
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海・九州西広域漁業調整委員会 
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平成１５年６月１１日 

水産庁資源管理部管理課 



１ 開催日時 

平成１５年６月１１日（水）１４：００～１６：５５ 

 

２ 開催場所 

新潟市 万代シルバーホテル 万代の間 

 

３ 出席者 

（委 員） 

 中村東伍、西崎義三、谷村政明、齋藤辰男、當摩栄一、大黒信吉、和田耕治、 

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 

（独立行政法人水産総合研究センター） 

 南卓志  日本海区水産研究所日本海漁業資源部長 

（水産庁） 

 髙柳充宏 資源管理部管理課長 

 佐藤力生 資源管理部管理課資源管理推進室長 

 齋藤晃  資源管理部管理課資源管理推進室資源管理企画班課長補佐 

 寺谷志保 資源管理部管理課資源管理推進室資源管理企画班企画調整係長 

 阿部智  資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班課長補佐 

 廣山久志 漁政部水産経営課経営改善班課長補佐 

 鈴木光夫 北海道漁業調整事務所資源管理係長 

 渡部勝弘 新潟漁業調整事務所資源管理計画官 

 永井周  新潟漁業調整事務所資源管理係長 

 

４ 議 題 

 （１） 平成１５年度資源回復計画関係予算ついて 

 （２） 日本海北部マガレイ･ハタハタ資源回復計画（案）について 

 （３） ＴＡＥの設定について 

 （４） その他 
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５ 議事内容 

 

開    会 

 

○渡部資源管理計画官 

 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４回日本

海北部会を開催させていただきます。 

 本日は、委員数 15 名のところ、過半数を超えます 14 名の委員のご出席を賜っており

ますので、部会事務規程第５条の規定に基づき本部会は成立していることをご報告いた

します。それでは石川部会長、議事進行をお願いいたします。 

○石川部会長 

 皆さん、こんにちは。恒例によりまして私のほうが議事進行をさせていただきます。

委員の皆様方におかれましては大変お忙しいなか、また遠方からお越しいただきまして

誠にありがとうございます。 

 この日本海北部会でございますけれども、昨年の９月に第３回の部会を開催いたしま

した。その部会の中では、マガレイとハタハタを資源回復計画の候補魚種とするという

ことをご決定いただいたわけでございます。そして資源回復計画の策定に向けて、漁獲

努力量の削減につきまして検討を進めるということについても併せてご承認をいただ

いたところでございます。本日の部会におきましては、この資源回復計画の作成の進捗

状況、この進捗状況の審議ということが最も重要なテーマでございます。 

 しかしながらその前に、３月に成立いたしました予算、15 年度におきます資源回復

計画関係の予算の説明について事務局からまずご説明をいただきまして、そのあと、こ

の資源回復計画、マガレイ、ハタハタの計画についてご審議をいただきたいと思います。 

 それでは議事に入ります前に、水産庁から高柳管理課長がお見えでございますので、

ご挨拶をお願いいたします。 

○髙柳管理課長 

 ただ今ご紹介がありました水産庁の管理課長髙柳と申します。この１月に管理課長に

なりまして、初めてお目にかかる方も多かろうと思いますが、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 本日、日本海・九州西広域漁業調整委員会の第４回日本海北部会の開催にあたり一言

ご挨拶を申し上げます。委員の皆様方におかれましては、この度、ご多忙にもかかわら

ず本日ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 
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 皆様ご案内のとおり、資源回復計画につきましては平成 13 年より取り組みが始まっ

ており、平成 16 年度までに、50 程度の魚種のうち条件の整ったものから順次策定に着

手することとしております。そろそろ半ばに差し掛かるところでございますけれども、

平成 13 年度に取り組みました５計画のうち、日本海西部のアカガレイを初めてとして

４計画、９魚種の策定・公表をしております。また残りましたマサバの資源回復計画に

つきましては、本年末ごろを目途に計画の策定に取組んでいるところでございます。ま

た平成 14 年度には新たに当部会管轄の日本海北部マガレイ、ハタハタのほか、当部会

にも関係あります日本海の大臣許可のベニズワイガニ漁業につきまして、３月に開催さ

れました日本海西部会で資源回復計画に着手することが了承されまして、この回復計画

の作成に向けた動きが進んでおります。 

 また、実行されております４計画のうち、瀬戸内海のサワラ、伊勢湾・三河のトラフ

グ、これは昨年は良好と、また日本海西部ではエチゼンクラゲ大量発生があったにもか

かわらず、ズワイガニも昨年度は漁獲量が増大していると聞いております。いずれも関

係者のご努力の賜と受け止めております。 

 現在、水産庁におきましては水産基本計画の着実な実施に向けまして組織的な対応を

図っており、「新水産政策推進本部」を設定し、この中に水産業の構造改革部会を置き

まして、資源回復計画の着実な推進や実効ある資源管理につきまして検討を行っており

ます。さらに自民党の水産基本政策小委員会におきまして、「資源管理と沖合・遠洋漁

業の課題と対応方向」といった検討がなされており、その中におきましてもこの資源回

復計画の加速化が必要だと議論されております。 

 今回の部会におきましては、当部会では初めてとなるマガレイ、ハタハタの資源回復

計画につきましてご審議いただこうとしておりますが、資源回復計画にかかる審議は当

部会の審議事項の中で最も重要と考えております。特に今回は部会開催日程を当初予定

より開催時期を延期させていただいておりまして、この間に、関係漁業者による積極的

な検討の結果、本日合意形成が得られるものというように受け止めております。 

 水産庁といたしましては、削減措置の実施、また各県の予算要求との関係上、本日、

回復計画につきまして当部会のご了承を賜ることができますれば、これを速やかに公表

し、実行に移ってまいりたいと考えておりますので、ご審議のほどをよろしくお願い申

し上げます。 

 最後になりますが、本日、皆様方の今後のますますのご健勝を祈念申し上げまして私

の挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 
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○石川部会長 

 どうもご挨拶ありがとうございました。これから議事に入るわけでございますけども、

その前に、資料の確認をさせていただきます。事務局のほうでお願いいたします。 

○渡部資源管理計画官 

 資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元のほうにお渡ししております資

料、初めに議事次第、第４回日本海北部会出席者名簿、同じく委員の方々の座席表、北

部会委員名簿。 

 議題になります資料１としまして資源回復（漁獲量増大）のために講じるべき施策と

関連・支援措置、予算関係の資料を資料１として添えさせていただいております。 

 資料２としまして、日本海マガレイ、ハタハタ資源回復計画に関しまして漁業者協議

会等の開催実績を２－１、資料２－２としまして資源回復計画の概要、２－３といたし

まして日本北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画(案)。続きまして、ＴＡＥ制度の適応

についてということで資料３。続きまして資料４といたしまして、日本海北部海域にお

ける資源回復計画の対象候補魚種ごとの現状、検討課題及び優先度。この資料を資料４

－１として添えさせていただいております。資料４－２といたしまして資源回復計画の

作成状況。４－３といたしまして資源回復計画作成魚種及び候補魚種。資料－５といた

しまして資源管理と沖合・遠洋漁業の課題と対応方向について参考といたしまして、資

料を添えさせていただいております。もしお手元にないものがありましたら、事務局の

ほうでお渡し致しますので、よろしくお願いいたします。 

 

議事録署名人の指名 

 

○石川部会長 

 それでは次に進ませていただきます。 

 まず議事録署名人の選任でございます。部会事務規程第 11 条にありますように、後

日まとめられます本委員会の議事録、この署名人の選出をしておく必要がございます。

規定によりましてこの議事録署名人の指名は２人以上ということになっておりまして、

私のほうから指名させていただくという手順になっております。そこで今回の議事録の

署名人といたしましては、これも順番にやっていただいておりますが、海区漁業調整委

員会の互選委員の方から新潟県の當摩委員さんにお願いしたいと思います。それから大

臣選任の漁業者代表委員の方からは三門委員さんにお願いしたいと思います。このお二

方にお願いいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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議題１ 平成 15 年度資源回復計画関係予算について 

 

○石川部会長 

 それでは議題に入らせていただきます。議題の第１が資源回復計画の関係の予算につ

いてでございます。漁業者の方々がそれぞれの立場から、この漁獲量努力削減措置をと

るということでこれまで話し合いをさせていただきまして削減措置をとることになる

わけでございます。この削減措置に対しまして、財政支援を行うということによりまし

て、漁業者の方々の負担を少しでも軽減しようというものでございます。この支援措置

につきましては、前回９月の委員会でも説明がなされたわけでございますが、予算が確

定いたしましたので、おさらいの意味というようなことも含めまして改めて事務局より

ご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○齋藤管理課課長補佐 

 水産庁管理課の齋藤と申します。よろしくお願いします。資料１に基づきまして予算

説明をしたいと思います。 

 平成 15 年度の予算は国の予算が非常に厳しいなか、財務省に対しては資源管理とい

ったものの必要性、重要性を十分ご理解いただきまして所要の予算を確保しているとこ

ろでございます。 

 大きく分けて、資源回復の施策のための予算は２つの予算がございます。１つは資源

回復措置といたしまして資源回復計画を直接的に進めていくもの。この表でいきますと

上半分がその部分になるわけですが、即ち資源回復計画に基づく減船措置ですとか、休

漁、漁具改良、こういったことに対する助成を行うものということでございます。 

 そして下半分、関連・支援措置と書いてございますのは、要するに間接的に例えば資

源回復計画の策定のための会議の費用ですとか、資源回復計画をＰＲしていくための費

用、または当然資源管理に必要な資源調査を行うための費用といったものを計上してご

ざいます。これらの予算を合わせまして資源回復計画関連予算として約 152 億円、こ

れらの予算を計上しているところでございます。細かい事業の説明は省かせていただき

ます。 

 ２ページ以降に、資源回復計画に非常に関連深い予算というものをＰＲ版で載せてお

りますので、こちらを中心に説明してまいりたいと思います。 

 １枚めくっていただきまして、資源管理体制・機能強化総合対策事業でございます。

これはまさに資源回復計画、ＴＡＣやＴＡＥ、こういったものの事業を運用していくた
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めの費用となっております。 

 ２．の事業内容でございます。(1)が資源調査、資源状況の提供、また(2)によって、

従来から行われております資源管理型漁業推進する事業、さらに(3)の①が資源回復計

画の作成及び普及の推進ということです。これは資源回復計画の計画策定にかかる費用、

またはＴＡＥ、これが新しく始まっておりますが、こちらの報告にかかる経費、こちら

のほうを負担する事業ということとなっております。そして(3)の②で、漁獲可能量の

適切な管理ということで、ＴＡＣの報告に関する経費というものを計上してございます。

これらの事業実施主体といたしましては、３．に書いてあるとおり、都道府県、関係団

体に助成するということとなっております。 

 ５．平成 15 年度の予算額ですが、約８億 2,000 万の事業となっておりまして、カッ

コ書きで前年度予算額ゼロになっておりますが、こちらのほうは前回の広域漁業調整委

員会でもご説明させていただきましたが、ゼロから事業を組み立てたものではなく、14

年度にも実施していたのですが、それを統合整理いたしまして一本化したということで、

かたち上、平成 15 年度新規予算ということとなっております。 

 続きまして１ページめくっていただきまして、資源回復推進等再編整備事業（見直）

ということになっております。これは資源回復計画を直接推進するタイプの予算でござ

いまして、２．事業内容のところにメニューがございますが、①資源回復型といたしま

して、資源回復計画を踏まえまして減船を行う場合に、その経費の支援を行うものとい

うこととなっております。後ほど説明がございます本部会の資源回復計画でも、減船を

希望する県があるということでございますので、こちらの事業の活用が見込まれるとこ

ろでございます。 

 続きまして１枚めくっていただきまして、資源回復計画推進支援事業（拡充）となっ

ておりますが、こちらのほうは２．の事業内容にありますとおり、資源回復計画に基づ

きまして改良漁具を導入する、もしくは休漁した漁船が休漁の係船にかかる経費を支援

するというような経費について、３分の１の支援を行う事業となっております。こちら

のほうも今回のマガレイ、ハタハタの資源回復計画のなかで活用が見込まれるというふ

うなことかと思っております。こちらのほうは、８．の実施機関に対する助成率３分の

１となっておりますが、国が３分の１、県が３分の１、そして実施機関・漁業者の方々

の負担と考えられるのが３分の１という事業となっております。つまり県の負担金とい

ったものも必要となってくるということでございますので、関連される県について、ま

た予算額の確保といったことをお願いしたいと考えております。こちらのほうは昨年度

から始まっておりまして、６．の平成 15 年度予算額ですが、昨年度４億円から、今年
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は６億円ということで、今後、新しく作成される資源回復計画も増えてまいります関係

