究所の南部

長がお見えになっておりますので、漁業者協議会におきます検

討内容について、資源の評価の部分で南部長のほうからコメン

ト頂きたいとと思いますので、よろしくお願いいたします。 

南 日本海区水産研究所漁業資源部長  

 ただ今ご指名いただきました、日本海区水産研究所の南と申

します。今回の会議から私、出席させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。私はこれまでずっと日本海で、底魚

の資源の研究を担当してきましたので、大体今日の議論の内容

については、研究者としての立場から、かなりの理解を持って

いるつもりでございます。そうは言っても、漁業者の現場の方

と研究者の観点は、かなり対立する点も多々あろうかと思いま

す。また違った立場からのコメントとして、これからの協議の

中で参考にしていただければ幸いかと思います。 

 いま、資源評価の立場からコメントを部会長がおっしゃいま

した。私達の研究所では、国の委託を受けて、幾つかの魚種に

ついて、毎年、資源評価を行って資源評価表を作ります。その

うちの一部はＴＡＣの基となります、生物学的漁獲量、ＡＢＣ

と言っていますが、その値を算定して、ＴＡＣを決める段の参

考にしていただくという作業をしています。 

 今回、検討された 16 魚種の中には、そのＴＡＣ魚種もあり

ますし、ＴＡＣではありませんが水産研究所で資源評価を毎年

やっている魚種もほとんど含まれております。ごく少数が、そ

の対象外、例えばミズダコとか、ウスメバル等はその対象外な

のですが、ほとんどの魚種では資源に関する情報を得ておりま

す。大体の資源傾向、現在の資源状態、場合によってはこれか

らどうなるかというシミュレーション結果を持っておりますの

で、そういったものを根底に考えながらコメントを付けたいと
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思います。 

 前回の部会で検討された魚種は 16 魚種ですか、私の立場か

ら見ても非常に妥当な魚種があげられていることで、いろいろ

協議されてこられた経緯について非常に敬意を表したいと思い

ます。また今日新たに、ある程度絞り込みをされた、実施して

も良い○ないしは○に近い△が付いた４魚種も、それなりの説

得性がある４魚種が出てきているなと思います。 

 基本的に各県、日本海の北部の場合、県によっていろいろ漁

業形態も違いますし、漁業規模も違いますし、ある魚種に対す

る依存度もかなり温度差があるということで、５県揃うという

ことはあり得ないとは思うのですが、それぞれの県の立場で協

議していただいた結果は、非常に納得のいく点もある。ただ、

いかない点も実はあるので、そこのところをちょっとコメント

したいと思います。 

 この 16 魚種全部、資源の状態というのはよくて中位、ほと

んどのものが低位という状態で、これは私たちの資源評価の結

果でも、全く同じように出ています。1980 年代ぐらいまでさ

かのぼりますと、現在の何倍もの漁獲量が得られていたことが

ありますし、もっと大きかったハタハタみたいなものもござい

ます。そういう意味で 16 魚種全部が、回復しなければならな

い資源であると言えなくはないと思います。 

 それで、ここのコメントにもありますように、ほとんどのも

のが過剰漁獲が原因と考えられるとされていますが、これは根

拠がはっきりしません。研究所のほうでも、これがはっきり過

剰漁獲のせいだということも言い切れないのですが、現場の漁

業者の方々の感覚として、やはり漁獲が過剰だ、漁獲圧が過剰

だというふうに判断されてのことだと思いますので、ある程度、

人為的な要素が原因しているということも言えます。そういう

意味ではなんらかの回復の手段を講じる必要性がある魚種では

あるとは思います。 

 そういう意味では×がついているところですね、例えば近年

増加傾向にあるから適しないと言ったコメントがありますが、

増加傾向と言いましても、例えばアカガレイ、ズワイガニ等々

でも、本当に底を脱してやっと立ち上がってきた。その奥はい

ろいろな資源管理型漁業に取り組んでおられることのなかで、

やっと底から這い上がってきたというふうに認識されるもので

あります。そういうことを考えますと、やっと増えてきたもの

こそ、回復計画のさらに大きな方策を付け加えることによって、

過去最高とまではいかないまでも、もう少し良い状態まで持っ

ていける可能性がある魚種であると言った具合に、積極的にと
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らえていただきたいと思います。 

