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平成１５年１０月１５日 

水産庁資源管理部管理課 



１ 開催日時 

平成１５年１０月１５日（水）１０：００～１２：１５ 

 

２ 開催場所 

東条インペリアルパレス 曙の間 

 

３ 出席者 

（委 員） 

 中村東伍、西崎義三、谷村政明、齋藤辰男、大黒信吉、和田耕治、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 

（独立行政法人水産総合研究センター） 

 木下貴裕 日本海区水産研究所資源評価研究室長 

（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 

 笠原光仁 資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班計画係長 

 福田安男 資源管理部沿岸沖合課指定漁業第２班課長補佐 

 宮崎潤太 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班資源管理調査係長 

 宮﨑孝弘 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班調査企画係長 

 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 

 栗田雅弘 境港漁業調整事務所長 

 渡邉崇也 境港漁業調整事務所資源管理係 

 

４ 議 題 

 （１） 水産資源の状況について 

 （２） 日本海北部マガレイ･ハタハタ資源回復計画の見直しについて 

 （３） マガレイにかかるＴＡＥの設定について 

 （４） 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について 

 （５） その他 
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５ 議事内容 

 

開    会 

 

○渡部資源管理計画官 

 おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから日本海・九州西広域漁業

調整委員会第５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る 13 名の委員の御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委員会は成立していることを御報告いたし

ます。 

 それでは石川部会長、議事進行をお願いいたします。 

○石川部会長 

 おはようございます。座ったまま議事を進めさせていただきます。 

 昨日に続きまして委員の皆様方には忙しい中御出席賜りまして、まことにありがとう

ございます。今年の６月 11 日に開催されました第４回日本海北部会におきまして、「日

本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画」を了承したところであります。同計画につ

きましては、既に７月１日に公表されたと伺っております。 

 また、日韓の暫定水域を除きます大臣許可にかかわるベニズワイガニ資源につきまし

ては、資源回復計画の作成に着手することについて当部会として了承いたしましたが、

これにつきましては昨日の日本海・九州西広域漁業調整委員会におきまして、今後、本

部会と日本海西部会で審議を進めることとされたところでございます。 

 本日の部会で委員の皆さん方に審議等をしていただく事項といたしましては、主とし

て３点ございます。１点目が日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の見直しにつ

いてでございます。２点目がマガレイに対するＴＡＥの設定方法についてでございます。

３点目が日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について等となっております。 

 それでは、議事に入る前に、水産庁から髙柳管理課長がお見えでございますので、ご

あいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○髙柳管理課長 

 水産庁管理課長の髙柳と申します。日本海・九州西広域漁業調整委員会第５回日本海

北部会が開催されるに当たり、一言ごあいさつ申し上げます。 

 委員各位におかれましては、御多忙にもかかわらず本日御出席いただき、厚く御礼申

し上げます。前回の部会で御承認いただきました「日本海北部マガレイ、ハタハタ資源

回復計画」は７月１日に公表し、実施しておりますが、これを含め、現在、資源回復計

画につきましては５計画 11 魚種について実施しておりまして、今後ともその策定の加

速化が求められております。昨日開催されました本委員会におきましては、日本海沖合
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ベニズワイガニ資源回復計画に関し、今後の検討については当部会及び日本海西部会で

審議を進めることの了承をいただいております。 

 また、本日の審議事項といたしましては、部会長から御紹介がありましたとおり日本

海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の見直し案及び日本海沖合ベニズワイガニ資源

回復計画の検討素案等についてを予定しております。資源回復計画の実行への支援につ

きましては先般来御議論いただいておりますが、水産庁といたしましても休漁などに対

する支援につきまして各種の支援を用意し、今後ともこれをバックアップしていきたい

と考えております。 

 さらに昨日、本委員会で御説明申し上げましたが、平成 16 年度概算要求といたしま

しては資源回復計画策定の加速化のために栽培漁業との連携強化等につきまして、現在、

財務省に対して要求中でございます。このような中、資源回復の着実な推進のためには

当部会の役割はますます大きいと考えておりますので、委員各位におかれましては忌憚

のない御意見を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますがあいさつとさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○石川部会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、資料の確認をお願いしたいと思います。 

○渡部資源管理計画官 

 お配りしております資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 まず議事次第。その次に座席表。第５回北部会の出席者名簿。それから北部会委員名

簿。資料に移ります。資料１として「平成 15 年資源評価対象魚種（日本海漁業資源）

の資源状況」というもの。次に資料２－１として漁業者協議会等の開催実績。次に資料

２－２として資源回復計画の新旧対照表ということで見直しの素案を入れてあります。

次に資料３としてまがれいに係る漁獲努力量管理（ＴＡＥ）の設定について。資料４と

して日本海沖合べにずわいがに資源回復計画検討素案。資料５として日本海北部海域に

おける資源回復計画次期候補魚種について。以上の資料を用意させていただいておりま

す。ありませんでしたら事務局に言っていただければと思います。 

○石川部会長 

 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 

               議事録署名人の指名 

 

○石川部会長 

 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。手続といたしましては、部会事務規程第 11 条に
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ございますが、議事録署名人は部会長から２名以上指名することになっております。し

たがいまして、大変僣越ではございますが、私の方で指名させていただきたいと思いま

す。 

 議事録署名人の指名の仕方につきましては、これまで名簿順でやってまいりました。

今回もこれを踏襲させていただくことといたしまして、今回の議事録署名人といたしま

しては、海区漁業調整の方から富山県の大黒委員さん、大臣選任の漁業者代表の方から

は冨田委員のお二人にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

議題１ 水産資源の状況について 

 