上、前年より増額した額を確保したといったところとなっております。 

 続きまして１ページめくっていただきまして、資源回復支援基盤整備事業（新規）と

ございますが、こちらのほうが平成 15 年度予算の中の一番目玉となってくる事業では

ないかと考えております。こちらのほうの事業はどういったことかと申しますと、資源

回復計画で休漁する船といったものを用いまして公共事業、ゴミ掃除ですとか、海底耕

耘事業をやっていこうというような事業となっております。 

 当然、事業実施に漁船を使うということですので休漁漁船を用船し、用船料を支払っ

てその事業を行うという趣旨となっております。ただ、今年度スタートしたばかりとい

うことでもあり、なかなか公共事業で新たなこういった枠組みを作ったところですが、

進んでいっていないというのが実情です。それはなぜかと申しますと、やはり公共事業

として事業を仕組むためには費用対効果といったものをはっきりさせる必要がありま

す。即ち工事作業船から見ますと、効率が劣るような漁船を使ってなぜ公共事業をやる

のかといったことをはっきりさせるというようなことが必要となっております。 

 従来よりこのような海底保全の公共事業につきましては、海底耕耘、工事を行った面

積に比例して漁獲が増えるといったやり方で効果を出してきたところでございます。例

えば１平方キロメートル耕耘をしたならば１トン増える。ですので当然 10 平方キロメ

ートル耕耘したら 10 トン漁獲量が増える、こんな形で効果を算出してきているわけで

ございますが、こういった効果の算出方法をしますと、土木的な工事をいかに効率的に

やるかといったところばかりにとらわれてしまうことになります。ただし今回の事業で

は、土木的な効果にプラスして、休漁というのがスムーズに資源回復計画に基づいて行

われれば、それだけ資源管理が進んで資源が回復するというようなことにつながります

ので、土木的な効果にプラスして、資源回復計画の効果を上乗せするというような費用

対効果の出し方をするといったことを考えております。現在、こういった趣旨での費用

対効果のマニュアルの作成といったものを、この事業を担当しております水産庁計画課

のほうで作成中です。幾つか事業実施を希望する県、この中から数県ほどピックアップ

いたしまして、実際算出方法のモデル化、こういったのもをいま作っていこうとしてい

るところでございます。本ブロックの中にも、来年度この事業を活用することを検討し

ている県もあると聞いておりますが、本事業を活用することによって、今後ますます資

源回復計画を進めていければと考えております。 

 続きまして最後のページでございます。我が国周辺水域資源調査等推進対策事業とい

うことで、これはすべての資源管理に基盤となります資源調査、水研のほうに委託して
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行っておりますが、こちらのほうを拡充して行っていくということとなっております。 

 以上、これらの関連予算を効果的に推進しながら資源管理を進めていきたいと考えて

おります。事務局からの説明は以上です。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。ただ今の 15 年度予算についてのご説明がございましたが、

これに対しまして質問等があれば出していただきたいと思います。 

○三木委員 

 いま公共事業に関して、その費用対効果のお話で、資源管理の部分も盛り込んでその

計測のモデル化を図っているというお話があったかと思いますが、公共事業に限定せず、

もう少し資源回復計画全体で見た場合の合意形成の道筋だとか、経営サイドで見た経済

の状況、あと漁業内外の経済効果というような、経済分野における調査というものは予

算の中ではないのでしょうか。 

 というのは、日本における多種の魚種、漁業種類、規模の幅のある漁業者の間で行っ

ている資源回復計画というのは世界的に見ても類まれなものだと思われます。ですから、

そのものをきっちり押さえておく必要があるのかと思います。特に、これは漁業者の資

源回復計画に対する理解をもたらすものでありますし、第二に国民の漁業、国民という

か市民は沿岸域環境などにも大変関心を持っていると思うのですけれども、その理解を

持っていただくにもポイントになるかと思います。第三には、先ほども申しましたけれ

ども世界的に見ても稀なものですから、その経緯、経済効果をきっちり把握しておくと

いうのは必要なことではないかなと思われます。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。何か答えはありますか。 

○佐藤資源管理推進室長 

 ただ今のご指摘は、この資源回復計画というものについて、個々の議論というものが

技術論として休漁がいいか保護区がいいかとか、業界へはどういう資源回復効果がある

のかと言った点に、かたよりすぎているのではないか。むしろ資源回復計画が漁業者の

経営はもちろん、その周辺に及ぼす影響等について、より幅の広い意味からレビューし

ていく必要があるのではないか、というご趣旨かと思います。おっしゃるとおり、最初

に私どもがこれを企画するときに、そういう観点も必要かなという議論を行ったことが

あります。その際に、やはり当面の施策として、まず限られた予算の中で、どこに一番

最初にポイントを与えるかということになった場合には、漁業というのは必ずしも漁獲

量だけではなくて、価格という視点、それからそれを獲るためのコストという、いわゆ

 - 8 -



る量・質・コスト的なアプローチが絶対必要であるという認識はしているところですが、

いま当面の課題としては、資源すなわち量であり、やはり漁業者と頻繁に会議をしなが

らその枠を固めていくことから始めていこうとしておりました。そのため、いまの予算

の中に、そういう総体的な効果を把握するものは実は残念ながらないのです。一部の予

算の応用としては、先ほどの予算の中にありました普及・啓発というところで、全漁連

にお願いして、資源回復計画に関連し、地域の魚価とか漁業経営に関し、大学の先生に

お願いをして関係資料としてまとめて頂き配布しているものがあります。だから当面は、

まだ手に着いたばかりで本当にいま言われたような効果を判定するだけの漁獲量なり、

コストなり、質に対する影響は出てきていませんので、例えば資源は増えたが実は実収

入はそんなに増えない等、回復措置を進めた後に資源回復計画の効果が確実に漁業者ま

たは周辺産業でもたらすために何かが欠けているのだというような問題認識が出てく

るので、今後の施策を推進するときには、資源を回復させたあとの施策につなげていく

という面からすると、それは今後の検討課題にさせていただければと、そういうふうに

思います。 

○谷村委員 

 秋田の谷村でございます。いま三木先生のほうから質問がありましたけれども、私は

いまの事業の中で公共事業として捉えていくという、このあたりにそもそも非常に疑問

があるのです。ご承知のとおり公共事業に対するバッシングは非常に強いし、その効果

がどうだという話、これまた非常に議論されている時代だと思うのです。そのなかでい

ま始めようとするこの事業は、そういう視点に立って費用対効果で物事そう簡単に解決

するものでもないと思います。理論的にはわかりますが、費用と効果でもって公共的な

仕事をするとなれば、果たしてやれる事業はどのぐらいあるのでしょうか。そうなれば

公共でやる必要はないと思うのですよ。やはり公共というのは非常に投資的なところが

あるし、それからまた将来に向かってのやっぱり整備をし、地域住民の利便、利益を図

るためのものが公共事業だと思うのです。海のものとも山のものともつかないという言

葉がよくあるのですが、このとおり資源が薄くなってきて、いま漁民をどうするのか、

漁業をどうするのかというときに、費用対効果でものを議論するとなれば、話がどこに

基点を置いて、どこに主眼を置いているのか、少し疑問がありすぎると思います。これ

に埋没すると、この事業自体が変な形のなかで縮まらなければいけないし、地元の漁業

者なり自治体の方々も、大変な苦労をして結果的には何にも効果が出ていないようなも

のを鉛筆をなめなければいけない、こういうふうな結果になりはしないのだろうかなと、

こういう疑問を持っているわけでございます。いかがなものでしょうか。以上です。 
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○佐藤資源管理推進室長 

 なかなかここで、公共事業の担当でないものが答えるのは難しいのですが、いまの私

どもが活用しようとしている事業自体は従来からありまして、必ずしも資源回復計画で

休漁する船を使うことなく、これまでは普通の漁船であったり、またはさっき言ったよ

うな工事による作業船を使用しております。それはそれとして、事業として全国で確か

20 か所ぐらい行われていますので、それ自体としてはそれのＢ／Ｃの効果として、い

い悪いは別として必ずしも間尺に合わないものではないと思っております。 

 今回休漁船を活用できるように予算に盛り込んだことは、少なくとも公共事業の持つ

最終目的を考えた場合に、ゴミをなくしただけではだめで、最終目的が魚を増やすとい

うところにあります。それならば、その目的に対して、まさに資源回復計画というのは

別の手法としてかなり効果があるのではないかということです。いま谷村委員が言われ

ましたように、私どもとしては、いまの考え方の中でももう少しやり方があって、さら

に、少なくとも漁業者がその公共事業をやりやすくなる、漁業者のために役に立つ公共

事業としての運営を図っていただきたいという趣旨から入れております。 

 ただ、いま言われた本質論に係る、そもそも公共事業に事業評価をどこまで求めるか

ということや、本当に公共事業は従来通りでいいのかということは、もう少しランクが

上がる議論になると思うのです。今回の新しい事業は、むしろ漁業者にとって公共事業

の本来の目的というのは最終的に業者の収入につながること、それにより近くなるよう

に運用を図っていくべきではないかということで、公共枠の中の５％をこちらのほうに

移していただきました。それによって魚が増えるということが、結局、周辺の公共事業

についても結果的にその効果を高めることになるということでございますので、本質論

まで入りませんが、少なくともいまの考え方の中ではできるだけ考え方を幅広く持って、

この事業を採択してください。そうすれば要するにゴミを拾うことによって確かに漁業

者の将来に良い条件となる効果もあるのですが、これだけの効果だけでなく、それ以上

に船を休ませることを同時に行うことで、より効果が出る、それが漁業者の収益を支え

ることにもなるという形で、一応いまの枠の中では応用させていただいているというふ

うな形です。本質論的には今後の課題だと思います。 

○石川部会長 

 私が言うべきかどうかちょっとわかりませんが。役所の方は言いにくいので、私のほ

うからではないかというような推測も込めて言わせていただきます。 

 水産庁予算の中で３分の２は公共事業なんですね。公共事業と非公共事業というのは

予算の組み方が全く違いますので、簡単に公共事業を非公共事業のほうへ移すというこ
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とは、予算の編成上ほとんどできないというような形になっています。そこで多分、非

公共事業の予算が足りないということで、うまく公共事業は公共事業としてその一部を

使うという、苦肉の策でこういう方式が多分出てきたのではないかというふうに私は推

測しております。 

 ただ、この資源回復計画のいろいろな事業の説明がありましたけれども、大半は非公

共事業でやっているわけです。一部公共事業を使いながらということでありますので、

公共事業を全部資源回復計画に立てたというものではないわけだと思います。推測が当

たっているかどうかわかりませんけれども、多分予算編成の技術上の問題があって、そ

ういう形にされたのではないかなというふうに推測しております。 

 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

議題２ 日本海北部マガレイ・ハタハタ資源回復計画(案)について 

 

○石川部会長 

それでは次に進ませていただきます。 

 議題の第２が「日本海北部海域のマガレイ・ハタハタの資源回復計画について」でご

ざいます。前回の部会におきます結論といたしましては、マガレイ、ハタハタの２魚種

について候補魚種にするということの決定が行われました。それで漁獲努力量の削減措

置の検討を漁業者協議会で進めていただくということにしておりました。事務局の水産

庁のほうから、前回の部会から今日に至るまでどういう状況であったか、特に漁業者協

議会等がどういうふうに進められてきたかというようなことについて、ご説明をいただ

きたいと思います。 

○渡部資源管理計画官 

 議題の２についてご説明させていただきます。新潟漁業調整事務所資源管理計画官を

務めさせていただいています渡部と申します。 

 漁業者協議会の開催実績については、配付資料２－１に基づいてご説明申し上げます。

開催状況につきましては、昨年９月に行われました、部会に提出した資料以降の漁業者

協議会をまとめております。 

 まず８ページにございます、行政・試験研究担当者会議ですが、３回実施しておりま

す。漁業者協議会等で話し合われました漁獲努力量削減にかかる手法や、資源回復計画

(案)の検討などを行いました。 

 そして目標値の設定を漁業者協議会へご提示するために、回復目標のシミュレーショ
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ンを行うための作業グループを日本海区水産研究所と、各県の水産試験所の研究者の方

で２回行っております。またベニズワイガニの資源状況にかかる打ち合わせを１回行っ

ております。 

 次に、各道県の漁業者協議会ですが、１ページへ戻りまして、北海道は前回の部会で

ご承認いただいたように、北海道単独で資源回復計画を進めております。北海道におけ

る候補魚種の選定は、今年の８月を目途に行う予定で検討を進めていただいております。 

 青森県から富山県までは資料１ページから７ページにあります。昨年の部会でマガレ

イ、ハタハタを対象魚種とすることをご承認いただきましたので、各県において漁業種

類ごと及び地区ごとに漁業者協議会を開催していただき、それぞれの魚種に関し具体的

な漁獲努力量削減の方法と、支援措置の説明を行ってきました。特に漁業者の方々は操

業中の合間を見てご参集していただき、漁獲努力量の削減措置については積極的なご意

見をいただき、各漁業種類ごと及び各地区ごとで合意形成を図っていただいたところで

す。以上が漁業者協議会等の開催実績についてです。 

 次に資料２－２及び２－３の内容に入らせていただきます。資料２－２につきましは、

これは資料２－３のダイジェスト版、概要ということでご参考のためにお付けしており

ます。 

 資料２－３、日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画(案)に入らせていただきま

す。その前に、先ほどの漁業者協議会開催実績の中で、２ページから３ページに、秋田

県の削減措置の内容のところが「削減・支援措置の説明及び検討」となっております。

この２－３の資料の計画案は、実のところ秋田県の削減措置が現在のところ決定してい

ないという状況にあります。 

 しかし、秋田県を除く各県における削減措置は、これからご説明させていただきます

が、ほぼ決定しております。特に支援措置に対する関係県での予算要求との関係を考慮

いたしますと資源回復計画として早めに公表しておくことが望ましく、秋田県の漁業者

にかかる部分の検討が遅れていることのみで、回復計画のご検討を本部会にご提案でき

ないことは、他県で進めている漁獲努力量削減措置及びそれにかかる支援措置に支障が

出てくるということを判断いたしまして、特に本年度中に削減措置を予定している計画

の中で減船ということがありますが、減船を計画している漁業者の方は、７月から公的

規制による禁漁期に入ったあと、できるだけ早い時期に減船を実施したいというご意向

があると聞いております。当該漁業者への配慮等を考えますと、早急な回復計画策定と

減船支援実施が必要だということで、本計画案を本部会にご提案させていただく次第で

あります。 
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 このあと、本計画案をご審議していただくわけでございますが、本部会で本計画案が