 変動が大きい魚種だから適しない。一見これは自然の摂理で

増減を繰り返しているから、人間の手ではどうしようもないで

はないかということも言えようかと思いますが、この大きな変

動を繰り返しているということの中には、例えばマダラだとか

ハタハタ、マガレイ、ズワイガニでも現在私たちの調査でわか

ってきているのですが、卓越年級というのが出るのですね。こ

ういった卓越級によって支えられて、資源が大きく変動すると

いうパターンをとっているので、この卓越年級を大事に使う、

うまく保護をしてうまく獲る。獲り方を考えることは十分でき

る魚種であるというふうに考えます。幸いここに挙がっている

魚種は、主に底魚と言われる魚種がほとんどです。こういった

ものは浮き魚に比べて、やはりこういった回復計画の努力が実

を結びやすい魚種でありますから、変動が大きいからといって

手がつけられないという考え方には私は賛同できません。 

 もう一点、生態が全然わからないから実施しようがないでは

ないか。これもありますけれども、実は研究者にとって、これ

は非常に耳の痛いコメントです。本来なら水産研究所なり試験

所が、調べておかなければならなかった魚種です。代表的な 1

6 種のうちで、そういう魚種が出てきているということは、や

はり研究者の怠慢だと言われても、返す言葉がありません。 

 ところが、生態がわかっていないから、回復計画の対象魚種

にできないというのは、これは嘘だと思います。生態がわかっ

ていないからこそ、なんらかの、ブラックスボックスとよく言

いますが、詳しい生態がわからなくても、人為的にその魚種の

漁獲努力をある程度セーブすることはできます。その結果でい

ろいろな生態がわかってくる。これは後追いになるのですが、

そういったことも十分あり得ることですし、生態が全部わから

ないうちに管理ができないというのは、間違っていると感じま

す。 

 そういうコメントをいろいろ言いましたけれども、ヒラメ、

マダラ、ヤナギムシガレイ等の魚種は、栽培の方策、種苗放流

等が実際行われている魚種であったり、また種苗生産がある程

度可能になっている魚種であります。こういったものはただ単

に漁獲の制限だけでなくて、やはり予算のところにもありまし

たように、人間の手で嵩上げしつつ漁獲をセーブするという、

複合的な手段を十分にお考えになれば、十分に回復計画の候補

種になり得ると思います。 

 あまり長く話していても仕方がないので、このへんでやめま

すが、やはり×が多く付いているというのは非常に残念なこと
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なので、できれば、これはリスクが伴うので、実験としか言い