○石川部会長 

 それでは、早速でございますが議題に入ります。 

 議題の第１は日本海北部海域の水産資源の状況についてでございます。平成 15 年の

資源評価の結果が９月上旬に公表されたということでございます。つきましては、当部

会に関連する魚種、マガレイ、ハタハタ及びベニズワイガニ等につきまして、その結果

について独立行政法人水産総合研究センター日本海区水産研究所の木下室長に御説明

をお願いしたいと思います。 

 木下室長、よろしくお願いいたします。 

○木下資源評価研究室長 

 日本海区水産研究所の木下と申します。失礼ですけれども座って説明させていただき

ます。 

 皆様のお手元に資料１という横長の表のホチキスどめの資料があると思いますが、こ

れに基づいて御説明したいと思います。 

 平成 15 年度に水産研究所で行っている資源評価対象魚種、系群は全部で 80 魚種、系

群ぐらいあるんですが、そのうち日本海にかかわるものとしてはお手元の表の 40 種類

ぐらいあります。40 種類ぐらいのうちのベニズワイ、ハタハタ、マガレイについて御

報告したいと思います。 

 資料を１枚めくっていただきたいと思います。平成 15 年度のダイジェスト版。詳細

版とダイジェスト版と２つありまして、要約を書いているものをダイジェスト版と言っ

ておりますが、これのマガレイです。マガレイは日本海の中では比較的冷水域に主に分

布するカレイ類ですが、カレイ類の資源状態を評価するのに、我々がやっている方法は

ほとんど漁獲量を使っております。漁獲量も、これは全国の農林統計の対象魚種になっ

ておりませんので、今現在我々の方で漁獲量のトレンド、傾向がつかめる青森、秋田、

山形、新潟の北部４県の漁獲量の推移を使って資源の評価を行っているわけですが、３

ページの右上のグラフを見ていただきたいと思います。マガレイに関しては 93 年から
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北部４県の漁獲量がそろっていて、90 年代の 94 年に一番漁獲量の多い時代があったん

ですが、それから減少して今まで推移している。４県そろったデータというのは 93 年

からしかなく、秋田県と新潟県に関してはもう少し長期間の漁獲量の推移がわかります。

80 年代以降の漁獲量の推移では、86 年に最大の漁獲量があり、それ以降、94 年ぐらい

に漁獲のピークがあった後、ずっと低位、減少傾向という形が続いております。本来で

したら体長組成とか年齢組成という形で評価を行いたいところですが、現在のところそ

のようなデータがそろっている状態にありません。今年から評価が始まっているもので

すから、これから先そういう細かいデータを使った解析を行うために、現在はデータの

蓄積中という状態にあります。 

 漁獲量の推移、途切れ途切れにある各報告などを参考にして評価を行いましたところ、

今の資源の水準は低位であり、動向としては減少傾向にあると考えております。ＡＢＣ、

生物学的な許容漁獲量としては、現在の漁獲量の水準よりも若干低めに抑えておく方が

いいのではないかと考えてＡＢＣを考えております。これがマガレイの今の資源状態の

報告になります。 

 ２ページほどめくっていただきますとハタハタの資源評価票があります。日本海にお

きましては、日本海北部系群と日本海西部系群という２つの系群に分けて評価を行って

おります。能登半島の先端から西の海域、朝鮮半島の東岸に産卵場を持つと考えられて

いるハタハタの群れを西部系群と考えておりまして、ここでは主に秋田県を中心として

産卵場を持つハタハタの群れを北部系群として評価しております。 

 １ページめくっていただいて、６ページの上の方に表を４つほど載せておりますが、

４つの表のうち漁獲量を示しているのが左上の表です。1965 年からの漁獲量の推移を

示していますが、見てのとおり 60 年代から 70 年代、２万トン近くあった漁獲量が 90

年代中ごろに非常に減少して、2000 年、2001 年と少し回復しつつある状態にあります。

近年の年齢組成とか体長組成を勘案して、現状は非常に資源が悪かった、極小にまで行

ったときに比べるとやや増加傾向にはあるんですが、まだまだ資源の状態としては低い

水準にあるでしょう。また、漁獲の動向からいきましても資源の動向、これから先の指

標ですが、動きというのは増加傾向にあると考えております。これがハタハタの資源評

価の現状です。 

 次にベニズワイガニの御説明をしたいと思います。８ページ目になりますが、ベニズ

ワイガニというのは日本の漁獲対象としている主要魚種の中では最も生物学的な知見

が乏しい魚といっていいと思います。例えば年齢がまだ明らかになっていない。恐らく

２年に１遍ぐらいは脱皮するだろうというところまでしかわかっていないという状況

にあります。このベニズワイガニの評価をするのに我々が用いているのは、これはかご

を使って漁獲されておりますので、１かご当たり何キロぐらい獲れていますかというＣ

ＰＵＥを使って評価を行っております。９ページの上の方に書いてあります棒グラフと
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折れ線グラフのグラフがありますが、主にこれを見ております。この中で大臣許可水域、

主に日本海の大和堆とか沖合海域でのＣＰＵＥの動きと、日本の沿岸に近いところの知

事許可水域のＣＰＵＥというのは、動きがかなり異なっております。黒い丸と棒で示し

ているのが大臣許可水域ですが、このＣＰＵＥの動きを見ますと 80 年代の初めぐらい

に非常に高かったのが 90 年代に向かって下がって、90 年代の中ごろに一度上がっては

いるんですが、96 年以降、明確にＣＰＵＥが減少しております。これが沖合域におけ

る大臣許可水域のＣＰＵＥの動きです。それに対して知事許可水域、日本の沿岸に近い

ところのＣＰＵＥは、90 年代から 2000 年にかけて上昇傾向にあると考えております。 

 このようなＣＰＵＥの動きから判断しまして、ベニズワイガニの資源動向、水準とし

ては、低位水準ではある。しかし海域によって動向が大きく異なる。沖合水域において

はかなり資源状態が悪化しているけれども、知事許可水域においてはそれほど悪い状況

ではないと判断しております。ただ、ベニズワイガニに関して一番大きな問題となって

いるのは韓国の動向です。日本と韓国とほぼ同じぐらいベニズワイガニを漁獲しており

ますが、日本が大体どこで獲っているかというのは日本の漁獲成績報告書をもとにして

判断できるんですが、韓国の場合、どこでどのように獲られているかよくわかりません。

韓国の漁獲の動向がベニズワイガニの資源評価を難しくしているところだと考えてお

ります。ただ、韓国の動向がわからないとしても、ＣＰＵＥの動きからいけば大臣許可

水域の資源状態はかなり悪いと我々は判断しております。以上です。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま室長から資源の最近の状況について御説明がございました。これに対して御