了承されれば、速やかに回復計画の公表を行い、次の部会等において秋田県の分も含め

た回復計画を検討し、再度公表を行うということで、秋田県の取り扱いについてはご承

認していただければと考えております。 

 それでは初めに１ページの、資源の回復の必要性ということで、初めて回復計画(案)

をご提案いたしますので、項目ごとに説明させていただきたいと思います。 

 １の資源の特性と資源水準の現状です。①マガレイについてでございますが、日本海

北部海域のマガレイは、国が実施しています、我が国周辺水域の資源評価では、これま

で資源評価は実施してきておりません。日本海区水産研究所、新潟県、山形県の水産試

験場にあります文献等を参考としまして資源の特性を捉えております。 

 資源水準は 1994 年に 788 トンの漁獲がありましたが、2002 年には 299 トンまで減少

し、資源状況は低位減少傾向にあるということでございます。 

 次に、ハタハタでございます。ハタハタは平成 14 年９月に公表されました、我が国

周辺水域の資源評価より特性をとらえております。資源水準は 1975 年までは２万トン

前後の漁獲量がありましたが、1990 年代初頭には 200 トン以下にまで減少するという

ことになっております。秋田県の自主的な採補禁止措置や、青森県から新潟県の４県協

議による体長制限等の資源管理措置の実施により漁獲量が回復してきているものの、資

源状況はいまだ低位水準となっています。 

 次に２ページの、(2) 漁獲量の推移と資源回復の必要性でございます。先ほど漁獲量

が減少していることをご報告いたしましたが、当海域では冬場の産卵親魚を漁獲するこ

とや、３月から６月に浅海域に移動する比較的体長の小さいサイズのものを漁獲するこ

とが多いことなどから、こういうことが減少傾向の要因と考えられているため、産卵親

魚や小型魚の保護を行いつつ、今後も当該資源を持続的に利用していくためには、適切

な資源管理が必要であるということでまとめております。 

 次に３ページの、②ハタハタについてでございます。平成 14 年 12 月には、秋田県で

ハタハタを県の魚に指定するなど、ハタハタは日本海北部海域を代表する魚種として親

しまれている魚です。これまでの資源管理効果が功を奏しているため、従来の自主的な

取り組みを基礎とし、広域的かつ実効ある資源管理体制の枠組みを構築するなかで、資

源の回復傾向を引き続き維持していくことが不可欠であるということでまとめており

ます。 

 ４ページの２．資源の利用と資源管理等の現状でございます。 

 (1) 関係漁業の現状について。マガレイ及びハタハタの各県及び各漁業種類ごとの許
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可隻数については４ページに載せております。また各県別、主要漁業種類ごとの漁獲量

と金額をグラフにして５ページ、６ページに載せております。 

 ①マガレイの漁獲量及び金額の推移についてでございます。 

 (ｱ) 漁獲量、(a) 関係県別マガレイの漁獲量は、２ページの下段のほうにマガレイの

漁獲量を掲載しております。 

 ５ページには、(b)として漁業種類別マガレイの漁獲量を掲載しております。 

 (ｲ) 漁獲金額。これは関係県別マガレイ漁獲金額と、漁業種類別のマガレイ漁獲金額

を掲載しております。 

 ② として、ハタハタの漁獲量及び漁獲金額の推移についてです。 

 (ｱ) 漁獲量、(a) 関係県別のハタハタ漁獲量につきましては、３ページのほうに関係

県別漁獲量を入れております。(b) として漁業種類別ハタハタの漁獲量。 

 次に６ページになります。(ｲ) 漁獲金額としまして関係県別ハタハタ漁獲金額と漁業

種類別ハタハタ漁獲金額を掲載しております。マガレイは総体的に漁獲量、金額とも右

肩下がりを示しており、10 年間の中でも一番よいときの半分以下となっているのが現

状となっております。ハタハタは、秋田県の全面禁漁以降の 10 年間という表で漁獲量

以外を載せてありますが、それを見ますと右肩上がりというふうになっていますが、

1970 年代の最盛期、先ほども申しましたが２万トンの４分の１以下の水準となってい

る状況にあります。 

 次に、漁業形態及び経営の現状でございます。マガレイ、ハタハタの主要漁業種類は

沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業、刺し網漁業及び小型定置網漁業により漁獲され

ております。 

 底びき網漁業の入会についてですが、この日本海北の北部海域では小型底びき網で一

部の県で入会を行っている以外は、概ね自県沖合で操業をしております。 

 沖合底びき網漁業ですが、概ね自県沖で操業し、他漁業との兼業はなく、７月、８月

の禁漁期間を除き周年で操業を行っております。概ね自県沖と言いますのは、大和堆海

域で操業する沖合底びき網漁業がいるということでございます。 

 次に刺し網漁業ですが、自県地先沖で操業を行っております。また小型定置網漁業は、

季節的に来遊するサケ、マス、ブリ及びイカ類が主対象ですが、マガレイ、ハタハタに

ついては春期に産卵で沿岸に来遊するマガレイなどのカレイ類を漁獲するほか、産卵で

接岸しますハタハタを 12 月から１月に漁獲しています。 

 当海域の漁業の特徴としましては、冬場は悪天候のために操業が制限されることや、

漁業に携わる方の高齢者の割合が高いということが特徴として上げられます。 
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 次に、消費と流通の現状でございます。マガレイ、ハタハタの消費ですが、実は今ま

で詳しく調べられたことがないため詳細は不明となっておりますが、主に地元消費がメ

インだということを聞いております。 

 流通に関しましては、マガレイは主に鮮魚の形で流通し、ハタハタは鮮魚として流通

するほか、干物などの水産加工品として流通しております。 

 次に(2)の資源管理等の現状についてでございます。 

 ①としまして、関係漁業の主な資源管理措置として、(ｱ) マガレイ、(ｲ) ハタハタに

関する公的規制措置及び自主的規制措置を別添として 11 ページ以降にまとめておりま

す。当海域においては、先ほども申しました４県協議など各県が連携し、マガレイにつ

いては、目合の制限や休漁日の設定などを実施し、ハタハタについては、秋田県で資源

予測に基づく漁獲量規制を行うほか、それぞれの県で採補体長制限や目合の制限、休漁

日の設定などを実施しております。 

 遊魚の現状としまして、マガレイは遊魚の主対象とはなっておりません。 

 ７ページ、ハタハタの現状としましては、青森県及び秋田県においては産卵された卵

の採補禁止及び所持販売禁止をしております。さらに秋田県では、たも網等によるハタ

ハタ採補も禁止されており、遊魚者への資源管理等を行っております。 

 次に、資源の積極的培養についてでございます。マガレイについては、種苗放流など

は行われておりません。ハタハタについては、基礎技術開発や種苗の大量生産技術開発

が行われております。秋田県と青森県の一部の町では種苗放流を実施しております。ま

た秋田県では、ハタハタの産卵場拡大のため、藻場造成整備を実施しております。 

 漁場環境の保全措置についてでございます。日韓・日中新協定対策漁業振興財団によ

る漁場機能維持管理事業として、新協定発足前に操業していました韓国漁船による残置

漁具の回収等を実施しているとともに、クリーンアップ事業等による海底清掃などを行

っております。 

 次に、３．資源回復の目標でございます。(1) マガレイは、先ほどもご説明申し上げ

たように資源状況が低位減少傾向にあることから、資源を適切な水準に維持・回復させ

るには、現状の漁獲努力量を大幅に低下させる必要があります。しかし、漁獲努力量の

大幅削減は、現在操業を行っている漁業者への過度の負担を生じ兼ねない状況も考えら

れるため、漁業経営への影響及び日本海北部海域の海況特性を踏まえ、次の８ページに

掲げております削減措置を取り組んでいき、産卵親魚や小型魚の保護などを行うことに

より、資源を増加傾向に転じさせることとしまして、９年後の管理措置後には、資源水

準を尾数における指数ということで 23％増加させるということを目標とするという考
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えでおります。 

 次にハタハタでございます。これまでの関係漁業者による資源管理措置の取り組みに

より、一時の危機的な水準から脱したものの、いまだ低位水準にある状況です。また現

在順調とされる加入状況ですが、これが持続するかどうかについては、現状では予測が

まだできないことから、安定した資源の持続的な利用を行えるよう、資源を中位水準ま

で回復させることが必要であります。このため、関係漁業者が実施中の資源管理措置を

基礎とし、さらに８ページに掲げてある削減措置を取り組み、小型魚の保護などを行い、

現状の回復傾向を維持し、日本海北部海域全体の漁獲量で、1970 年代後半の漁獲量で

ありました 5,000 トンまで回復させることを目標とする、ということを考えておりま

す。 

 次に４と致しまして、資源回復のために講じる措置と実施期間でございます。漁獲量

の削減措置でありますが、マガレイの削減措置は、資源状況が減少傾向にあることから、

現状の漁獲努力量を 10％削減することを各県及び漁業者協議会で話し、合意を行って

きたところでございます。各県ごとに 10％の削減措置を検討するということで進めて

おります。 

 ハタハタの削減措置ですが、これまでの資源管理効果が功を奏してきているため、順

調なペースで資源が回復していることから、この回復傾向を失速させないようにするた

め、現状の資源管理の枠組みをベースに本計画を組み込み、削減措置を追加するといっ

た考え方により、措置の検討を進めてまいりました。 

 実施期間は、平成 15 年度より平成 23 年度までの９年間、８ページに掲げる各県ごと

の削減措置等を順次実施していきます。 

 まず、①マガレイ、ハタハタ双方に対応した削減措置として、平成 15 年度に、青森

県の沖合底びき網漁業において減船を１隻行います。平成 16 年度に山形県の沖合底び

き網漁業と小型底びき網漁業が６月の一定期間を休漁する計画であります。 

 ②マガレイに対応した削減措置として、青森県では小型定置網漁業で漁獲されたもの

のうち、小型魚を再放流する計画であります。また刺し網漁業は操業期間を短縮する方

向で計画中であります。次に、山形県は刺し網漁業で保護区の設定を計画中であります。

新潟県は、板びき網漁業が９月の一定期間を休漁の計画であります。底びき網漁業にか

かる目合の拡大についても、新潟県水産海洋研究所の試験調査後に漁具改良を行うこと

に関し計画中であります。なお、禁漁期間や保護区域、そして小型魚の保護のサイズな

どは、現在各県内の最終合意を得るために、一定期間や検討中ということで表示させて

いただいております。 
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 次に、ハタハタに対応した削減措置として、山形県において沖合底びき網漁業及び小

型底びき網漁業で菱目網から角目網への漁具の改良を行う計画であります。山形県水産

試験場による網目拡大試験は平成 14 年度末より実施されており、現在、漁業者へ角目

網導入に向けて漁具の改良指針を検討中であります。 

 冒頭にご説明いたしましたが、秋田県のところですが、現在検討中となっております。

マガレイ、ハタハタについては削減措置を検討していただき、平成 15 年８月末ごろを

目途に計画を決定していただき、次回の部会には、ご説明できると考えております。 

 (2) 資源の積極的培養措置であります。ハタハタに関しての技術開発や種苗放流の取

り組みを引き続き実施してまいります。 

 (3) の漁場環境の保全措置であります。韓国漁船等の残置漁具の回収を引き続き実施

するとともに、海底堆積物の除去及び海底耕耘などを実施することにより、底質改善等

を行ってまいります。 

 ５．漁獲努力量の削減措置及びその効果に関する公的担保措置についてであります。

各県における具体的漁獲努力量の削減措置の効果を実効あるものとするため、「海洋生

物資源の保存及び管理に関する法律」に基づき、ＴＡＥを設定し、漁獲努力量の増加を

抑制する必要があります。また、今後必要に応じ、漁業調整委員会指示による禁漁期間、

禁漁区域の設定などの担保措置については検討を行ってまいります。ＴＡＥの設定につ

きましては、このあと別途議題でご説明いたしますので、その際、ご検討いただければ

と思います。 

 次に９ページの資源回復のために講じる措置に対する支援策についてでございます。

(1) としまして漁獲努力量の削減措置に関する経営安定策を次のとおり行います。 

 ①減船の実施による不要漁船、漁具のスクラップ処理に必要な経費への支援を行いま

す。 

 ②休漁の実施による係船休漁を行う漁業者への漁業経営経費及び休漁漁船の活用に

必要な経費への支援を行います。 

 ③漁具の改良による不要漁具のスクラップ、漁具の改良に必要な経費への支援を行い

ます。 

 次に(2)資源の積極的培養措置に対する支援措置と(3)漁場環境の保全措置に対する

支援措置については、技術開発や種苗放流及び海底耕耘などを国や県が積極的に推進し

ます。 

 ７．資源回復措置の実施に伴う進行管理についてご説明いたします。 

 (1) 資源回復措置の実行状況の把握についてですが、これは国及び県がモニタリング
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を行うということでございます。次に(2) の資源動向の調査であります。これはマガレ