ようがない、これは研究者としては無責任かもしれないのです

が、この種で実施してみたいという種に、やはり狙いを定めて

いただきたいと思います。これはできない、これはできないと

いう気持は十分わかりますが、やはり国でお金を出すと言うの

は画期的なことですので、お金を出してくれるんですから、皆

さんでターゲットを絞って、これで実施してみようということ

で良いと思います。少なくとも先ほど残りました４種は、非常

に良い魚種が残っています。一つ一つあげると問題も大きいの

ですが、良い判断をされていると思いますので、これからさら

に詰めていただきたいと思います。研究者の立場にたって十分

に検証致しますので、よろしくお願いします。以上です。 

石川部会長  

 ありがとうございました。いまの南部長さんからのコメント

も入れまして、先ほど各魚種ごとのご説明がございました。先

ほど申し上げましたように、今日の議論では、候補種を絞り込

むというようなことまではしないで、関係県において、候補種

の選定を促進させるというような意味合いを含めて議論をする

ということにいたしたいと思います。 

 それではいまの南部長のコメント、それから先ほど水産庁の

ほうから魚種別に議論がございましたが、その件について意見

を交換させていただきたいと思います。どなたからでも結構で

すのでお願いいたします。 

畔田委員  

 私もこういう制度ができたら、そのチャンスをうまく掴んで、

国のお金を使って、自分たちがお考えになっているような、資

源を増やすという方策を実現していくということを実行される

と一番良いのではないかと思います。しかし一番初めにお話が

ありましたように、お金の負担のこともありますし、できるこ

とと言うか、実施しやすいようなことも考えるのも必要かと思

います。 

 マガレイなんですが、これは南部長のところでかなりいろん

な研究が進んでいて、稚魚の成育場に来た稚魚の密度で、その

あとの資源が決まると言ったこともわかってきていると聞きま

す。その当たり考慮して成育場を保護していくと言ったような

やり方で漁業者の皆さんの経済的な負担を小さくしながら実施

していく方法もあるのではないかと思うのですが、その当たり

は南部長はどうお考えでしょうか。 

南 日本海海区水産研究所日本海漁業資源部部長  

 畔田元所長は私の大先輩で、先輩からそう言われると、なか

- 33 -



 

なか反論しにくいです。いま指摘された成育場の保護という観

点は非常に大事なことだと思います。先ほど出てきた栽培のこ

とと絡めて、非常に有力な手段であると私は思います。 

 マガレイに関しては、ここの新潟の試験研究機関である水海

研でもかなり長年取り組んでこられて、特に稚魚の生態という

のは非常によくわかっている魚種です。そういう面では生態的

情報が非常に豊富なものであります。 

 ただ、この稚魚の成育場の密度で、加入量と言いますけど、

資源量を推定する、これは現在試行錯誤でやっているのですが、

学問的なレベルの問題ですがなかなか厳しいものがあります。

まだ親と子の関係が明確に把握できている状況とは言えません。 

 もっと進んでいる魚種にはヒラメがあって、やはりこれも新

潟県、山形県もそうですが、日本海で非常に良いデータが出て

いて、これは 10 年以上のデータがありますので、稚魚の量と

その１歳魚の量、２歳魚の量、２年目の魚の量がほとんど予測

できるようなレベルまできているのですが、残念ながらマガレ

イのほうは非常に変動が大きくて、いま畔田所長が言われたほ

ど、研究というか、データが揃ってる魚種とは言えません。た

だ可能性としては十分ありますので、ある程度これから試験研

究機関がデータを蓄積していけば、そういった成育場の保護を

しつつ、そのデータを貯めていくということで良い魚種である

と思います。よろしいでしょうか。 

西崎委員  

 マガレイの件について、畔田委員からお話がありましたよう

に、国も予算を取ってくれた。したがって、当然この国の予算

を運用して資源管理を進めていかなければならない。確かに私

どもも、当然せっかく国が予算を取ってくれて、それに私ども

反対することは何物もないわけです。 

 ただ一つには、われわれ資源管理区の計画をするに当たって、

ただ休漁あるいは減船、それだけが資源回復、いわゆる資源を

増大する手段ではないと思うわけです。われわれ漁業者独自で

努力するものも当然あると思うのです。例えばマガレイについ

てでありますけれども、網目を大きくするとか、私どもとして

はかつては３枚網を使用していましたが、それは目合いも小さ

く、かなり小さいものも漁獲していたわけでありますが、われ

われ青森県としても、この３枚網を廃止し１枚網にしました。

そして目合いも大きくしました。 

 ご承知かと思いますが、青森県ではヒラメを青森県の魚とし

て、現在でも組合員やわれわれ漁業者一人一人が金を出し合っ

て、ふ化放流事業を行っております。そして 35 ㎝未満は漁獲
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しない。放流してくるという方法も取っております。ですから