質問等があれば出していただきたいと思います。 

○畔田委員 

 ハタハタなんですけれども、６ページの上の左と右と２つの図なんですけれども、漁

獲量は最近、がたっと減っている、低位水準にあるんですが、ＣＰＵＥ、右側の図で見

ますと、たくさん獲れていたころと同じか、それ以上の値になっていますが、この辺は

どうしてなのか。 

○木下資源評価研究室長 

 ２つあります。まず、左の図と右の図を比べていただきたいんですが、右の一番最初

が 80 年になっております。左の図は 65 年ですから、ＣＰＵＥが把握できている時期が

違いますので、資源水準からいったら 80 年代のところまでは十分回復しているだろう

と考えています。60 年代とか 70 年代のＣＰＵＥが入手できましたら、多分もっとＣＰ

ＵＥが高いものが出てくると思います。 

 もう一つあるのですが、2000 年、2001 年とかなり大量に接岸して、漁獲量規制とか

出漁規制とか、努力量規制が間に入っておりますから、このＣＰＵＥの値というのは、
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本当に水準が悪かった 90 年代とかの何倍であるとかいうような見方はしない方がいい

かなと思います。実際には、このところ一、二年のＣＰＵＥというのは、出ている数字

よりももう少し高いと判断しています。 

○畔田委員 

 どうもありがとうございます。 

 もう一つ、ヤナギムシガレイなんですけれども、あらゆる種類に関する情報を集める

というのは大変なんでしょうけれども、漁獲量とか体長組成とか、どの辺まで情報はあ

るものなんでしょうか。 

○木下資源評価研究室長 

 ヤナギムシガレイに関して、事前の勉強をしてこなかったものですからあれなんです

けれども、たしか、今年の資源評価調査ではヤナギムシガレイの漁獲量を、各県でわか

るところから把握しましょうというのが開始されたと記憶しております。ヤナギムシガ

レイは全国の農林統計に載っている魚種ではありませんから、今できることは、漁獲量

がわかるところから把握していきましょう。各県ごとに、わかるところから情報を集め

ているというのが現状です。 

○石川部会長 

 そのほかございませんでしょうか。 

 私から１つ、昨日から非常に不思議に思っていることがありまして、ベニズワイガニ

の沿岸でのＣＰＵＥと沖合でのＣＰＵＥの話ですが、沿岸の方のＣＰＵＥが下がって、

その後で沖合のＣＰＵＥが下がるというのが常識的だと思うんですね。ところが、これ

では逆になっておりまして、沿岸の方は高くなりつつあるけれども、沖合の方、大和堆

の方が急速に下がってきていると。きのうの御説明で、稚ガニが着底して移動する距離

は 50 キロメートルぐらいだと言われました。そういたしますと、暫定水域で仮に韓国

船が大量に獲るとしても、日本海北部の我が国の 200 海里水域といいますか、管理し

ている水域について下がることは通常では考えられないのではないかと思うんです。こ

の下がり方が一体何なのか、これはここでお返事いただくというより、日韓の共同委員

会なりで韓国側の詳細なデータを出してもらって検討してみる必要があるのではない

かと思います。韓国側は日本ほど精緻な調査はやってないかもしれませんけれども、で

きるだけ詳しいデータを韓国からもらって、よく検討してみる必要があるのではないか

と思いますので、その点、要望しておきます。こういう事実を韓国側に突きつけて、善

処を求めるといいますか、そういう努力をぜひやっていただきたいと思います。 

 日本のベニズワイの隻数がふえているわけではない中でＣＰＵＥが下がってくると

いうことについては、日本の漁業者の漁獲努力以外の別の要因が働いているのではない

かと、昨日からそういう気がしてしょうがなかったんですが、その辺、日韓の交渉のと

きに具体的数字をこちらも突きつけ、相手からも具体的数字をもらって、ぜひ検討して
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いただくことを要望しておきます。 

 そのほかございませんでしょうか。 

 それでは、ありがとうございました。 

 

議題２ 日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画の見直しについて 

 

○石川部会長 

 次に進ませていただきます。議題の２でございます。日本海北部マガレイ、ハタハタ

資源回復計画の見直しについてでございます。 

 日本海北部マガレイ、ハタハタの資源回復計画につきましては、秋田県の削減措置が

検討中となっておりました。また、その他の県の削減措置につきましてもまだ検討中の

部分が残されていたわけでございます。今回の部会までに県内各地区及び漁業種類ごと

に漁業者協議会が開催されまして、漁業者の方々がそれぞれの立場から漁獲努力量削減

措置を考えられたと伺っております。そこで事務局から各県の削減措置の内容及び回復

計画の見直し案につきまして御説明をいただきたいと思います。事務局よりお願いいた

します。 

○渡部資源管理計画官 

 それでは資料２－１と資料２－２を使って説明させていただきたいと思います。座っ

て報告させていただきます。 

 まず資料２－１でございますが、前回の部会以降の漁業者協議会等の開催実績につい

てまとめております。北海道におきましては６回の漁業者協議会を開催していただき、

現在、候補魚種の絞り込みを行っている状況であります。その中で特に日本海側のハタ

ハタを対象魚種とする方向で検討を進めているという状況であります。 

 それから、青森県、秋田県、山形県、新潟県におきましては、具体的な努力量削減措

置について各地区、漁業種類ごとに 30 回の漁業者協議会を開催していただいておりま

す。特に秋田県では削減措置の取りまとめを今部会までに行っていただくということで、

４地区ありますが、北から南までの４地区、漁業種類ごとの協議会を開催していただい

たところであります。 

 ３ページ目の富山県でございますが、ベニズワイガニ漁業者の漁業者協議会を開催し

ていただいております。北部会では６月の前回部会以降、38 回の漁業者協議会を開催

していただいております。 

 ４ページ目でございますが、全漁連の 15 年度第１回日本海北部ブロック漁業者協議

会を９月に開催しております。また、水産庁といたしましては、この後御報告いたしま

すが、べにずわいがに資源回復計画について西部会と共同で４回の漁業者協議会及びワ

ーキンググループを開いております。 
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 以上が開催実績等になりますが、次に資料２－２で、漁業者協議会の中で出していた