イ、ハタハタの日本海北部海域の系群について、調査・評価体制を構築して資源状況の

把握を行うということで、マガレイについては、本年度から新たに資源回復計画に対応

して資源調査の体制を構築したところです。ハタハタについては、資源回復計画に適切

に対応するため、資源評価のレベルを高めるべく内容の充実に取り組んでいるところで

す。 

 (3) 資源回復措置の見直しについてです。モニタリングの結果を踏まえて、資源回復

措置の効果を評価するとともに、必要に応じて資源回復措置の見直し、追加、修正を行

うということをここに規定します。 

 次に 10 ページの、進行管理に対する組織体制についてです。この図のとおりです。

左側のボックスがモニタリング体制ということで、右側が管理体制についてです。この

ような体制を考えております。 

 最後に８．としまして、その他でございます。ここでは、資源回復計画の理念を簡潔

にまとめてみました。資源回復計画では、資源の回復を図り、将来的に国民に対する水

産物の安定供給を実現していくための施策であります。漁業者による漁獲努力量削減の

取り組みのほか、漁場環境保全等の資源回復計画措置及びこれに必要な支援を行うこと

により、資源の回復を図っていくものであることから、国民の理解を得ながら計画を進

めていく必要があり、計画について広く情報提供を行うこととします。 

 また、資源回復計画期間中の需給関係に配慮しながら計画を進めていくこととします。 

 時間の関係で随分省略した形でのご提案となりましたが、以上が「日本海北部マガレ

イ、ハタハタ資源回復計画(案)」ということでご説明させていただきました。なお、冒

頭に申し上げましたように、秋田県の削減措置や支援措置の具体化が進んでいないとこ

ろにつきましては、この８月の末までに内容を決定し、本年秋ごろ開催される予定であ

ります次回部会に、計画の見直しの形で再度、完成版をご提案させていただければと考

えております。ここでいったん、部会長のほうにお返しいたします。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。資源回復計画の案のご説明があったわけです。そこで、た

だ今の事務局の説明では秋田県の資源削減措置がまだ決まってないという説明がござ

いました。しかしながら、秋田県以外の県につきましては、この表に出してありますよ

うに減船ですとか、休漁ですとか、いろんな措置が大体出揃ってきたということのよう

でございます。 

 削減措置の中には、青森の減船でしたか、こういったものについてはできるだけ早く
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減船を実施したいというようなことで、早期支援措置を実施する必要という事項もござ

いました。 

 この支援措置につきましては、国だけではなく、県の予算措置ということも当然考え

られるわけなので、県内での予算要求というような面から見ましても、早めに資源回復

計画を策定しておく必要があるというようなことで、先ほどの説明では、まだ完全に資

源回復計画ができているわけではないけれども、この段階で本部会の了承を得たいと、

そして早急に回復計画の公表にあたりたいということのようでございます。秋田県の削

減計画が出来上がり次第、最終版を最終的にしっかりしたものにするというようなこと

で進めさせていただきたいという提案だったというふうに理解しております。 

 そこで、いまの説明のなかで、秋田県だけが削減措置が決まっていないというお話が

ございました。少しその削減措置が決まっていない理由等について、もう少し詳しく説

明していただけませんでしょうか。 

○渡部資源管理計画官 

 秋田県の削減措置が決まっていない理由をご説明させていただきます。秋田県におい

ては、前回部会以降、沿岸漁業者は全県を４地区、北部、船川、北浦、南部に分けて漁

業者協議会を設けて検討をしてきております。底びき網漁業者は底びき網漁業者の漁業

者協議会を設けて検討してきていると聞いております。それぞの漁業者協議会において

は、マガレイについて 10％の削減措置を実施することについては、ほぼ理解が得られ

ていると聞いております。削減措置の内容について、沿岸漁業者が行った各地区ごとの

漁業者協議会において、減船、休漁、保護区の設定、目合の拡大などの実施を希望する

措置がそれぞれ異なったことに加え、各地区ともに漁業者協議会への漁業者の方の出席

率が低く、削減措置を決定するといった状況には至らなかったと聞いております。これ

までの結果を踏まえ、秋田県では漁業者協議会をハタハタで行いました 92 年から 95 年

にかけての資源管理措置を決めたときのように、まず浜で議論をし、それを積み上げて、

各地区ごとに削減措置を決定する方法に切り替えて現在検討を進めていると聞いてお

ります。８月末ごろまでには削減措置などを取りまとめていただける予定だということ

です。また関連事項としましては、ハタハタに関して資源回復計画のほかに、秋田県の

ハタハタの資源管理計画の更新が今夏に予定されており、この管理計画作成の関係によ

り本資源回復計画に遅れが生じていることが理由だと聞いております。以上が秋田県の

決定が遅れているという理由でございます。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。ただ今ご説明いただいたわけですが、先ほどの資源回復計
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画も含めまして、ご質問、ご意見等があれば出していただきたいと思います。 

○畔田委員 

 秋田県のハタハタの資源回復は、県独自で実施されているものだと聞いております。

あれはかなり綿密な計画を立てられて、きめ細かなモニタリングを行って、現在漁獲率

を５割に押さえるというようなことで成果が上がってきているということを、私たちは

いろいろな文献やなんかで勉強しているわけです。 

 今日の水産庁さんのお話では、そういう秋田県の取り組みを応援するような格好でこ

の回復計画を実施していくこということですよね。その辺りが何となく秋田県さんのほ

うが遅れているだけではなくて、中身に関して少し齟齬があるのではないかというよう

な気もするのですが、その辺りはどうなんでしょうか。やはりわが国で秋田県のハタハ

タの資源回復への漁業者の自主的な取り組みというのは、大変なことだと思うので、そ

の辺りを後押しするような格好で、時間もあるのでしょうけど、何とかならないものか

なという気が致します。 

○佐藤資源管理推進室長 

 このような資源回復計画は今回で５回目ですが、ここに載っているハタハタの漁獲量

のこういうグラフが出てきたのは、実は初めてなんですね。ほとんどのものは左から右

に落ちっぱなしの状態で議論している。逆に、この下だけの表を見ていると、これはな

んで資源回復計画なんかでわざわざ人とお金を付けてこういう体制に組み込まなけれ

ばいけないのか。まさにいまの体制が非常にうまくいっている証ではないかということ

も言えると思うのです。 

 ただ一方、この上の表の２万トンから比較致しますと、まだまだこれはというところ

がございます。 

 だから私どもも、これに取り組むときに、一方で折角うまくいってるものをこの回復

計画の枠組みへ入れることによって、例えばいま畔田委員が言われましたように、そう

いう取り組みを阻害するようなことになっては、まずよくない。逆に、マガレイでもそ

うなんですが、あくまで各県の納得するものを組み合わせて全体調整しながらいくとい

う方法をとっておりますので、秋田のハタハタについても、今後いまの順調なものの加

入が悪くなったり、何らかの不測の事態が生じたときには、やはり全体的なものも必要

かもしれませんが、いま秋田県が従来のように主体となってやってきた取り組みを土台

にし、かつ４県の間で作りました 15 センチメートル未満のものを獲らないという協定、

これも核にしまして、かつそれ以外にも各県は、新潟、山形、青森県も、いろんな管理

措置がこの後ろにありますようにきめ細かく定まって実施しております。だから私ども
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はその流れを少なくともこの回復計画に入れることによって違う方向に持っていこう

という気は全くございません。ただ、これをできるだけ安定し、かつ万一の場合には必

要な措置ができるような枠組みの中へ入れるということを目的としています。漁獲量が

増えている中ではあっても、例えば山形県さんが出しているような、より増えている資

源をさらに効率的に使うというような小型魚の保護など、こういうものに対しては支援

をしていきたいと思っています。 

 だから、いまご指摘のあくまで既存の資源管理体制をこの中へ入れることによって少

なくともメリットはあってもデメリットが出たりその方向を必要以上にここで阻害し

てしまうということは、絶対にないようにしたい考えている。むしろこの中に入れるこ

とによって、漁業者にとってもよかったと、その中に入ったほうが、よりメリットがあ

るんだというようなものを提案する、また実施したいということでこの枠組みの中に入

っていただいていると承知しておりますので、いまのようなご指摘のことに、齟齬はな

いと考えております。必ずそれぞれの県の漁業者と話をし、実施していくというふうに

考えおります。 

○西崎委員 

 私ども、先回の委員会には、確か青森県としてもこの資源回復には積極的に取り組ん

でいないような報告をしたと思うのであります。もちろん全くそのとおりであったわけ

であります。しかしながら、その後、私ども、県も含めて、漁業者それぞれ業界別にも

数回となく会議を重ね、ただ今報告がありましたように大臣許可であります底びき船の

減船に取り付けたわけであります。そのほか底建網の小型魚の再放流、さらには刺し網

の操業期間の短縮、それぞれわれわれ漁民が一体となって取り組んでいきましょうとい

うことになったわけであります。 

 ただ、残念ながら先ほどから話題になっております秋田県のほうについては、まだ検

討中ということであります。私ども青森県としては底びきを減船致しますが、秋田県の

底びきは、われわれの青森県の海域にまで操業区域になっているわけであります。した

がって、私どもこれまで努力してここまでにこぎ着けたわけでありますが、漁業者から、

私ども青森県の海域に秋田県が全く変わらないままに毎日のように操業しているとい

うことになりますと、私ども青森県としての漁業者もこれはいろんな形で騒ぎ出してく

るのではないかなという、そういう気がしておるわけであります。従いまして是非、秋

田県につきましてでもいくらかの自主規制をしていただかなければ、これは私ども青森

県としても大変なことになるのではないかなという気がいたしておるわけであります。

私もここへ来て初めて、秋田県がそういう状況であるということを聞いたわけでありま
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して、いや、これは本当困ったなということを実感しておるわけであります。 

 そしてまた、さらには水産庁のほうにもお願いを申し上げたいのでありますが、支援

措置につきましては速やかに、適切に対処をしていただきますよう強く要望をいたしま

す。よろしくお願いいたします。以上です。 

○谷村委員 

 秋田県でございます。なんか今日は非常に皆様にご迷惑をかけているような感じで、

私も話しづらいというか、恥ずかしいというか、面目ないというか言葉の表しようがな

いのです。 

 この資料を私見ましてね、こんなことを言うのも変なんですが、秋田県のところを「検

討中」と、非常にさらりとした活字で流しておる。これ自体が私非常に問題があると思

う。これは、秋田の事務局のほうの報告が悪いのか、それとも聞いた側の書き方が悪い

のか、その辺りは私は存じ上げません。しかしながら、あまりにもさらりとして、この

ぐらい会議をやっておって、これより書かない方法はないはずなんです。その辺りは、

私どもの事務局も今日来ておるのですが、どの程度の報告と、どの程度のお互いのやり

取りがあったか、これはちょっと知りませんが、いずれにしましてもこの書き方という

のは問題だと思います。私は、活字というのは将来残るものですから、もう少し大事に

扱ってもらわなければ困ると思っております。 

 そこで、先ほど報告もありましたが、わが県、ハタハタについては皆さん今更言うま

でもないのですが、非常に苦労して、それから隣県の方々にも大変な負担をかけながら

ハタハタ回復について進めてまいったわけでございます。しかも、われわれの感覚とし

ましては、これ以上やれないというところまでのきめ細やかな方策を立て、漁民を納得

させ、県民の協力を得ながら、予算まで付けてもらい、浜元まで行って頭を下げながら

お願いした、こういうふうなことを考えれば、こんなサラリとした表現ではないと思う

のです。その辺りを両方の事務局なんですが、もう少し理解しあいながら活字にしても

らいたい。 

 それと実績につきましても、ご覧のとおりかつての２万トンというところまではいき

ませんが、10 分の１弱ですがそこまで回復したということは、漁民にしてみれば「あ

あ、これで面目が立った。われわれも頑張った甲斐があったな」。そしてまた資源を大

事にすることによって資源は戻ってくるんだという認識、これがガラリと、秋田県民は

変わった。漁業者だけではないですよ、県民もですよ。漁村に行っても、山に行っても、

「ああ、今年はハタハタが獲れて喜ばしい」とこういうことが普及しているのです。秋

田県の魚として去年、県の魚として制定されましたが、みんな、「ああ、よくやってく
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れた。われわれもよく協力したよな」。こういう言葉でハタハタ資源を回復させてきて

いるわけです。 

 しかも漁獲する場合は、漁獲したものを全部獲るなんていう発想ではございません。

振興センターのほうで産卵の時期から成長過程まで、全部調べながら、その年の漁獲可

能量を大体推定するわけでございます。振興センターの職員はプロでございますので、

鉛筆をなめた数字では私はないと思っております。それが通るような世の中でございま

せん。 

 そういったことからしまして、漁獲可能量を全部獲れば本当はいいんですが、漁民自

らハタハタ協議会というものをつくっておりまして、漁獲制限をしようということにな

っております。そこで可能量の半分、例えば 3,000 トン獲れるというような数字が出

た場合は 1,500 トン以上は獲りませんよ、こういう自主規制を行っております。そう

いったことで 10％とか 15％という話ではなく、とにかく半分は獲らず、海に帰すんだ

と、そういうふうなことを実施しながら、しかも隻数についても合同したり、入りを制

限をして、ハタハタの回復に努めてきたわけなんです。 

 確かいま国のほうの事務局ほうから説明があったとおり、各浜元でいろいろ協議をし

てきたという歴史があるわけでございますから、そういったものを詰めを細やかに行っ

ていることで、若干時間はかかってくることは確かでございます。しかし、まとめない

という方向ではなくて、資源を大事にするんだという方向性については、一部とも狂い

はないわけでございます。そういうことからしまして本当であればここの場で、秋田県

は秋田県はと言われないように、出しておけばよかったのですが、いま少し時間をかけ

たって、むしろマイナスにはならなくてプラスの方向に作用する時間ではなかろうかな

と、しかも固まる時間ではかなろうかなと、私はこういうふうに思っているわけでござ

います。そういったことからしまして大変皆様にはご迷惑をおかけしました。また心配

をおかけして申し訳ございません。しかしながら、これは壊すような方向では決して進

んでおりません。それをご理解お願いしたいと思います。 

 それからマガレイにつきましても、私ども資源回復ということについては、他県の

方々が一生懸命頑張っておりますが、それに劣らぬような努力はしているつもりでござ

います。結果が若干延びているので、あまり大きい声を出して威張れないのですが、い

ずれにしましてもものの考え方からしましては、皆様と同一歩調でゴールに入りたい、

入るつもりでございます。いま少々離れて後ろを走っているわけでございますけれども、

ゴールに入る際は皆様にあまりご迷惑をかけないで行ったというふうなことで、安心さ

せるような方法で進めてまいりたいと思います。どうかご協力と、それからご理解をお
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願いしまして、弁解まがしいのですが、秋田の釈明にさせてくれませんか。以上でござ