一概に休漁をして、補償しなければならないとかいうことは、

受け入れにくい部分もあります。そうしなければできないもの

も確かにありますので、それは当然そういう形を取りながら進

めていかなければならないと思います。 

 マガレイについては、私どもの意見としては、休漁、減船ま

ではちょっと難しいわけであります。これまで、先ほど言いま

したようにそういった資源回復体制をずっと以前から続けてき

ておりまして、今ここでまた、減船なり休漁というのは、これ

はちょっと難しいと思います。いわゆる漁獲削減と言う手法が

非常に難しいのではないかなと思っております。以上です。 

中村委員  

 北海道ですけれども。いま青森県さんがおっしゃったように、

やはり漁業者の間で今までに努力がなされたものもかなりあり

ます。ローカル的な話しになりますが、ミズダコに関しても、

うちの組合としては、北海道から規制される以前に３キロ以下

のものは陸揚げせず放流してくると言った取り組みを行いまし

て、それから３、４年後に、北海道で２キロという規制が決ま

りましたが、現在も３キロ以上のものを獲ってくるという形を

とっております。 

 本当にローカル的なことですが、取り組みの中には北海道の

ハタハタもあげられます。その取り組みは、以前北海道では春

ニシンを結構漁獲しておりましたが、その当時、２寸目の網を

持ってた人が、たまたまハタハタが来たときに漁獲してみたと

ころ、われわれが見たこともないようなかなり型の良い大きな

ものがかかったわけです。それ以後、実験的に網目を大きいも

のにして、どの程度までの資源回復ができるのかということを

自分が先頭になり大きめの網目を買って試行しましたところ、

網目の大きさが１寸８分で漁獲したものが、平均でならしてみ

ると少し大きすぎると言った経験から、現在それを基礎にして

うちのところでは１寸６分５厘から７分という網目が定着して

きております。そのような網目の大きさによる漁獲によって、

一番最初にハタハタが成長過程で抱卵して沿岸に着けるものは

ほとんど獲らない、産卵させて沖へ返すという方法を確立した

ということであります。そのメリットとしては、資源が増える

ということもさることながら、やはり刺し網でありますので、

網から外す手間も省け、また売った場合にはかなりいい値段で

売れるということでした。 

 たまたま近隣の組合が、日本海のハタハタを中心にずっと漁

獲をおこなってきたわけですが、実際に売られた価格を見ると、
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近隣組合におけるハタハタの値段は、われわれの組合の価格の

３分の２に近い価格でしか取引きできなかったということです。

組合長も、本場であるわれわれのところのハタハタが安いとい

うのはどういうことだということで、市場なんかにも盛んにそ

ういうことを申し上げて、その実態を調べてみましたら、われ

われの組合ではそうした形で操業していたものですから、獲る

量としては若干少ないのですが、価格面でかなりのメリットが

あったということで、現在も続けているわけです。 

 仮にマガレイについてもＴＡＣ制度ができて、目合いを大き

くすると言った規制をすることになっても、われわれの組合は

量的に漁獲し金額を稼ぐというものではなく、以前から規制の

目合いを超えるものを使用して、漁民として自ら、魚の大きさ

を選別して獲ることによって、値段が高く取引きされると言っ

た手法を行ってきたわけです。ただ、このことにつきましては、

やはり全漁業がそうした形で取り組んでもらわないと、片やそ

ういう制限なりをして獲っていますが、漁業種類によっては他

に関係なく獲るといったことがなされるので、そのへんが残念

だなと考えているわけです。そうしたことを諸々合わせて、今

後は漁業者間でそういう話を詰めながら、いまこの会で盛んに

議論になっておりますお金の面も含めて、そういう制度に取り

組んだら取り組みやすいなと考えているところであります。簡

単ですが以上です。 

谷村委員  

 ただ今までいろいろ説明があったわけでございますが、皆様

ご承知のとおり、秋田県自身ではハタハタというと目の色が変

わると言った魚種でございます。この間まで協議を進めてきた

結果は、ハタハタについては問題なく実施しなくてはいけない

し、実施すべきだと、こういうことで進ませてもらいたいと思

います。 

 ただ、細かいことを申し上げますと、これからおそらく担当

者会議の中でもいろいろと議論なされると思いますが、先ほど

少し話しが出ました従来自主的にやってきた調整の問題、経済

負担の問題、こういったものが当然関係してきますので、この

付近は、新しいところと、これから進めようとするところの格

差の問題が当然出るだろうし、その付近の検討はしなければい

けないだろうなということで、いま漁業者との間で話合いをす

る段階まできているのです。その場合は当然そういった経済負

担の問題がまた出ようかと思います。それから量的な問題も出

ようかと思いますが、この当たりは、これから議論を進めなが

らよい方向になるように努力をしたいと考えている次第でござ
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います。 