だいた今までの削減措置に対する見直しや秋田県の状況等について、変わった部分だけ

を新旧対照表としてつくっております。 

 まず、回復計画の１から３番までについては変更点がありませんのでそのままにして

おります。 

 次に４のところで、現行は「このうち」というところで秋田県の措置を具体化させる

こととするとなっておりますが、今回具体的な削減措置が出てきましたので、この部分

を削除いたします。また、「必要に応じ」の後、目合いの拡大という漁具の改良の特定

部分を言っておりましたので、今後の支援措置等の対処方法に関連して「漁具の改良（目

合いの拡大等）」ということで入れさせていただいております。 

 次に、①のマガレイ、ハタハタ、双方に対応した削減措置の中でございます。まず、

山形県が現行では休漁を行うことにしておりましたが、「休漁又は保護区の設定」とい

うふうに内容を変えまして、実施期間につきましては６月の一定期間を「６月から９月

にかけての一定期間」、沖合底びき、小底の禁止期間前後について行うことを検討して

おります。 

 次に②のマガレイに対応した削減措置の中では、青森県が現行では小型魚の再放流の

サイズを検討していただいておりましたが、漁業者協議会等の中で全長 15 センチメー

トル未満については再放流を行うということでサイズを決めていただきました。次に、

現行では山形県、新潟県となっておりましたが、秋田県が入ってきましたので秋田県を

先に入れております。秋田県でございますが、小底の減船を平成 16 年度に２隻という

ことで、削減措置をまず出していただいております。また沖底、小底、刺し網で保護区

の設定を行うということを出していただいております。ただ、区域については現在検討

中ということで、今後の漁業者協議会等で区域を定めていただくことになっております。

沖底、小底については実施期間は周年で、開始年度は平成 16 年度から、刺し網漁業に

ついては２月１日から６月 30 日となっておりますが、これは許可の期間ということで、

許可期間中に保護区を設定するということで期日を定めております。これも開始年度は

平成 16 年度からとなっております。 

 次のページは、前のページと前後いたしますが山形県でございます。現行では保護区

の設定（区域を検討中）とありましたが、現在、区域自体はまだ検討していただいてい

るのでございますが、使用漁場の 60 平方キロメートルを設定するという具体的な数字

を出していただいております。また、期間につきましては３月の一定期間ということで

ございましたが、３月１日から３月 31 日の間保護区を設定するということで期日を決

めております。 

 次に新潟県でございますが、板びき網について休漁を９月の一定期間と現行ではなっ

ておりますが、９月１日から 15 日の間、板びき網は休漁することになっております。
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次に、先ほども言いました漁具になりますが、目合いの拡大という内容で提示してあり

ましたが、ここを「漁具の改良（目合いの拡大を検討中）」ということにしております。

この漁具の改良につきましては、小底のうち板びき網漁業、沖底、それからかけ回しの

小底、刺し網漁業で、実施期間については現在検討中ですが、開始年度は平成 17 年度

から実施をしたいということになっております。なお、板びき網漁業が休漁いたします

ので、その分、沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業の板びきを除いたかけ回し等、そ

れから刺し網漁業につきましては、休漁期間中に板びき網漁業が操業する海域について

保護区を設定するということで漁業者協議会で了解を得ております。ですので、保護区

は板びき網が休漁いたします９月１日から９月 15 日の間設定いたします。 

 次に③といたしましてハタハタに対応した削減措置でございます。山形県が、現行で

は漁具の改良で角目網の導入ということを検討しておりましたが、水産試験場等で試験

研究を行っております。具体的に魚取部を改良いたしますということと、角目網にする

のか菱目網にするのか具体的な実施の検証を見て決定をし、それと同時に網目の拡大等

も検討しているということで、ここの見直しをさせていただいております。 

 ④につきましては秋田県の内容でございましたので、これは削除いたします。 

 次に(3) 漁場環境の保全措置ということで、２の(2) の④の取り組みは引き続き実施

するということで、この中では漁場環境清掃等について言っております。それを、さら

に、休漁する漁業者を活用して海底堆積物の除去等を行うというように、実際に支援措

置等で海底耕うんや海底清掃をしていただく漁業者を使用できるように入れてありま

す。また、言葉だけですが、「必要がある」というものを「講じることとする」として

おります。 

 ５、６、７、８につきましては現行と同じでありますので、変更はいたしておりませ

ん。以上、７月１日に公表いたしましたマガレイ、ハタハタ資源回復計画の見直し（案）

ということで説明させていただきます。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの件につきまして御意見、御質問がございましたら出していただきたいと思

います。 

 では私から、今説明のあった新旧対照表の中で、(3) の環境の保全措置というところ

で休漁する漁業者を活用した海底堆積物の除去及び海底耕うんの実施とあります。私は

大変これはすばらしいことだと思うんですが、この海域だけではなく、あるいは日本海

だけではなくて太平洋も入れて、こういうことを既にやられている実例はあるんでしょ

うか。 

○佐藤資源管理推進室長 

  それでは、昨日もたしか部会長が本委員会で質問されていたと思うんですが、予算を
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いろいろ取っているけど、実際にどのぐらい使っているのかというのもありますので、