います。 

○石川部会長 

 ありがとうございます。そのほかございますか。 

○齋藤委員 

 山形の齋藤です。いまの資料の中では、山形県のほうが相当上手く進んでおるという

ような資料の内容になっておるわけでありますが、まさに資源回復計画に協力をしよう

という姿勢は、ここにお示しのとおりの状況であります。しかしながら、決して皆さん

全員が異論がなく賛成しているものではありません。小異を捨て大同につくという言葉

があるのですが、必ずしもそういう状況にはなっていないにしましても、相当にいろい

ろな異論のある方があるということにつきましては、お認めをしていただきたい。 

 県の担当の方々を含めて浜に数回降りていって、説得工作をいろいろやりながら理解

を深める努力をして、今日がある。しかし、いまでも資源回復をなんで行わなければな

らないのとの質問はあります。山形県は、資源管理型漁業の振興に関しては、他県より

もずっとずっと進んでおる。これは私も胸を張って申し上げられると思いますし、それ

だけやはり１県１漁協として、上からの流れというものが、末端までしっかりした体制

の中で、いろんな規制、あるいは条件が整っておるということを意味していると思って

いるのです。決して資源管理型漁業に無関心なものではなくて、私はいま申し上げたよ

うに相当な進展を私たちは苦労しながら実施しているということを、水産庁の皆さんか

らもご理解をいただきたいと思います。これからもやはり資源管理型のいまの関係につ

きましては、さらにいろいろ努力をしなければならないというふうに思っています。 

 ただ一言で申し上げるとするならば、資源回復計画なり、あるいは資源管理型漁業の

展開を１県でやっても、やはり広域的な立場の中で実施しないと、その効果が出てこな

い、ということがはっきり申し上げらますので、いまの資源回復計画を本当の意味で実

施するということであれば、全県がやはりそれに同意をして、みんなで実施をするとい

うことにならなければ、私はいま考えておられるような効果は出てこないというふうに

思います。もちろん皆さんと一緒に今後も努力しなければならないと思っておりますし、

その点では水産庁なり、あるいは広域のいまのわれわれのこの組織の中で、まとめ上げ

るものはまとめ上げながら前進をしていくということにならなければならないのでは

ないかというふうに思います。 

 それから、いまひとつ私のこれは第１回目からの意見として申し上げておったのです

が、資源回復計画で、これは休漁なり、あるいはいろいろな規制をすることによって、
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水揚げがダウンした場合に、いまでも私のほうの組合だけでないと思うのですが、組合

の経営や資源が落ち込んでいる又は魚価安で経営が苦しい状況になっている状況の中

で、やはり資源回復計画なりでいろいろな資源を回復するための休漁なり、あるいはい

ろいろな規制を加えていくということになれば、また取り扱いの減少につながっていく

ということになり、いまでも厳しくてどうにもならん状況にある組合の経営が、またま

た厳しくなっていく。私たちの組合は、他の県は大きい県であるからでしょうけれども、

私のほうは２億、３億が勝負なんです。２億、３億が落ち込んだことによって漁協の経

営にどれだけ大きな負担をかけるかと考えます。いち早く赤字体質から脱却をしようと

いうことで頑張っているのに遅々として進まない。この状況の中で、またこのようなこ

とが出てくるということは、返す返すやはりいろいろこれからの漁協の経営に圧迫的な

ものでこれはのしかかってくる問題というふうに思わざるを得ません。そこで、漁協に

対する、水産庁なり国の支援策というものがどのようにあるのか、ここをひとつ明確に

してくださいよと、私は申し上げてきたつもりでありますが、依然としてその回答を得

ない状況のなかで今日があるということは、甚だ遺憾だというふうに思っていますので、

どうぞひとつこれから実施に向かっては、この点も並行して考えていただきたいという

ことをさらにご要望として申し上げたいと思います。同時に、何かこの件につきまして

検討した経過があるとすれば、そのことも含めてご意見を賜れればありがたいと思いま

す。 

○廣山水産経営課課長補佐 

 水産経営課の実は減船・休漁の担当で、漁協対策の関係の直接の担当ではないのです

が、ちょっと聞きかじりというか、現在水産経営課の中で、漁協対策の関連でどういう

ことが行われているかということについて、いまの話に直接関係するかどうかわからな

いのですが、一つお知らせしておきたいと思います。 

 実は、言われたように漁協の経営、特に経済事業部分が非常に先細り傾向にあり、そ

れに対する今後の取り扱いというのを真剣に考えなければいけない状況になっている

というような問題意識があります。これはもちろん当課もありますけれども、例えば全

漁連さんですとかそういったところでもそういう話がありまして、現在、経済事業のあ

り方について、どのような形がありうるか、どこに問題があるか等に関し検討する必要

があるということで、実は正確には覚えていないのですけど、４月、５月ぐらいから全

漁連の方を中心にして、漁協の経済事業のあり方の検討会というものを現在行っており

ます。これから、例えば支援というような形が必要なのかどうか、するとしたら、どの

ような支援が必要なのかということについて検討しておりますし、もちろんいま既に予
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算措置などである程度の支援措置などは用意されていると思いますので、後日、またま

とめて担当のほうからご説明できるような機会があれば、そういう場所で、細かいお話

をさせていただきたいと思います。一応、私のところで知る限り、そういうふうな検討

も現在始まっておりますので、そういったなかでこの資源回復計画による減収との関係

なども取り上げていかなければいけないというご指摘だと思いますので、そういうつも

りで関係者に伝えたいと思います。どうもありがとうございました。 

○齋藤委員 

 どうぞ一つよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○石川部会長 

 その他ございませんでしょうか。本日は２つの魚種、マガレイとハタハタについての

資源回復計画を承認をしてほしいと水産庁側は考えておられるようです。先ほど理由と

して申し上げましたのは幾つかございましたけれども、一つは減船をする計画が決まっ

ているものがあって、それを早めに実行に移さなければならないということ、それから

県において予算措置をするには、やはり早くこの資源回復計画をつくって公表しておく

必要があるということ等の理由がありまして、秋田県が若干、先ほどの谷村委員の説明

によりますとゴールラインに向かって走っているんだけれども、ちょっと一歩遅れて走

っている、ゴールを目指していることには間違いはないというようなことをおっしゃっ

たわけです。そういう事情にあるわけでございますけれども、本委員会として、この資

源回復計画を承認するかどうかということについてお諮りしたいと思うのですけれど

も、いかがでございますか。 

 その前に、ちょっと水産庁から説明してほしいのは、いったんこれを了承したあとに、

秋田県のものが追加されるという形になりますね。その二段階方式で手続きがいいのか

どうかということを、ちょっと説明していただけませんか。 

○佐藤資源管理推進室長 

 10 ページを見ていただいてもわかると思うのですが、資源回復計画というのは常に

結果等を見ながら修正していくというのが原則になっております。そういうことですの

で、今回の場合は、１年実施したあとの修正ということではないのですが、段階的出発

ということでございますので、今回いったん公表して、ホームページにも載せます。次

に、全体が揃う秋の第２段の計画案をここにかけて、それの了承を得た段階で、またそ

れを修正された資源回復計画として必要な手続きを踏まえ、また発表していく、という

形になろうかと思います。 

 非常にマイナーな部分では、既存の計画においても例えば日本海西のほうでも､自県
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においては休漁しないことにしていたのだが、いろいろやってみたら、この時期休漁を

する予定が出たというような若干の変更・追加の話は出てきております。そういうこと

ですので、手続き的にはその都度、必要な手続きを踏み、最新のものを公表していく、

ということでございますので、制度的にも、また過去の実行との関係でも問題はないと

思います。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。それでは皆さん方にお諮りいたしますけれども、この資源

回復計画案につきまして、了承するという決定をしてよろしゅうございますでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○石川部会長 

 ありがとうございます。それではこれを了承したということにいたしたいと思います。

秋田県におかれましてはできるだけ早くその内容を進めていただきたいと思います。お

願いしておきます。 

 

議題３ ＴＡＥの設定について 

 

○石川部会長 

 次に、議事の３に入らせていただきます。議事の３は、ＴＡＥの設定についてでござ

います。これにつきまして事務局からご説明をお願いいたします。 

○阿部管理課課長補佐 

 また説明者が変わって申し訳ございません。私は水産庁管理課のほうでＴＡＥ制度を

担当しております阿部と申します。説明させていただきます。 

 資料３に基づきましてＴＡＥ制度の説明をさせていただきます。このＴＡＥ制度と言

いますのは一番最初に書いてありますとおり、海洋生物資源の公的管理措置の一つとし

まして、ＴＡＣを法律上規定してある法律を改正いたしまして盛り込んだものでござい

ます。これは、平成 13 年に法律を改正いたしまして新たに盛り込みました。この平成

13 年と言いますのは資源回復計画を実施するというスタートと時を同じくしておりま

して、水産庁といたしましては、資源回復計画による漁獲努力の削減とこのＴＡＥ制度

というものをうまく結びつけながら、より適正な資源管理を実施していきたいと考えて

おります。 

 まずＴＡＥ制度でございますが、先ほども説明いたしましたとおり、昔はＴＡＣ法と

言っていた法律に盛り込まれた制度でございます。基本的な仕組みといたしましては、
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ＴＡＣと同じような方法で管理をします。国が魚種を指定して、それに対して漁獲努力

量の総量を決めまして、それを大臣管理漁業と各県に配分して、それを国が大臣管理分、

県が知事管理漁業分をそれぞれ総量を超えないように管理するというふうな枠組みの

ものでございます。 

 ＴＡＥ制度を今回説明させていただく理由は先ほども簡単に触れましたけれども、資

源回復計画では資源の回復を図るために、休漁期間の追加や減船等による漁獲努力量の

削減措置が、関係漁業者の負担や、税金を使った公的資金の投入によって実施されるこ

とになります。 

 資源回復計画の効果が実際に出てくるためには、資源回復計画による漁獲努力量の削

減が当然実施されなければいけないわけですが、それを実施したあとの部分についても、

要は資源が資源回復計画で休漁したことによって取り残される部分があるので、それを

また獲りに行こうという人が出てしまって、それを獲ってしまえば、資源が回復しない

ため、資源回復計画で削減する部分以外の部分について、漁獲努力量が再度高まるよう

なことを防止しないと折角資源回復計画をつくっても、それがうまく効果が発揮されな

いということもあるので、そこに対してＴＡＥ制度いうのを駆使して資源回復計画の回

復目標を達成していきたいと考えております。 

 資料を１枚めくってください。ＴＡＣ制度は運用してもう数か年経過しておりますの

で大体ご理解されているかと思うのですけれども、ＴＡＥ管理の考え方を若干簡単に説

明させていだきます。 

 ＴＡＣでありますと魚種を指定すれば、その漁獲量の総量を管理して、１年間を通じ

た漁獲量ということで設定するわけでございますが、ＴＡＥにつきましては、まず魚種

を指定しまして、それに対してそれを漁獲する主な漁業種類ごとに期間と海域を定めて、

漁獲努力量管理というのを実施していくことになります。 

 ２番目の資料にも書いてあるのですが、漁獲努力量の管理といたしましては、出漁日

数の管理であるとか、投網回数の管理であるとか色々な管理の方法があると思うのです

が、そういう漁獲努力量の管理というのは、実際の対象資源の関係漁業の漁獲の実体を

考慮せず一律に管理しようとするため、非常に厳しい措置になりかねない。そのため対

象資源以外を漁獲する目的で漁労をする漁労行為や、対象資源の漁獲量がほとんど獲ら

ないような漁業についても規制するような話になり、非常に厳しい措置になるというこ

ともありますので、そういうふうなものについては、その対象となる資源を資源回復さ

せるために、最小限の管理ということを、採補の種類とか、海域とか、期間を定めるこ

とによって実施していきたいと考えております。 
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 例で言いますと、(2) の(a) のところでございますが、採補の種類ごとにある資源を

回復させなくてはいけない魚種があるとして、ＡとＢという両方の漁業で獲ります。た

だ、Ａは、それを狙って獲ります。Ｂは、他のものを狙って獲るのですが、たまたま少

しだけ獲れますというような場合には、Ａ漁業については当然対象として指定しますが、

Ｂ漁業について指定することについては指定する必要性も十分検討して、指定するかど

うか決めていく。場合によっては指定しないこともあるということでございます。 

 (b) でございます。今度は海域の指定をするということですが、もし、ある漁業種類

がＡとＢという海域を使って操業しており、そのときにＴＡＥで指定する魚種がＡの海

域でしか獲ることができなくて、Ｂの海域では獲れないという場合にはＢの海域は指定

しません。あくまでも獲れる対象の範囲だけを限定してやりますということです。 

 あと、期間の設定をするということです。期間の設定につきましても、おそらく一年

中、同じ魚を、同じ漁獲圧力で獲り続けるというものは、多分ほとんどないと思われま

す。季節的に主に獲るような魚が各漁業種類ごとに変わっていくかと思うのです。あま

り獲れない時期に管理をするよりは、獲れるような時期に集中的に漁獲努力量が高まら

ないような管理をしていく。(c) の設定で言いますと、１月から 12 月までの間に山型

のピークがあるとすると、４月から７月ぐらまでかければいいのではないか、そういう

ような感じで考えております。そういったＴＡＥの使い方をします。それで特に資源回

復計画と関連した場合に、具体的にはどういう削減措置をしますかということが、次の

めくっていただいた資料に書いております。 

 資源回復計画につきましては、計画中に記載した漁獲努力量削減措置を実施しつつ、

さらに、対象資源の漁獲に係るそれ以外の部分も現状以下の漁獲努力量である場合に限

って資源回復目標が達成されるものであると考えております。 

 続きましてＴＡＥにつきましては、資源回復計画に定められている漁獲努力量削減措

置が実行性を十分保つように設定する。大体こういうふうな書き方をしますという例を

(ｱ)から（ｳ）のところで書いています。 

 （ｱ） といたしましては、資源回復計画で減船とか、対象資源の漁獲期間を通じた休

漁措置を行う場合や、隻数の減により漁獲努力量を削減する場合や達成する場合という

ことですが、そのような場合におきましては、もし今まで 10 隻が 100 日そのものを獲

るために操業していた場合には計算すると 1,000 隻日の努力量があるということにな

り、それがもし２隻減船したり、また２隻はその魚種をずっと獲りませんというような

内容の資源回復計画であれば、その２隻を引いた分の「８隻× 100 日＝ 800 隻日」と

いうのが資源回復計画を達成するために必要な漁獲努力量、それ以下に押さえないと資
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源が回復しないと考えられるわけで、そこの８掛ける 100 隻日の 800 隻日という部分