當摩委員  

 新潟の當摩です。底びきの船頭をやってきた中で、やはりそ

の 50 年間を振り返ってみて問題となることは、まず科学の発

展だと思います。科学の発展が、船の性能基準を変えたり、ま

た船形を変えてきたわけです。それが資源減少に拍車をかけて

きたわけで、船頭生活 40 年の中で、漁業者として今までを振

り返ってみて、反省しなければならないところがいっぱいある

わけです。例えばただ漁獲努力だけを考えて、設備投資をして

きた。その結果が、このような資源の減少になって、お互いに

採算が合わなくなってきた。そして沖底も漁業後継者が出てこ

ないなかでありますので、沖底をやろうとしても資格者がいな

くなってきたんです。だから漁業者には、ある程度の説明をし

て理解は得られるんですが、なかなか合意に達しない。これは

漁業者の大変厳しい経営状況を反映している事実がございます。 

 このようなことから、資源回復計画ということになれば、ま

ず山に木を植えるとか、藻場を造成するとかいう問題も出てき

ていますけれども、私が見たところ、いまどこの川に行っても

水が流れてない川が沢山あるわけです。上流にダムを造られて、

雨期になったところで水が流れてこない。そういうようなこと

から海の環境が変わってきております。まず資源回復計画の努

力をするには、やはり漁獲制限です。私どもは昨年、漁獲制限

を加えるということと、沖合漁場の一定の区域を保護区域とし

て指定・認定しました。そのような場合や今後の資源回復事業

を興すにしても計画を検討するためには、漁業者が現役で船頭

をしている人を出してくださいとお願いしております。そうし

なければいまの資源の状況を回復に向けた行動は今後できない

であろうと考えでお願いしているわけであります。 

 新潟県としては組織強化の問題も進めていますが、昨年の段

階で新潟県の漁業者の平均年齢は 62.9 歳と高齢化しておりま

すし、組合を回ってみますと、新潟県の佐渡は 27 単協ありま

すが、その中で利益の出た漁協は１漁協もないわけです。全部

赤字の状態です。ある程度の負債を抱えてどうしようもない状

態の組合もあるわけです。このような状況のなかで、組織改革、

資源回復計画を策定して、これから推進していかなければなら

ない。大変面倒な問題なので、どんどん高齢化していくなかで、

計画を立てたとしても、なかなか実行できるという保証はない

わけです。せめてこの水産基本法が、もう 10 年間早ければと

思っております。とはいうもののこれを契機にやはり積極的に

資源回復事業を行っていかなければ、21 世紀の漁業時代はこ
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ないという判断を私はしております。 