そちらの見通しと、現状として予算がどう活用されているのか、あわせて説明させてい

ただきます。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは部会長の御質問に対して御回答いたします。 

 まず、休漁漁業者を活用して海底耕うんを行うような事業が行われているのかという

ことでございますが、地域的な事業としては前から、福井県であるとか大分県であると

か、そういうところで漁船を利用した事業の実績があります。今回、資源回復計画とい

うことで、資源回復計画で休漁漁業者を活用したということでありますと、日本海西部

会の方で、京都府でありますとか島根県が小底、沖底船を使った海底耕うん事業を実施

しておりますし、海底清掃、海洋清掃ということでありますと瀬戸内海のサワラにおい

ても休漁漁業者を活用した事業を実施しております。 

 もう一つ、予算の執行状況等でございますが、日本海北部のマガレイ、ハタハタ資源

回復計画関連の事業といたしましては、前回の部会でも説明しましたが、まず青森県の

沖底漁船１隻の減船があります。これを 15 年度に実施することで今、手続を進めてい

ただいております。あと、山形県の方で、この措置でいいますと 4.の③、ハタハタに

対応した削減措置、15 年度から実施ということになっておりますが、これについて実

施する予定でございます。日本海北部のマガレイ、ハタハタに関しましては開始年度の

多くが 16 年度からとしておりますが、これは県の予算の獲得が 15 年度に間に合わない

ということで 16 年度からの実施ということでございますので、16 年度に実施する部分

について、休漁するという部分については資源回復計画の推進支援事業のメニューを使

うですとか、昨日も事業の説明をいたしましたが、公共事業であります資源回復支援基

盤整備事業の枠組みを使って実施するという状況になっていくと思います。 

 事業費全体の話でございますが、資源回復計画推進支援事業について、休漁漁業者に

対して固定経費相当分のお金を出すとか、漁具の改良のお金を出すとか、そういうもの

ですが、15 年度の執行状況は、６億円の予算に対して現在１億円にも満たないような

執行状況であります。減船につきましても、15 億円の予算があるわけでございますが、

今実行されているのは青森県の沖底の減船１隻、１億円にも満たない金額でございます

が、そういうものが動いているということでございます。 

 ということで、予算の執行としては 15 年度はまだ余裕がある状況であることを報告

いたします。 

○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。 
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○谷村委員 

 説明がありました最後のことなんですが、予算の執行状況、まことによくないんです

ね。これはいろいろな理由があってだろうと思いますけれども、目的はそうじゃなかっ

たと思うんです。まだまだあろうと私ども期待しておったんですけれども、実態からす

ると非常に低位だということは、どの辺に問題があるんでしょうか。 

○佐藤資源管理推進室長 

 まず１つは、県の方には申しわけないんですが、県の財政事情が極めてよくないとい

うことがありまして、最初からある程度の支援措置を前提とした、特に休漁について、

実行しても十分な支援措置が出ていく見込みがないから、そういうメニューを最初から

組まないと。そのかわりに出てくるのが禁漁区の設定でございます。ただ禁漁区の設定

というのは、私どもも支援措置の内容を最初に検討したときに、明らかに努力量の削減

にはなっているんですが、その影響、だれにどういうふうに具体的に支援していくのか

計算できないものですから、残念ですが禁漁区の設定だけでは無理だという結論になり

ました。ですからそういう支援措置をつくらなかったもんですから、禁漁区の設定だけ

では支援事業を組めない。漁業者には痛みが発生するけど、それだけではだめだと。で

すから１つの応用として、仮に漁場の半分を禁止区域にすれば使っていい漁区の圧力を

上げますから、本当はその分の漁船を休漁させるのがいいのですが、休漁にお金が出せ

ないものですから禁漁期だけだということになってしまう。 

 もう一つは漁具改良ですが、これは比較的漁業者も、稚魚など小さい魚を獲っても獲

っても、お金にもならないし、導入したいというのが全国的にあるんですが、本当に使

えるものを導入するのに何年かかかってしまうということがあるものですから、メニュ

ーとしては出しているけれども、実際に導入するまでには時間がかかります。この２つ

の理由ではないかと思います。申しわけないですけれども、私どもももう少し出てくる

かなと考えていたんですが、私どもも財務から、不要額が相当多いと言われているんで

すけど、今のところは消化が進んでいないということであります。 

○谷村委員 

 大体合っているような感じはするんです。 

 私が当初から疑問視しておったのは、こういう財政措置をしても、地方財政が非常に

逼迫しているところで果たしてのめるでしょうかということも一、二回話をしているん

ですけれども、その辺のところの地ならしも必要でしょうし、禁漁区なんかについては

いけませんというんですけれども、漁民が、漁協が飲みやすい薬はどれか、この選定が

大事だと思うし、欲しいものに対しては多少無理があってもやるような方法を水産庁あ

たりが考えてもらわなければまずいんじゃないかなと。 

 あわせて、16 年度の予算なんですが、さっき話がありましたけれども、財務当局が、

こういう執行状況であれば非常に抵抗があるんで、もうちょっと手法を変えた形で、漁
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民の実態を論ぜられるような手法を考えていただければありがたいなと、このように考