でＴＡＥを管理していきましょうということになります。それで残りの２隻分の減船だ

とか、２隻の期間を通じた休漁については資源回復計画の措置ということで実施してい

くということになります。 

 (ｲ) でございます。資源回復計画で一定期間の休漁を全船がやりましょうということ

になったときですけれども、もし対象漁船が 10 隻で 100 日の操業をするとした場合に

は積算では 1,000 隻日の操業になるわけです。それで 100 日を 60 日に期間を短くして

漁獲努力量を減らしましょうということになると、10 隻が 60 日を操業するという操業

部分対して、ＴＡＥをかけます。それで 40 日休漁しますという部分については当然資

源回復計画で規定して、それに対しては資源回復計画が措置されるということになりま

す。 

 (ｳ)でございます。資源回復計画で保護区域の設定とか、改良漁具の導入をした場合

でございます。もし操業水域が 100 平方キロメートルあったりとか、あと実際の漁具

の能力が一網ごと１回の投入あたり 100 キログラム獲るような能力があるものである

とした場合、その漁獲努力量を 10 隻に 100 日かけて数字で表します。そこで保護区域

を 20％ぐらいに設定して資源量を回復させようしても、もし操業日数が今まで 100 日

しか操業していなかったものを資源が増えてきているので、期間を 10 日間ぐらい延ば

してやりましょうということになると、その部分を余計に獲ってしまうということにな

りますので、日数をいまの現状の日数に押さえるようなＴＡＥの設定をかけていくとい

うような考え方で、資源回復計画と法律に基づくＴＡＥ制度というのを一体的に運用す

ることによって資源を回復させていきたいと考えております。 

 また１枚目の資料に戻っていただきたいのです。どのようにＴＡＥを定めるのかとい

うことですが、もう大体説明いたしましたが、まず対象魚種を指定しまして、その資源

回復計画の内容に沿いまして海域と期間と漁業種類を定めまして、それに対して資源回

復計画で削減する漁獲努力量の部分を現状の漁獲努力から引いた部分について、ＴＡＥ

というのを運用していきますということです。 

 具体的な手順でございますけれども幾つかの手順がありまして、まずＴＡＥの対象魚

種として政令で指定する必要があります。いったん政令で指定いたしますと、それに基

づいて国が、政令指定魚種に対する漁獲努力量の管理ということで、対象漁業種類と海

域と期間を定めて、それを公表します。それが基本計画の策定公表ということになりま

す。これはＴＡＣでも年間のＴＡＣ数量を基本計画というものに載せて公表しておりま

すが、それと同じようにＴＡＥでも公表していきます。 
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 その公表の内容は、漁業種類を指定して、海域と期間を定めるわけですけれども、大

臣管理ごとと都道府県への配分ということで規定させていただきます。 

 その配分を受けた都道府県におきましては、都道府県計画というのを策定いたしまし

て、都道府県知事が許可した漁業種類に対してそれを割り振っていくというようなこと

を、県の計画に定めていきます。それで、それが決まりましたら、その魚種に対する国

の基本計画、県の都道府県計画に基づいて運用が開始されるということであります。 

 今回の資源回復計画に基づくＴＡＥの管理につきまして、どのようなスケジュールに

なるのかというのを、資料の一番最後にお付けしております。それを見ていただきいの

ですが、まずご承知いただきたいことがあります。このＴＡＥ制度というのは、法律制

度をつくる段階で、ＴＡＣ法をベースに、ＴＡＣは漁獲量の管理、ＴＡＥは漁獲努力量

の管理という並行的な枠組みとしてＴＡＣ法を改正してつくったということがありま

して、ＴＡＣの量の審議というのは基本的にはこの広域漁業調整委員会の場のようなも

のを使わずに、水産政策審議会という機関を使って意見を聴くということになっており

ますので、ＴＡＥにつきましても同じ法律の土俵の上でやるということでありますので、

運用に関しては資源回復計画と関係があるということでありますけれども、水産政策審

議会の意見も聴きながら最終的には決めていくことになるということでございます。 

 スケジュールでございます。まず資源回復計画の作成・着手ということに関して昨年

９月の段階で決めていただいたわけですが、それを資源回復計画の案の作成・公表とい

うことで、今回この場で、先ほど了承していただいたわけですが、まず了承いただきま

す。それに併せてこの場で、資源回復計画の日本海北部のマガレイ、ハタハタに対応し

たＴＡＥの実施についても了承をいただきたいと考えております。もしここで了承をい

ただければ、その了承をもって水産政策審議会の資源管理分科会というところに話を持

っていきまして、そこで具体的な政令の原案の諮問答申をいたしまして、答申をいただ

ければ、ＴＡＥの魚種指定というのをまず第一のステップとして行いたい。それでまた

資源回復計画の見直しを行うということで、先ほど資源回復計画の内容の審議の場にお

いて説明させていただいたわけですが、そのような段階を踏まえて最終的に、関係漁業

者の全体の規制が決まった段階で、併せてＴＡＥをどういうふうに運用して設定してい

くのかということにつきましても、次のこの広域漁業調整委員会の部会に諮らせていた

だきたいと思っております。その内容でご了解がいただければ、水産政策審議会のほう

に基本計画に盛り込むということで基本計画の審議を諮らせていただいて、最終的に基

本計画の公表ということを考えております。 

 それで、実はこの基本計画の公表というもののスケジュール的なものがなんでこうな
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っているかということですが、資源回復計画の案の削減措置の内容を、こちら事務局側

で、最終的に各漁業者協議会から上がってきたものを整理している際に考えたのですが、

減船などで 15 年度から実施する措置がありますが、基本的には 16 年に入ってから、年

が明けてからの削減措置というのが基本的に主体になる。その削減措置のスタートが、

やはり春ごろに刺し網漁業とかその他のもので保護区域の設定だとか具体的な案が出

てくるという話がありますので、その時点がＴＡＥの管理のスタートではないかなとい

うことで思っておりまして、それから逆算いたしますと、大体今回の広域漁業調整委員

会である程度魚種の指定の承認をいただいて、まず整理をして、そのあとで具体的な内

容について次の部会で諮らせていただくのが一番いいのかなというふうに思っておる

ところでございます。 

 それと、あと具体的な魚種をなににするかですが、マガレイとハタハタと２つの資源

回復計画対象魚種があり、先ほども各委員会でご議論が頂き、谷村委員からも話があり

ましたが、マガレイについては資源がいまの段階でも減少傾向にある。ハタハタにつき

ましては資源回復計画ができる前から、各県が、各関係漁業者が漁獲努力量を管理する

ことによって既に資源が着実に増加してきているというところがありまして、事務局側

といたしましては、ハタハタについては資源回復計画の措置の内容もそうなんですけれ

ども、資源回復計画で措置を実施したとして、それ以外にＴＡＥを設定する前提である

資源回復計画の削減措置以外の部分の漁獲努力量の上昇というのは、いまの基本的な資

源管理の既存の枠組みが運用されていく場合においては高まることはないであろうと

いうことを少し思っているところでございまして、その点も踏まえましてハタハタにつ

きましては、今後、ＴＡＥの管理がやっぱり適切であるというふうな状況をある程度事

務局側でも判断し、漁業者側のご理解をいただいた段階で、ＴＡＥの魚種指定をすると

いうことで、マガレイについてだけとりあえずＴＡＥの魚種指定をしたいというふうに

考えております。 

 大体、このＴＡＥ関係の制度の説明、あと対象魚種をどうするかの説明につきまして

は、いまの説明で以上です。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。なかなか難しい説明で、皆さん方、よく理解されたかどう

かということが少し不安なのですが、いまの事務局からの説明を要約しますと、ＴＡＥ

というのは、要するに資源回復計画で漁獲努力量を削減するわけですが、その削減をし

た部分以外のところで新たに漁獲圧力が増えてくる、そういう可能性のある部分につい

て、従来以上に漁獲圧力がその部分で、資源回復計画以外のところで漁獲圧力が高まる
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ところを押さえていこう、上限を設定して増えないようにしていこうという仕組みだと

いうことだと思います。それで、やり方としましては、その漁獲努力量を漁業種類ごと

に対象期間と水域を特定して管理していこうということのようです。その際に、ＴＡＥ

の設定が必要かどうか、それからどういったものにするかということについては、都道

府県とよく話し合いをしながら決めていきたいということのようでございます。 

 スケジュールとしては、ＴＡＥの魚種指定が水産政策審議会で決めてもらわなければ

ならないという制度になっているため、これを秋に、この水産政策審議会に諮りたいと

いうことのようでございます。 

 マガレイについてはＴＡＥをやっていきたいということのようですが、ハタハタにつ

いてはＴＡＥを設定する必要があるかどうか、今後検討していきたいというようなこと

だというふうにいま承りました。なかなか難しい仕組みでございますので、これに対し

まして質問があれば出していただきたいと思います。 

○當摩委員 

 いま、東北の山形から秋田県、青森県の人の話を聞いて、指導的な立場にある人は大

変苦労しているなと私はいま感じているのですが、私も同じ実感を持っております。新

潟県としてはハタハタとマガレイのほかに、沿岸魚種は自主的にシロギスとメバルを刺

し網で目合制限等を行い資源管理をしていく旨の話も出ております。 

 いくら指導的な立場で指導しても、漁業者が自覚していなかったら、なかなか実行で

きる問題ではありません。それで私はこの資源管理の問題に対しては、業種別の職域代

表を出して、第一線に出ている各船頭等も出席し、そこで協議しなければいけないし、

そうしないと現在の資源の状況や操業の実体がわからず、前向きに話は進みません。そ

ういうことを私は要望しているところであります。こういうことを説明しましても、理

解はしているんだけれども、なかなか合意はできない。山形県もほとんどそうでなかろ

うかと思っております。一方で本当に漁業者の経営内容が大変いま厳しい状況になって

いることは事実なんです。これは新潟県だけではなくて、各県が同じ状況でないかと思

っているのです。 

 しかし、資源の枯渇は漁師の命取りであることは間違いないわけですから、これから

どういうふうな形で漁業者を説得して、そして前向きに進めていこうかというのがいま

の私の考えていることであります。大変厳しい中で改革しなければだめなので、やはり

漁獲圧力削減が第一なんですね。そしてまた期間的に期間を短くして資源管理といって

も、そういうとこに溜まっている魚をまた獲ってしまえばなんにもならないわけですか

ら。一番いいのは、やっぱり漁場の区域に保護区域を設定することが一番いいのではな
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いかと思っております。そういうようなことでいろいろな回遊魚もいますし、対象魚種

を見ますと、沿岸漁業者の獲る魚を限定しているようなものだから、回遊魚に対しては

やっぱり広域的な資源管理が必要であるし、これからそういうような協議の場を設けて

真剣に取り組んでいくべきであろうかと考えておりますので、また水産庁からいろいろ

なご指導をいただきながら、私たちも前向きに進めていきたいと思います。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

○大黒委員 

 先ほど齋藤委員さんも言われましたし、今ほど當摩さんもおっしゃいましたが、やは

り資源回復については自分だけが行っていてもだめなんです。これはやはり、みんなが

一緒になって行わないと資源回復というのはできないというふうに思います。私が言い

たいのはマガレイとか、ハタハタとかというのは富山県にはほとんどいません。ハタハ

タは若干いますが、それ専門に漁をしているという船はいません。マガレイなどという

のは知らない漁業者も多くおります。以前にこの席で言ったこともありますが、そうい

ったような状況で、私がいま言いたいのはベニズワイですね。ベニズワイは極端に減っ

ています。昭和 40 年代のものは１匹３キログラム、４キログラムという大きいベニズ

ワイは沢山いました。そういうのを目的にして獲っておりました。いまは１キログラム

ぐらいのものはいいほうで、このまま放っておくと枯渇状態になっていくのではないか

なというように憂いられます。なぜそういうことになったかと言いますと、これは知事

許可漁業の方で、富山県の休漁のときに新潟県が操業をしていると、場所が空かないか

らです。富山県が揚げてきたところをまた隣の県が獲ってしまう。逆に新潟県が休漁の

ときはまた富山県の船がそこへいって操業するといったような現状でございます。そう

すると、せっかく休漁といって休みを取っても何にも効果がないのですね。そういった

ような現状でございますので、やはり休むときはみんな一斉に休み、効果のあるような

ことをしないと、おそらく将来的にはだめになってしまうのではないかと憂いられます、

本日は言いたいことはそれだけでございますが、やはり全体でそういうことが行われて

いては資源は回復しないのかなと考えられますので、よろしくお願いします。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。そのほか、ございませんでしょうか。 