 漁業者はある程度理解していても、こういう時代では、後継

者不足、現在の漁業者の厳しい経営状況があるわけです。先ほ

ど聞いておりますと、秋田県、山形県、青森県も同じような状

況であろうかと思っております。これは新潟県だけではなくて、

やはり広域的な資源管理をしていかなければならないと考えて

おります。一応そのようなことで、今後努力してみたいと考え

ておりますので、今後とも皆様方のご指導をいただかなければ

ならないと思っております。ありがとうございました。 

石川部会長  

 どうもありがとうございました。いろいろコメントをいただ

きました。そのコメントの中で、既に自主的に様々な取組みが

行われているという話もありましたし、目合いの話もありまし

た。各県の漁業者協議会等の議論の中で、既に資源管理の取組

みを実施している、だからこれ以上負担を求めるのは困難であ

るというような、そういう理由が書いてあるわけです。ですか

らそういう議論がなされたと思うのですけれども。 

 私はむしろそういう自主的な取組み、既に取り組んでる措置

を、この資源回復計画の中に組み入れるという工夫のほうをす

べきではないかという気がいたします。端的なことを言えば、

今まで自己負担ですべてやってきたのが、３分の２の補助が出

るんだという、逆の発想で実施するというのも一つの議論を進

める場合の考え方ではないかというような気がしております。 

 大分時間も経ってまいりましたので、このへんでこの議論を

置きたいと思います。これから今後の計画を策定することにな

るわけですが、それにかかる今後のスケジュールといったよう

なものを、事務局からご説明いただければと思います。 

阿部資源管理部管理課資源管理推進室課長補佐  

 手短にご説明させていただきます。まず今回各県においてま

だ候補種の選定作業中であったものについて、今回の第２回の

協議を踏まえまして、今後、各県の漁業者等協議会で更に検討

して頂き、各県においてそこの中で候補種の検討を頂く。これ

をある程度水産庁で集めて、候補種ごとに優先順位をつけて、

次の部会までに、そうした候補種としてこういう案でいかがで

しょうか、ということをお諮りしたいと言った手順を考えてお

ります。 

 それで時期として考えておりますのは、９月。９月のいつ頃

かというのはまだ決めておりませんけれども、９月頃に部会を

開催したいと思います。 

 その部会において、候補種の選定をそこでしていただいて、
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実際の候補種について各県でどういう取組みができるかという

ことを、県で漁業者等を含めて議論を重ねていただく。 

 それで最終的には、こちらのスケジュールとして考えている

のは、今年度内ぐらいで回復計画の素案を作って、来年度早々、

今ぐらいの時期に、現在の瀬戸内海のサワラを策定して公表を

行っているように、大体どの魚種でどういう方法でやるか、ど

ういうふうな回復計画にするかという中身が詰まって、対外的

にこんなことでやりますよということが公表できるように準備

を進めていきたいと思っております。以上です。 

石川部会長  

 ありがとうございました。ただ今水産庁の考え方、スケジュ

ール等が示されたたわけです。来年度早々の計画策定を目指し

ているということのようでございます。来年度早々ということ

になりますと期間は１年程度しかないわけでございます。その

期間内に、この策定作業を完成させるためには、それぞれ努力

を、いま一層のご尽力をいただきたいと思うのです。現状で、

候補種の選定がなされていない県、そういう県におきましては、

他県での選定状況も踏まえまして、候補種の選定を速やかに行

う作業を早急にやっていく必要があるのではないかということ

が１点ございます。 

 既に候補種の選定を終えている県においては、隣接県との候

補種選定の状況を踏まえ、より具体的な検討を進めるといった

取り組みが必要ではないかと思います。 

 それから３点目です。事務局である水産庁のご努力なんです

が、この秋に向けてということでございますので、この秋に向

けての候補魚種を絞り込むという作業には、より一層積極的、

前向きに、関係県、あるいは関係団体との話の詰めをしていた

だく必要があるのではないか。そういった各県、あるいは水産

庁、その他の関係者の一層のご尽力をいただくことよって、で

きればこの１年間の間で、候補種と言いますか、計画策定にこ

ぎ着けられないかなと思うわけでございます。 

 本日は、関係県でまだ候補種が決まってないという状況での

会議開催となりましたけれども、今日の会合におきましては、

今後関係県の候補種選定に役立つ内容の議論が活発になされた

というふうに考えております。そこで本日議論された内容につ

いても、各委員に地元に持ち帰っていただきまして、魚種選定

の際の参考にしていだたければ大変ありがたいと思っておりま

す。 

 それでは時間も大分経過いたしましたので、回復計画の魚種

選定にかかわる議論はこれで終えたいと思います。 
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３ その他  