えているんですが。 

○佐藤資源管理推進室長 

 実は、太平洋の委員会で支援措置の財源問題が議論になりましたので参考までに御紹

介したいと思うんですが、太平洋系マサバの資源回復計画につきましては、大中型まき

網、今操業しているのは三十数ケ統あるんですが、これを当初、10 パーセントから削

減を始めてピーク時には 30 パーセントぐらい削減しようというものです。これに要す

る国費だけでも、いわゆるごみ掃除ですとかそういうことに使える船ではございません

ので、港にとまるというやり方で、支援措置を計算しますと国費ベースだけでも５年間

で 20 億円ぐらいかかるわけです。ピーク時は国費だけでも８億か９億と。これに対応

した都道府県の持ち出しが、現在のところほとんど見通しが立っていないという状態で

あります。 

 そういうことで、国策的に始めている資源回復計画で、その中でも最も資源量として

は大きいものが期待されるマイワシに代わるマサバにおいてすら、行政がつくった支援

措置の枠組みから外れて、初年度は年度途中から急に開始しますので、県に３分の１と

いう負担をお願いすることができない面もあるんですが、平成 15 年度は国、都道府県、

漁業者の３分の１ずつの負担のうち、都道府県の３分の１を漁業者負担という形で、暫

定的に国費が３分の１、残りの３分の２は漁業者負担という形で事業を開始したわけで

す。漁業者の皆さんは、とにかく平成 15 年度は、補正予算で組むといってもマサバの

ために臨時県議会を開くわけにもいかないが、平成 16 年度の当初以降は何とか確保し

てもらいたいということなんですが、県としてはそれも非常に困難だという意見が多い

わけです。 

 そこでも出てきたのは、こういうものを進めるときに、きちんとした財源をとらない

で開始したこと自体が問題ではなかったのかという御指摘がございました。それで、ち

ょっと回りくどい説明になるんですが、実は６年前から、回復計画をつくる前に研究会

を開いたときに、資源の回復に必要な安定した財源をどう確保するかという議論で、戦

後に一時免許料、許可料というのがありまして、今はなくなってますけど、いわゆる資

源管理料的なものを導入して、それをもって、漁業法にもありますが、国の補償的な考

えで安定した財源を確保して実施していくということでどうかというアイデアもあっ

たわけです。ただ、広く薄くすべての漁業者からお金を集めるというのは、今のような

漁業の経営の苦しい中で、何に使うかわからないものについては抵抗感があるだろう。

そこで補助金方式でとりあえずスタートしようということで国、都道府県で３分の１ず

つとしたんですが、そうすれば何のために漁業者負担を出すかというのは極めて明確に

なりますから理解が得られる。ただ、財政悪化のため、実行開始後３分の１の都道府県

の負担問題が起きてきました。 
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 この問題については、私どもも関係都道府県の御理解を賜って引き続き努力するとい

うことで、とにかくスタートしようということになりました。中長期的に見ますと、資

源回復計画をある程度進めていって、途中で大きな問題を抱えて、それが財源の問題で

あるということになれば、いずれどこかの段階で、抜本的な議論が必要となってくると

思います。資源回復計画が成功すればするほど安定かつ恒常的な支援システムが必要と

いうことになるでしょう。そのときに今回資源回復計画を動かすときに非常に困った財

源問題をどうするかというのは、将来の課題としては出てくるだろうと思います。 

 しかし、将来はいいけど今どうするのかと、これが問われていまして、とにかく何と

か都道府県の皆さんにもお願いして、今回のマガレイ、ハタハタについては地先種です

ので、地域の人の理解はある程度あると思うんですが、まき網のように全国から集まる

ものについて、また非常に金額が張るものについてはなかなか現実に動かないという問

題を抱えております。そういうことで、ここで具体的方向を出せないんですが、いずれ

にしても国としては何とか予算を確保しています。厳しい財源の中ですけれども、何と

か都道府県の方にも、この施策は今の水産業界の中心的施策ですから、ほかの予算をや

りくりしてでも捻出していただきたいと。以上です。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 今のことに関連するかもしれませんけれども、県の中で財政当局にどれだけ理解を得

るかというのがポイントだろうと思うんですね。その１つとして、例えば減船みたいな

話ですとなかなか絵にならない、ニュースにならない。つまり後ろ向きに見えるんです

ね、船を減らすだけとなりますと。そこはなかなか絵にならないということですが、私

が先ほど言った休漁中の耕うんとか、漁船を使って漁場を回復させる措置というような

ことは非常に前向きにとらえてもらえるのではないかという気がしております。漁業者

自ら漁場をよくしようとやっていくと。その辺を、特に県庁の皆さんにお願いしたいの

は、マスコミにうまくＰＲしていただいて、ニュースとして県民の目に触れるような形

で、資源回復計画全体をＰＲしようと思っても無理だと思いますので、そのうちのマス

コミ受けするといいますか、売れるような部分をピックアップして、県民に理解しても

らうことが財政当局を動かす原動力になる場合もあろうと思うんですね。ぜひ県民の皆

さんに、こういうことをやっている、特にテレビなんかは絵になりませんと取材はしま

せんので、絵になる部分をとらえて大いに売り込んでいただいて、それで財政当局の御

理解を得るというような地道な努力といいますか、そういうことも必要だろうと思うん

ですね。財政当局としては、県の限られた予算の中で何にどれだけ配分するかというの

は非常に頭を痛めるわけだろうと思いますので、県民に関心を持ってもらうことが財政

の御理解を得る早道という場合もあろうかと思いますので、ぜひそういう努力をされた

らどうだろうかと思っております。 
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 そのほかございませんでしょうか。 