○三木委員 

 いまの水産庁の阿部さんからご説明いただいたＴＡＥについて、少しわからない部分
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がありましたので教えていただきたいと思います。説明の中では資源回復計画で対象魚

種になったものを、さらに状況に応じてＴＡＥ魚種にしていくという理解でよろしいの

かということと、あとその場合、大体どのくらいの魚種になるのかということ、３つ目

にＴＡＥの対象魚種になったことによる減船、休漁、漁具の改良というものが資源回復

計画以上のものがもし生じた場合の経営支援なり、そういう対策に関してはどうなるの

でしょうか。教えてください。 

○佐藤資源管理推進室長 

 すみません。１点目は資源回復計画の対象魚種の 50 魚種じゃなくて、資源回復計画

の対象魚種になったものがＴＡＥの魚種として必ずなるのかどうかということでしょ

うか。 

○三木委員 

 必ずなるのかどうかでということではなくて、ＴＡＥ魚種になっていくのだろうとい

うことはわかるのですけれども、それがどんな具合で決まって、現状ではどのような認

識をされているのかということです。 

○佐藤資源管理推進室長 

 簡単に言いますと、資源回復計画という制度がないと逆にＴＡＥがかけられないとい

うと言うのが事実です。というのはどれかの魚種を確定しないと、それを獲っている人

の船の動かし方等の状況を押さえるということができないということです。ＴＡＣとい

うのは魚種を獲っている人がどこにいるとわかれば、その人たちが何トン獲っているか

認識できますから、何隻獲っているか報告さえ正確にしてもらえれば、１万隻で獲ろう

が１隻で獲ろうが行えます。しかし、ＴＡＥは船の個別の動かし方を正確に把握してお

かないとできないので、あくまでも何のためにというところの実態を把握して行います。

原則論としては資源回復計画の中で削減措置を行います。削減措置の内容、今回もある

ように非常に複雑ないろんなパターンがあるものですから、それをＴＡＣとかＴＡＥと

か一律両断のもと迅速に実行することは現実に合わない。細かいものを組み合わせて努

力量削減を実行することは地域の事情もあるので、それに関しては資源回復計画をつく

ります。しかし、ハタハタのように結果を見ますとそれがうまくいっているケースもあ

るのですが、魚種によっては休漁明けを楽しみにしていて、直ぐにほとんど獲ってしま

ったという例も一部にはある、そういうことを予防するためにＴＡＣ又はＴＡＥでキャ

ッピングを実施する。ただしＴＡＣというのはある程度資源評価のレベルが高いもので

ないとできないため、今回のマガレイのよういにあまりデータがそろっていないものは

ＴＡＥで行なおうということです。原則としては資源回復計画を行う以上、資源が悪い
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ときには先ほど言ったように漁業者が痛みを感じていたら、その痛みを緩和しようとし

て従来以上に漁獲するため、どこかにその努力量の投入を行おうとする可能性がある。

それを押さえようということですから、原則として必要があるとしています。ただ個別

に見たときに必要以上の規制を漁業者に二重、三重に課すのは無意味なので、ものによ

っては担保性がきちんと取れているものについてはかけないということです。 

もう一点のところ、もう一度お願いします。 

○三木委員 

 資源回復計画で減船とか、休漁とか、漁具の改良に関してはいろんな支援策が出てく

ると思うのですが、ＴＡＥ魚種としてそれが指定された場合に発生する減船や、休漁ま

たは日数を減らすとかいったものに対する支援策というものも、その回復計画と同様な

ものとして扱えるとして認識してよろしいのか。それとも、それとは別枠になるのかと

いうことです。 

○佐藤資源管理推進室長 

 まず、原則として、ＴＡＣ及びＴＡＥが削減されたからといって、国がそれに対して

支援を行うということは今の制度ではありません。 

 次にいまのＴＡＥの運用として、いまのＴＡＥの動かし方をＴＡＥで削減するという

運用はとるべきではないのではないかと考えます。なぜかと申しますと、１万隻日数を 

8,000 隻日数にしたときに、 2,000 隻日数は結果的に減ればいいわけで、誰がどのくら

い動くかというのことは自由なのです。そうしますと、誰かが休漁するからこそ 2,000

隻日数休むのであって、そういう申し合わせなかったら、もう結果的には多く獲った人

と獲らなかった人が出ますから、これはＴＡＣと同じとなってしまいます。同じＴＡＣ

で削減されたとしても、個別に見ていきますと、その中でも十分獲った人もいるし、獲

らなかった人もいる。あくまでも支援というのは利益補填ではなくて、その漁業者が資

源回復のために何らかの削減措置による痛みを被るわけですから、倒産とか廃業されて

は元も子もなくなるので、そのようにならないように最低限を維持するために、当然そ

の痛みの行為を具体的に一つずつ明らかにして、それに対して公な基準に基づいてこの

人にこういう基準で支援を行うという仕組みです。そうすれば最終的には個別々々の人

が、誰が具体的にどういうような休漁をしていくのか、それが明らかでないと第三者か

ら見てもなるほどという支援措置が組めないわけです。だから私どもは、ＴＡＣとかＴ

ＡＥが減っただけで簡単に業界なりにお金を出しますということは、社会的な理解も受

けられないし、中には必要ないという考え方を持っている方もおりますので、今後ＴＡ

Ｃ、ＴＡＥの運用だけでは、それだけが減ったからといって支援を行うということはあ
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りません。ただ、ＴＡＣが減れば当然休漁しなければいけない。だからＴＡＣを減らし

て非常に漁に影響があるという場合は、そのＴＡＣを減らしたときにその船の影響をど

うしなければいけないか、そこを明確にして、それを資源回復計画に取り込み、誰がい

つ休むのかというところまで全部決めて、その人が実際に休んだのは何日間だったとか、

その船の大きさ、または乗組員の手当等を計算して、そこに必要な手当を行っていくと

いうことでございます。繰り返して申し訳ないのですが、ＴＡＣ、ＴＡＥの対象になっ

たからだけで支援がされるということではありません。ただし、ＴＡＥはちょっと運用

が別ですが、そういうものを実行するために漁業者の痛みをどういうふうに具体的に回

避するかというものの計画を別途つくったときには、その中で支援する制度というのを、

いままさに資源回復計画で用意しているということです。 

○三木委員 

 ありがとうございます。 

○石川部会長 

 よろしいでしょうか。これもまたなかなか難しい話なんですが、理解できないという

か、理解するのに苦労するものなんですけれども、そこでですね、ちょっと私のほうか

ら聞きたいのは、例えば今度、今日の部会でマガレイについてＴＡＥに政令指定すると

いうことについて了承をお願いしたいということのようでございますが、ただしハタハ

タについてはもう少し検討してからということのようです。そうしますと、要するにマ

ガレイについて具体的にどういうＴＡＥをここの回復で取ろうとしているかというよ

うな考え方を披露していただければありがたいと思うのですけれども。 

○佐藤資源管理推進室長 

 具体的にどういう方向で定めるかということは、おそらく次回に詳しく説明できると

思います。簡単に言いますと、まさに資料３の３枚目にありますが、ある時期、例えば、

１か月封鎖したとしますと、おそらく漁業者は何を考えるかと言いますと、明けたとき

には魚価も上がっているし、当然魚の保護により魚が増えているはずだと考えます。そ

こで従来以上に操業するはずですから、休漁期明けにＴＡＥをかけます。そうすれば、

休漁明けの時期が過ぎ、じわじわ昔の獲れ方になるので、それ以降の全期に規制をかけ

る必要はないと考えます。それから、ある部分に禁漁区をつくったら、その周辺で漁を

行う場合が予想されます。禁漁区の周辺でも当然操業は可能ですから、その場合はその

禁漁区の周辺にもある程度の範囲にＴＡＥをかけておかなければだめだと言うことで

す。つまり簡単に言いますと、自分が漁業者の立場になって色々な規制に応じて痛みが

あったときに、どこでそれを取り返すかなというようなことを考慮して、過剰な漁獲圧
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がかからないよう従来どおりにするようなかけ方をします。だから規制措置がどういう

内容になるかということによってかけ方が違ってくるということです。 

○石川部会長 

 そうしますと、ある水域で通常の漁獲圧力というのは常にあるわけですね。そこへ資

源回復計画ができた場合に、その資源回復計画を行う水域以外のところで異常に漁獲圧

力が加わるというものをカットしようとするもので、つまり、逆に言えば通常の、今ま

でやっていたような操業状態を続けてもらうための措置をとるというふうな理解でい

いのですか。 

○佐藤資源管理推進室長 

 漁業者の方もだんだんと理解されてきますが、初めて聞くとＴＡＥは二重規制だと考

えるようです。資源回復計画で削減されて、ＴＡＥでまた削減されて、削減の掛けどお

しでないかと思うようです。そうではなく、あくまでＴＡＥは従来どおりの操業をして

頂くためのもので、ここだけ休んでくださいとか、遠慮してくださいというところは、

資源回復計画で定めております。ところが、実際の船の動かし方にはいろいろなパター

ンがありますので、それだけではうまくいかないおそれもあります。だから、そこを従

来どおりの形で操業していただけませんかということを言っているわけです。だから海

域と時期を区切って、そこでの過去の船の動かし方を上限にして動かして頂きます。規

制ではありません。従来どおりです。 

○石川部会長 

 何かほかに。 

○當摩委員 

 今までの計画を見ましても、漁業者として反省しなければならない問題も多くあるわ

けです。まず、時代とともに科学が発展したことです。これが船の性能基準を変え、設

備基準を変えて、資源の減少に拍車をかけたと言っても過言ではないと思っています。

そういうことの原点に振り返って資源の回復というのはやはり漁獲圧力とかではなく

て、性能基準を変えることが一番だと思います。ですが、ここへきて漁業経営が落ち込

んでいる中で、それも実施しなさいと言って実施できるような現在の漁業者の経営内容

ではないわけですね。だから、みんな大変な時期だなと、水産基本法の制定がもう 10

年早ければと思っております。過去のこと言っても始まらないのですが、各県の人たち

はみんな同じ思いでなかろうかと思っております。 

○石川部会長 

 そのほかありますか。 
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○中村委員 

 先ほど秋田県さんがまだ検討中であるということでありましたが、この資料をずっと

見てまいりますと、秋田県さんのマガレイの自主的規制の方向として、網目の規制の部

分を申し上げますと、一番大きい目合に規制しようとされておりますが、この狙いが自

主的に県の中のまとめがあまり進んでないという理由ではないかと思います。というの

は、他の県から比べると、やっぱりかなり網目が違うのですね。そこで従来のものと比

べますと、秋田県さんは相当な英断の中でこのカレイの 15 センチメートル以下のもの

を採補しないという取り決めのためにかなり時間を要しているのではないかというふ

うに思われるのです。このマガレイというのは、われわれのほうにもマガレイがおりま

して、自主的には我々も 15 センチメートル以下のものを獲らないということで一応は

進んでいますけれども、いまの段階ではそれが守られているところと、まだ完全に守ら

れてないところとあります。そういう形からいくと、そういう面で漁業者の意識もある

だろうけれども、この資料を見る中で言うと、この 15 センチメートル以下のカレイを

獲らないということになりますと、ほかの県さんが出ている同じ刺し網の目合の設定を

はるかに超えている目合だと自分は感じております。自分のところでやっている目合か

らするとそういうことになりますので、このへんが秋田県さんが放っておいているので

はなくて一生懸命努力しているということを裏付ける現象ではないかなというふうに

考えております。この点少し疑問に思っていることは、うちのほうのマガレイの大きさ

と、それからこちらの内地のほうの分では、大きさが違うのかどうかということを少し

お尋ねしたいなと思うのです。同じであれば、やはり秋田県さんに相当無理のかかった、

同じこのＴＡＥ制度にかかわることは、いまは一時的に経営、または生活が苦しくても

将来に向かってという夢を持った考え方として一つの方法ではないかというふうに感

じたものですから、若干発言させていただきました。以上です。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。ＴＡＥの問題につきまして先ほど申し上げましたように、

秋の水産政策審議会でこのマガレイを政令指定したいというのが水産庁の意向のよう

でございます。それはなぜかと言いますと、資源回復計画の実施と同時にＴＡＥも制度

として発足させたい。つまり、平仄を合わせるということから見ますと、この秋の審議

会で政令指定をしていただく必要がある。そうなりますと、今日の部会におきましてこ

のマガレイにつきましてＴＡＥの政令指定を了承しておいていただく必要があると。そ

こで最終的にはＴＡＥについて一体どういうことをやるのだということについては、当

然検討、十分打ち合わせたうえで水産庁は実施されることと思いますが、具体的な中身
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としましてはこの当委員会には政令指定したあと説明するという形になるようでござ

います。そこで先ほどＴＡＥの説明がるるございましたので、大体皆さんご理解いただ

いたものと思うわけでございます。 

 そこでお諮りしたいのは、今日のこの部会でマガレイを政令指定するということ、そ

れからハタハタについてはいろんな管理措置が行われているので、ＴＡＥをかけるのか

どうか、いましばらく検討したいということのようでございまして、とりあえずマガレ

イを政令指定ということを諮ってほしいということのようでございます。そこで今日の

部会におきましてこのマガレイをＴＡＥの対象魚種として水産政策審議会で指定をし

ていただくということについてご了承いただくということでよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○石川部会長 

 ありがとうございます。では、そうさせていただきたいと思います。よろしくお願い

をいたします。 

 