石川部会長  

 次に議題３、その他でございます。その他について、水産庁

のほうは何かございますか。 

大隈資源管理推進室課長補佐  

 それでは大分時間も過ぎておりますので、手短に説明致しま

す。今後、この日本海北部会各委員、特に県から選出いただい

てます委員におかれましたは、当会議の話合い内容、回復計画

の考え方や本日の議論内容に関し、それぞれの県に持ち帰って

いただいて実際現場に出ている漁業者の方々、皆様方とも会っ

ていろいろ話をしていただきたいと思います。そのご参考まで

に、現在作成が進んでおります他の委員会の部分、そこで行わ

れている回復計画といったもので、どういう取組みというのが

形となしてきているのかということを簡単にご紹介させていた

だきます。 

 資料は、その他ということで準備させていただきました。現

在作成中の資源回復計画の内容、概略といったもの、これ１枚

目に全体像があって、その後ろ側に、それぞれをもう少し詳し

く書いたものがございます。もし時間が許せれば、それぞれ詳

細を説明したのですが、時間もございませんので、概略だけ説

明させていただきます。 

 一番先行しておりますのが、瀬戸内海のサワラ資源、これに

対する回復計画でございます。これは瀬戸内海広域漁業調整委

員会などといろいろと審議しながら進めてきたもので、既に完

成しており、去る４月 12 日付けで水産庁長官名で公表させて

いただいております。 

 瀬戸内海のサワラと申しますのは、その地域では大変重要な

魚種でございまして、主に瀬戸内海の内海のほうで行われてい

るサワラ流し網漁業、それから内海の一部で行われている比較

的小型ですがまき網漁業でも一部とられています。湾口、瀬戸

内海の両袖の入り口で行われている曳き縄釣り漁業というのが

主な漁獲を行っていて、一昔前ですとかなり獲れていたものが

急激に下がってきました。 

 まずはそれを保護しなければならないということから、基本

的な取組み方向としては未成魚の保護といったことが一つのキ

ーワードとなっておりました。それから当然、全体的な漁獲圧

力を圧縮しようということで、これもわれわれの瀬戸内海漁業

調整事務所のほうが中心となっていろいろ取りまとめてまいり

ましたが、最終的には主要な漁期、サワラの場合ですと春に瀬
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戸内海に産卵のために入ってくるもの、それから秋、夏に産卵

したものが、秋にはサゴシという比較的小型ですけれども、30

㎝ないし 40 ㎝ぐらいまで成長いたします。それのいずれか、

これは地域々々の事情とか漁業の種類に合わせたわけですけれ

ども、それぞれについてどちらかのほうについて禁漁措置を行

う。 

 そして未成魚の漁獲ということで、漁具の改良、まさに先ほ

ど委員の方からもお話がありましたような、目合いの拡大とい

った手法がこの回復計画のメニューとして大きなものとして取

り込まれました。今まで基本的には県知事許可漁業、特にサワ

ラ流網漁業ですので、県によって、地域によって、網目といっ

たものの制限が統一されていなかったわけですが、今度回復計

画の中で統一的に行おうということで、網目の目合いの統一的

な拡大といったものを行いまして、例えば秋のサゴシ漁、先ほ

ど言った小型のようなものはあまり獲れないというような形に

なっております。 

 あとは、日栽協を中心にした種苗放流というのも手がけよう

としております。 

 次に日本海西部のアカガレイ資源に対する回復計画について

説明します。漁獲している漁業種類としては沖合底びき網漁業

と小型底びき網漁業、この２種類がございます。またアカガレ

イに関する漁獲努力量圧縮やその他の努力を行うことにより、

ズワイガニも関連種としてかなりの効果が見込まれております。

その方法は保護区や保護礁の設置により漁場を少し狭めるよう

な形での実施や休漁期間の延長、そして漁具の改良等があげら

れます。この漁具の改良はズワイガニを主体に漁獲する漁具に

おいて他の漁獲物の混獲を減らすというもので、例えばズワイ

ガニを漁獲できないときでも、網に入った混獲物は上に揚げて

しまうと死んでしまいますので、そういうことがないように混

獲物を逃がすように漁具の改良ができないかということです。

また休漁期間を設けるのであれば、その期間は休漁船を活用し

まして海底清掃とか、海底耕耘とかいう取組みを行うというこ

とも考えられております。 

 そして太平洋北部、沖合性カレイ類資源です。サメガレイ、

ヤナギムシガレイ、カレイではないのですがキチジ、キアンコ

ウといったものを対象にしております。これも沖合底びき網と、

小型底びき網を対象にしていまして、これは魚種によって多少

アプローチが違うのですが、サメガレイの場合ですと産卵期に

ついて休漁とか禁漁区の設置を行おうか思っております。小型

魚の保護ということで、これは網目の拡大というものが行えな
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いか。他はアカガレイと同様ですが、休漁等を行う場合の海底