○齋藤委員 

 私は、今始まったことではなくて、資源回復計画はやらなければならんし、やること

によって将来、永続的な漁業展開ができる１つの素案であろうという計画は理解できる

わけであります。しかしながら、これは長いスパンの中で、今やったことが７年後にな

るのか、10 年後になるのか、どのような成果が出るか、机上では算出できない難しい

ものがいろいろあろうと思うんです。やったためにこれだけの効果が出てくるよという

ことが明らかに出てこない状況の中では、いろいろお話があるように、漁業者の今の経

営状況というものは惨たんたるものが浜にあるわけです。資源回復計画をやることによ

って減収に即つながるわけだから、そこの部分をどうするかということが大事だろうと

思います。 

 特に私は、山形県というのは昭和 40 年から１県１漁協でやってきた関係から、難し

い試練なり時代の変遷の中で今日があるわけですけれども、その中でも今、漁協経営も

大変厳しい状況になっている。これは御案内のとおりであります。私はいつも申し上げ

ているんですが、漁業者の立場に立って資源回復計画がどうあるべきか、漁業者の負担

軽減を図るということも大事であろうし、国と県で支援策というものをしっかりやって

もらわないと、漁業者は喜んで賛成できるような状況ではないのではないか。明日の

10 円よりも、極端に言うと今日の５円が大事なんですよ。そこをどう御認識をしてい

ただきながら支援策というものを構築していただけるかということが大事な部分だと

思うんです。 

 いま一つは、山形県のことだけしゃべって大変恐縮なんですが、厳しい組合状況、経

営状況の中にありながら、減収することによって組合の経営に大きな負担がのしかかっ

てくるわけだから、収益が上がらなければ経営が成り立たない。これは当然のことであ

って、そういうことを考えると、漁協経営そのものにしても不安な状況を考えざるを得

ないわけでありますし、それに対する何かいい方法がないのかどうか、減収した部分を

補える方策が私はあってしかるべきだと思うし、何とかそこの部分を考えてもらえない

かなと思うんです。 

 資源回復をやることによって、今は収益が落ち込んでも資源回復すればその分どんと

上がってくるじゃないかと、こういう考え方もあろうかと思いますけれども、危機存亡

にかかっている状況が７年、10 年、15 年と待てるか。私は待てないと思うんです。こ

れが山形県の漁業協同組合の、恥ずかしいながらも実態でありますということを申さざ

るを得ません。減収した部分を何かで補えるような状況を私はお願いしたいものだなと。

と同時に、これは全県にまたがるわけでありますけれども、漁業者の負担をどう軽減す

るか、この方策をいま一度考えてもらえないかということであります。それができれば

今の資源回復計画というものはそんなに難しいものではなくて、自分たちの将来のため
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になることだぞということを理解していただくために指導なり、啓蒙なり、いろいろな

ＰＲなりをできるのではないかということを申し上げたいと思います。この点について

ひとつ支援方、なかなか難しいと思うんですけれども、私がたびたび申し上げているの

は、自分の身にはかえられないものだから、手前みそのようなことも含めて申し上げて

大変恐縮なんですけれども、そのことをひとつ御理解いただきたいと思います。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 その他、よろしいでしょうか。 

○中村委員 

 ちょっと、この中で漁具の改良とか休漁とか保護区の設定ということがあるんですけ

れども、各地で行われている実態があればお知らせ願いたいと思います。自分の方でも、

自分の組合は特にそうなんですけれども、マガレイにしてもハタハタにしても、漁具の

目合いの拡大、それから、休漁はまだしていませんけれども保護区の設定もしているん

ですけれども、全体的にどんな形で行っているのか、参考のためにお聞きしたいと思う

んです。 

○佐藤資源管理推進室長 

 中村委員が御質問されたのは、今回の削減措置の内容についてですか、それとも、き

ょう御出席の各県が一般的に取組んでいるものについてでしょうか。 

○中村委員 

 今、各県が取り組んでいますものについてです。 

○佐藤資源管理推進室長 

 それでは、後で別途、水産資源保護協会が各地の資源管理状況をデータベース化して

いたりするのがございますので、もしよろしければ道を通じてなり差し上げたいと思い

ます。 

○中村委員 

 この場でも、全体がそろわなくても、うちの方ではこういう考え方で実施しようと思

っていますというものがあればお聞かせ願いたいなと思っています。 

○石川部会長 

 それでは、今の御要望に対して、どなたか御発言ございませんでしょうか。我が方で

はこういうことをやっているというような具体的な措置について、実行されているとこ

ろがありましたら御紹介をいただきたいと思いますが。 

 それでは、先ほど室長が申し上げましたように、資料として後で取りまとめてお送り

するということで。 

○佐藤資源管理推進室長 

 恐らく各県でいろいろなことをされていると思いますが、北海道はこの回復計画の関
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係県に入っておりませんので、参考になるということであれば、さらに具体的な計画が

ある程度詰まってきたらお知らせするという形で情報の提供に努めていきたいと思い

ます。その他も、いろいろデータソースはあると思いますので、道の方と連絡をとりな

がら中村委員の今後の地域における取り組みに参考になるようなものを提供していき

たいと思います。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 そういうことでよろしゅうございますね。 

 それでは、日本海北部マガレイ、ハタハタの資源回復計画の見直しについて説明があ

り、議論をしていただいたわけでございますが、これにつきまして了承ということでよ

ろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○石川部会長 

 ありがとうございます。それでは了承することにいたしたいと思います。 

 

議題３ マガレイにかかるＴＡＥの設定について 

 

○石川部会長 

 次に議題３でございます。マガレイに対するＴＡＥの設定方法についてを議題といた

します。 

 前回の部会におきまして、マガレイをＴＡＥの対象魚種として政令指定を行うことに

ついては了承をしたところでございます。今回、事務局からマガレイにかかりますＴＡ

Ｅ設定の考え方、ＴＡＥ設定のスケジュール等について説明をしていただきたいと思い

ます。事務局から説明をお願いします。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは、お手元の資料３、１枚紙でございますが、それをごらんください。まがれ

いに係る漁獲努力量管理（ＴＡＥ）の設定についてということで説明させていただきま

す。 

 まず１．まがれいのＴＡＥ魚種指定についてということですが、前回の６月のこの部

会におきましてＴＡＥ制度というのを資源回復計画と一体とした資源の管理の手法と

して利用し取り組んでいくということで事務局より御説明をさせていただきました。今

まで資源回復計画の話ばかりをしてきて、前回の部会で唐突にＴＡＥ制度の話が出てき

たので、難しいところがあったのかもしれませんけれども、ＴＡＥという、漁獲努力量

の上限を期間、海域を定めて設定し、ある特定の期間、海域での漁獲圧力が高まらない

ようにするための管理制度であるということで理解していただき、それにマガレイを追
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加するということで了承をいただいたところでございます。１．はまさしくそのところ