議題４ その他 

 

○石川部会長 

 次に進ませていただきます。議事の４その他でございます。このその他については何

かご説明が事務局からあるのでしょうか。 

○阿部管理課課長補佐 

 その他といたしまして、その他という審議事項はないのかもしれませんが、資料４－

１、４－２がありますので、これを私のほうで説明させていただきたいと思います。 

 資料４－１といたしまして、マガレイとハタハタについて、今回、資源回復計画の案

をご審議、了承いただいたわけでございますが、それ以外の魚種につきましても、これ

までも当部会で取り上げてきて対象魚種として検討することについてこれまでも検討

を進めてきたわけでございますが、それについて少しおさらいをさせていただきます。

あと、もう一つ追加のものがございますので、それについて説明をさせていただきたい

と思っております。 

 まず資料４－１を見てください。これは実は第３回の部会に付けた資料と内容はほと

んど一緒でございまして、１か所違うところがあります。それは魚種のところで「ベニ

ズワイガニ（追加）」と書いてありますけれども、ベニズワイガニをまた新たに追加さ

せていただきたいと考えております。これにつきましては実は大臣管理のベニズワイ篭
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の漁業者の集まりがこの春にありまして、そこで資源の減少を食い止めるために資源回

復計画の制度のようなものを少し勉強したいという話がありまして、その場で説明を行

い、大臣管理漁業者の間ではこういう制度を使って漁獲努力量の削減や減船、また休漁

のようなこともある、そして保護区域の設定もあるでしょうが、そういうふうなものを

国とか県の支援を受けつつ実施していきたいというようなことが実は２月末に漁業者

の協議会がありました。そこで大臣管理漁業者のほうで実施しますということで、もう

決めたという経緯があります。 

 国といたしましては、これまでベニズワイガニというのは大臣管理漁業なんか主に日

韓の暫定水域の中の漁場というのが主体でありまして、大臣管理漁業というとそれ以外

の我が国ＥＥＺということであると、それ以外の大和堆の周辺の漁場と、あと山陰の島

根沖くらいの漁場、そして兵庫沖に多少あるような、そういうふうな漁場しかないとい

うことで、暫定措置水域を除いて資源のことを考えられないのではないかということで

見送っていたわけでございますが、どうも水研とかにいろんな研究の報告を見るとベニ

ズワイはある程度成体になると数十キロメートルの範囲でしか移動しないという報告

がありまして、もしそのような状況であれば、漁場々々である程度の管理をすることに

よって資源管理ができるのではないかという具合に、水産庁のほうで判断いたしまして

大臣管理漁業者が実施したいという意向もございますし、こちらとしてはそのような大

臣管理漁業者の考え方を支援していきたいというように考えて盛り込んだわけでござ

います。 

 これにつきましては資料の中に書いてありますが、実はもう３月 26 日に広域漁業調

整委員会の日本海西部会というところで既に資源回復計画を大臣管理漁業者が、大臣管

理漁業と知事管理漁業で水域が完全に別れておりますので、その水域内の大臣管理漁業

の資源について資源回復計画に取り組んでいくということで既に了承をいただいてお

ります。報告がこちらの部会に対して後になっているわけでございますけれども、大臣

管理漁業者を属地的な関係で見ますと、こちらの管轄の部会の地域に属する漁業者もい

ますし、こちらのほうで想定する漁場というのをこの資料４－１の３枚目に付けさせて

いただいております。非常に汚い見苦しい資料で申し訳ありませんが、業界とか水研か

らの聞き取りを私のほうで手書きで地図に落としたもので、知事管理水域と大臣許可の

水域が完全に線引きされておりまして、大臣管理水域の中でも日韓暫定水域の外側にあ

ります大和堆の東側の部分についてはある程度かなり広大なエリアになりますし、ここ

での管理ができるのではないかと思っておりますが、実際ここで実施するのかどうなの

か、漁場がそれほどほかの海域がないので多分ここになると思っておりますけれども、

 - 41 -



そういうふうな海域で、特に日韓の暫定水域の資源と交わらない部分で行いたいと考え

ています。この海域自身が日本海西部の部会の海域なのか、日本海北部の海域なのか、

実は部会の線引きとしては富山県の水域までが北部会で、石川県から島根県の海域まで

が西部会ということになっているのですが、この海域が果たしてどちらに交わるのかも

わからないし、属地的な漁業者の感じで言いますと日本海北部会に関係する漁業者もこ

こに含まれるということで、今回、日本海西部会の後ということにはなりましたが、資

源回復計画として大臣管理漁業者がもう既に実施するということで準備を進めている

ところでございますので、この日本海北部会においても部会としてご了承をいただきた

いと考えております。 

 それと、このベニズワイについてですが、実は先ほども西部会と北部会の線引きが曖

昧な部分の資源ということでありますので、西部会での了解はいただいているわけです

が、北部会の了解が得られれば秋に、年に１回、広域漁業調整委員会の全体の委員会が

開かれるわけですが、そちらのほうに事務規定上は１つの海域に収まらないようなもの

は、上の広域委のほうで処理するといった扱いになりますので、もし了承がいただけれ

ばこの西部会でも了承をいただいているし、北部会でも了承をいただいているというこ

とをもって秋の広域のほうに審議事項として上げさせていただいて、そちらで検討する

事項として上げさせていただくということを予定しております。説明は以上です。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。いまベニズワイガニについてこの資源回復計画の対象魚種

にしたいという提案だというふうに受け止めましたが、それでいいのですね。 

 対象魚種にしたいということでの提案がございました。そこで少し整理してみますと、

ベニズワイガニというのは漁場が大臣許可と知事許可で分離されているということで、

大臣許可の漁業者が資源回復計画に参加したいという意向を示しているということの

ようでございます。したがって水産庁としては当面大臣管理水域、つまり大臣の許可漁

業の水域についてこの資源回復計画をつくっていこうという提案のようでございます。

既に西部会におきましてはこれが了承されているということでもあるようでございま

す。ということがまとめになると思います。既に西部会でも了承されているということ

で、この北部会においてもご了承をいただきたいという提案だというふうに理解してお

ります。何か質問ございませんでしょうか。 

○大黒委員 

 西部会というのは知事許可はないのですか。 

○佐藤資源管理推進室長 
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 これにつきましては、まだ西部会のほうでは知事許可に関しての明確な方向性は出て

きておりません。ただ一部の県、これは兵庫県なんですが、兵庫県の県知事許可の人た

ちは、自分たちもできれば入りたいという意向はあります。それ以外の都道府県におい

て西部会のほうでは、いまのところその意向は聞いておりません。いずれにしても、ま

ず大臣許可のみで実施しても一応効果が出てくるのではないかということで、大臣許可

から入りますが、それに続いて知事許可のほうも、もしそういう話があれば、それを組

み立てていくということが、今後の課題だと思います。いまのところはそういうところ

です。 

○石川部会長 

 そのほかございませんか。 

○南日本海区水産研究所日本海資源部長 

 ベニズワイガニが資源回復計画の対象に候補として上がっているということについ

て、水研サイドから特に西部会の席上でも一つコメントしておいたことがありますので、

この席でも確認いたしますが、水研の見解として述べておきたいことが一つあります。 

 これは先ほどの説明の中にも若干出てきましたが、ベニズワイの大臣許可水域におけ

る漁場は日韓暫定水域にも広がっていることが確かです。日韓暫定水域の部分を除いて

回復計画の対象とするということは非常に政治的な意味合いとか制約があってのこと

だということは私も理解はいたしますが、資源のことを考えるとこの暫定水域を除くと

いうことに関しては私は適切ではないと思っています。ただ、先ほど言いましたように

いろいろな制限、例えば実施の可能性とかそういった要件を勘案してそういうことにな

ったのだということに関しては理解を示しますが、あくまでも私見的にはそういう見解

を水研は持っております。これは西部会でも再三申し上げました。移動はあまりないと

いうことは確かです。底に着いてからは数 10 キロメートルの範囲内でほとんどとどま

っているであろうという、これは標識放流の結果からそういう研究結果が出ています。

ただご承知のとおりカニは浮遊期を持ちますので、浮遊期の間にどのくらいの範囲を移

動するかは、現在、日水研でもちょうど研究の端緒についたばかりで、まだ結果は出て

いません。ある程度、親よりは広い範囲を移動するということは十分考えられます。資

源のほうからはそういったことを勘案しながら計画を立てて行くべきであると申し上

げたいと思います。以上です。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。そのほかございませんか。それではお諮りしたいのですが、

ベニズワイガニにつきまして資源回復計画の候補魚種にするという点についてでござ
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いますけれども、既に関係業者がこの資源回復計画に乗りたいという意向を示している

というようなことなので、また西部会においてもこれを了承したということでございま

すので、この北部会としましても了承するということでよろしゅうございますですね。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○石川部会長 

 ありがとうございます。では了承するということといたしまして、事務局において手

続きを進めていただくようにお願いいたします。 

 その他、何か説明がありますか。 

○阿部管理課課長補佐 

 あと、この資料４－１でございますが、ベニズワイのものを新しく追加したという以

外は既存のものということでございます。実はマガレイ、ハタハタを作成しましたが、

それ以後のマダラ、ズワイガニ、スケトウダラ、ヤナギムシガレイというものは漁業者

協議会で候補魚種として一応コメントの上がってきたものを整理しているものでござ

いますので、引き続きこれについて急激に資源が回復したという状況はないと思われま

すし、資源回復計画が国のほうで 16 年度までに対象魚種を決めて作成に着手するとい

うことで決めておりますので、着手が間に合わないものについては基本的には資源回復

計画の対象とならないということになります。ですからこれ以外の魚種についても、マ

ガレイ、ハタハタの資源回復計画の中身を詰めてこの半年間、ほとんど十分協議をなさ

れていないというところであると思いますが、それ以外のものについても今後漁業者協

議会で十分検討して、早く資源の回復計画をつくるものについてはつくっていくという

ような方向で検討を進めていきたいと考えておりますし、各委員におかれても各県に帰

られて、そういうふうなことでご協力、関係業者への説明をいただ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。いまの説明に対して何かご意見、あるいはご質問ございま

せんでしょうか。 

 この件については、了承するとか、しないとかという話でなく、承っておけばいいと

いうことでございますね。 

 はい。わかりました。 

 それでは、その他がもう１件あるようでございます。全国的に資源回復計画の作成状

況がどうなっているかということを説明してください。 

○阿部管理課課長補佐 
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 時間もかなり経過しておりますので、資料４－２について簡単にご説明いたします。

これは平成 15 年３月、14 年度末までの資源回復計画の状況でございますが、太い囲み

で書いてあるものがもう既に作成されて実行段階に移っているもの、あと点線のものに

ついては計画に着手しているものと、日本海北部のマガレイ、ハタハタというものにつ

いても資源回復計画に着手したものということで成立させていただいておりますが、ま

た日本海沖合ベニズワイガニというものについても、点線の囲みでございますが、その

他に新たな着手魚種として九州西部のトラフグや、周防灘の小型機船底びき網対象魚種

というものが新たに追加されているということでご承知おきいただきたいと思います。

これで全国的に資源回復計画の取り組みが進んでいるということでご認識いただけれ

ばと思います。 

 続きまして資料をめくっていただきまして、水産庁のほうで約 50 魚種の中からとい

うことで説明しているわけでございますが、その 50 魚種の一覧がこの資料に載ってい

るものでございまして、これにつきましては漁業者協議会でも検討、各広域漁業調整委

員会でも検討状況を踏まえまして鋭意、その状況々々に応じて内容が変わったりしてお

ります。日本海北部についてはマガレイ、ハタハタを了承いただき 50 魚種ということ

でほかの魚種もいろいろございますが、マダラとか、ズワイガニとか、スケトウダラと

いうものも 50 魚種の中に含んで、こちらとしては早くなんとかしていきたいと考えて

いるところでございます。以上です。 

○石川部会長 

 続きまして、今回の検討に直接の関連するというよりは、自民党の水産政策小委員会

において資源管理と沖合漁業との課題の対応方向といった論点整理が行われていると

いうことのようでございます。その内容について手短に説明をお願いいたします。 

○齋藤管理課課長補佐 

 昨年９月に水産庁内部で水産政策推進本部、この中に水産構造改善部会を立ち上げて

資源管理をどう行っていくかというようなことについて検討を行ってきております。こ

れを受けまして今年の４月から自民党の水産基本政策小委員会において資源管理と沖

合・遠洋漁業の課題と対応方向化についての勉強会、こちらのほうを６回ほど開催いた

しまして、資料５のとおりまとめてございます。詳しい説明は省かせていただきますが、

要するに徹底した資源管理を行いながら収益性の高い漁業に転換していくという方向

性といったものが取りまとめられております。今後これらの検討を踏まえまして必要な

予算要求や制度の運営の改善といったものを検討していくというようなこととなりま

す。 
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 手短ですが、以上の説明となります。後ほど資料のほうを読んでいただければと思い

ます。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。これで用意した議題、あるいは報告事項はすべて終わりま

した。これを機会に何か特にご発言があれば承りますが、よろしゅうございますでしょ

うか。 

〔「はい」の声あり〕 

○石川部会長 

 ありがとうございました。それでは本日の部会をこれで閉会とさせていただきたいと

思います。各委員皆さんの活発なご議論をいただきまして、貴重な意見も聞かしていた

だきまして、長時間にわたりまして大変ありがとうございました。議事録署名人の當摩

委員と三門委員におかれましては、後日、事務局から議事録が送付されると思いますの

で、署名のほうをよろしくお願いいたします。 

 これをもちまして第４回の日本海北部会を閉会とさせていただきます。どうもありが

とうございました。  

               閉          会 
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