耕耘や清掃を考えております。 

 もう一つ、伊勢湾の小型底びき網対象資源です。これは他の

ところが、ある魚種の方面から着目しておりますが、伊勢湾の

場合ですと、当初はトラフグということでのアプローチだった

のですが、いろいろ現場で話し合っていった結果、伊勢湾の小

型底びき網漁業全体に対する取組みという整理となってきたも

のです。伊勢湾の場合ですと、湾の中で産卵したトラフグが若

干成長し、成長し終わると湾の外に出ていくのですが、あまり

商品的にも価格の出ない小型の段階のトラフグを今までは獲っ

ておりました。この部分を、漁業をやめるということではなく

禁漁にしまして、その間は水揚げをしないと言った制限を、10

月ないしは 11 月ぐらいに設定するということと、アナゴの全

長制限の強化をする予定です。それからこれは漁具改良と言い

ますが、小型底びき網ですと一旦網を揚げた際に魚獲物を甲板

に出すわけですけれども、その際に、例えば放流しようとする

トラフグやアナゴの小型魚も死んでしまう。その死亡を押さえ

て、放流の効果が上がるように、揚げた漁獲物に水をかけると

言ったシャワー装置の導入のようなこと、このようなアプロー

チも一つの例としてあるということで、今後ご参考にしていた

だければと思いますが、そういうことも回復計画の内容といた

しまして、これに対して支援が行えるような形を取ろうとして

おります。 

 あとは、やはり冬季に１か月程度の休漁期間というのを新た

に設け、その休漁期間、内湾でかなりゴミも溜まっているとい

う話もございますので、かなり集中的に海底耕耘等の清掃を行

おうとしております。 

 他のものについて既に計画の概略ができており、サワラは既

に公表しているわけですけれども、太平洋のマサバ資源では今

後卓越年級群が発生したときに、その発生した小型魚というの

をできるだけ取り尽くしてしまわない、卓越年級群というのは

次の加入に生かすといった方向でのアプローチを考えておりま

す。概略は、まき網業界の方々と相談させていただいているの

ですが、そこまで詰まっているものではございません。卓越年

級群が発生した際に、これまでは連日操業して、かなり小さな

稚の時期に資源に影響を与えていたものを、操業日数をある程

度縮小することにより、発生した卓越年級群が、１歳、２歳、

３歳になった段階で、多くの割合で産卵群に参加できるような

措置を取って資源全体の底上げを図っていこうというアプロー

チから取組みを行っております。 
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 少し時間がございませんので、この１枚目の概略だけの説明

とさせていただきますが、他の地域でどういう回復計画が行わ

れているかということのご紹介をさせていただきました。委員

の皆様のほうもご興味がおありでしたら、何かの折りに、事務

局に問い合わせていただければ、またいろいろ細かいご説明も

できると思いますので、こういうことがあるということをご承

知おきいただければと思っております。 

石川部会長  

 ありがとうございました。時間がまいりましたので、次に進

ませていただきます。次回の開催の日程についてでございます。

何かございますでしょうか。 

佐藤資源管理推進室室長  

 昨年度は、委員会の立ち上げということで 10 月に開催しま

したけれども、残り半年で計画をまとめることは時間的に極め

て厳しいものがあり 

ました。それで今年はできれば９月に開催したいと思っていま

す。ただ 

し８月に水産研究所のほうで資源評価結果を出します。それが

まとまっ 

た折り合いを見まして、最新のデータをご説明して、早急に作

成に向け 

た活動に入りたいというふうに考えております。今のところは、

昨年度より１か月ぐらい早くしたいと考えております。以上で

す。 

石川部会長  

 ありがとうございました。９月頃のようでございますが、関

係道県の候補種選びという作業がいつ終わるか、未確定という

ような要素もございますので、この場では９月頃ということで

開催予定ということにさせていただきたいと思います。最終的

な日程の調整は私のほうと、事務局と相談したうえで、各委員

の皆さん方にまたお諮りして、日程を決めたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。それでよろしゅうございますね。

ありがとうございます。 
 

閉 会  

石川部会長  

 それでは本日の予定しておりました議事はすべて終了いたし

ました。大変長時間にわたりまして貴重なご意見をいただきま

して、ありがとうございました。また議事録署名人にご指名さ

せていただいた方におきましては、事務局のほうから議事録が
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送付されると思いますので、署名方をよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは以上をもちまして日本海・九州西広域漁業調整委員

会第２回日本海北部会を、これで終了させていただきたいと思

います。大変ありがとうございました。これで終わらせていた

だきます。 

（以 上） 
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