を書いておりまして、今後の予定として 11 月の中旬に水産政策審議会という審議会が

ございますが、そちらの審議事項でもございますので、そちらの意見を聴きながら最終

的に政令指定をする予定であるということを書いております。 

 ２でございます。ここからが各委員様方に御理解していただきたいところであります

が、資源回復計画と漁獲努力量の上限の数字を管理するＴＡＥ制度の組み合わせをどう

やっていくかというところを説明させていただきます。 

 文章でわかりにくいかもしれませんが、(1) 資源回復計画で漁獲努力量を削減した部

分以外で、漁獲圧力が高まる可能性が高い部分に対して、従来以上の漁獲圧力をかけな

いようにするため漁獲努力量の上限を設定し、漁獲努力量を管理することとすると書い

てあります。 

 これはどういうことかといいますと、資料２－２の資源回復計画の見直し（案）を見

ていただければ、資源回復計画で取り組む削減措置というのがあります。一番わかりや

すいので言いますと、資料２－２の２枚目で、新潟県では板びき網漁業で９月１日から

９月 15 日まで休漁を実施します。休漁するということは資源回復計画に基づいてやっ

てもらう。資源回復計画で削減することを決めますということです。それ以外の部分と

いうのは、９月 16 日以降やそれ以前については資源回復計画では書かれていないわけ

です。この部分に対して漁獲圧力が高まることがないようにしましょうということで上

限を設定するというのがＴＡＥ制度です。具体的には、９月１日から９月 15 日まで休

漁していただいて、９月 16 日以降、漁獲圧力を高めて獲ってしまえば９月１日から 15

日までせっかく休漁して仔魚を残した効果がなくなってしまう。そういうことがないよ

うに、その部分に対してＴＡＥという漁獲努力量管理の制度を使って集中的な漁獲圧力

の高まりがないようにしましょうということを(1) で言っているわけでございます。 

  (2) で漁獲努力量の管理とは何かということなんですが、それは操業日数と操業隻数

の積で計算して数字を出したいと思っています。もし 10 隻が 10 日操業すると 10 隻×

10 日で 100 隻日、そういう考え方で、新潟県の板びき網の休漁したことによる海域に

対してどれぐらいの漁獲努力量の上限をかけていったらいいのか計算して９月 16 日以

降ＴＡＥで管理していくというやり方でやっていく。その管理の方法は操業日数と操業

隻数の積でやりますということです。 

 (3) でありますが、マガレイのＴＡＥの設定に関しては、今、新潟の例で説明しまし

たが、資源回復計画で休漁するという場合には、休漁後に獲り尽くしてしまうとせっか

く休漁した効果がなくなってしまうわけですから、休漁後に一定期間かけるとか、保護

区を設定するような場合においては保護区を設定中に別の海域で漁獲圧力が高まって

はいけませんし、また設定期間があけた後にそこに行って集中的な漁獲圧力をかけても

いけませんので、そういう考え方に基づいてＴＡＥというのを設定していきますと。対
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象漁業種類でありますが、基本的に資源回復計画で削減措置に取り組んでいただく漁業

種類を対象としてＴＡＥ制度を実施していきたいと考えております。 

 なお書きでありますが、小型定置網漁業というのがマガレイ、ハタハタの資源回復計

画の対象として挙がっています。これは青森県さんの例でありますが、そういうものは

操業隻日数という今までの漁獲努力量管理の前提となるもので管理するというのは、実

際は操業期間中はずっと水の中につけてあるものですから、操業隻日数による管理とい

うのは難しいので、小型定置網漁業に関してはＴＡＥというやり方ではないやり方で管

理していく必要があると考えておりますので、小型定置網漁業についてはこの対象とは

しないという扱いとしたいと考えております。 

  (4) でございます。具体的なＴＡＥの設定は、何月何日までこの海域においてどれぐ

らいの操業隻日数でやってくださいという具体的な話については、各漁業種類ごとに設

定期間や海域が異なってくるものですから、これについては具体的な設定内容をもって

関係者のところに我々が説明に行き、漁業者の理解を得ながら最終的な決断をしていき

たいと考えております。水産庁が勝手に数字を設定して一人走りするようなことはしな

いように心がけていきたいと思っております。 

 続きまして３．ＴＡＥに係るスケジュールについて説明させていただきます。漁獲努

力可能量、ＴＡＥでございますが、これにつきましてはＴＡＣ法、「海洋生物資源の保

存及び管理に関する法律」に規定されている制度で、ＴＡＣにつきましては毎年のＴＡ

Ｃの数量を、ＴＡＣ法に基づく基本計画というところで国が全体的な数量を定めて大臣

管理漁業と知事管理漁業に対する数量配分とかを決めていくわけですが、ＴＡＥも基本

計画に載せて処理をしていく関係上、来年のＴＡＣの配分に係る基本計画の見直しが、

毎年 11 月上旬の水産政策審議会にその内容を諮って翌年の１月１日のＴＡＣのスター

トに間に合うようにやっておりますので、ＴＡＥについても同じようなスケジュールで

やっていきたいと考えております。 

 その中で設定したものについては平成 16 年からスタートするということでやらせて

いただきたいと思います。ただし、実際には、漁業種類ごとに海域と期間を定めてやり

ますということですので、今のところ我々の方で考えておりますのは、底びき網漁業で

ございますと６月とか９月に休漁すると言っておりますので、そういう期間にかけてや

りたいと思っておりますし、刺し網漁業で保護区域を設定するような場合には、資料２

－２で見ていただきますと春先から夏、初夏にかけてやっているということですので、

その期間の中で設定をしていきたいと考えておりますので、具体的なことを言いますと、

資源回復計画の削減措置が16年度から実施されるものに対して16年の設定をしていき、

16 年度といっても年明け１から３月に実施されるようなものについてはＴＡＥとして

は 17 年から実施していくという考え方で調整をさせていただきたいと思っております。 

 簡単ですが説明は以上です。 
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○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたけれども、これにつきまして御意見、御質問等ございま

せんか。 

○西崎委員 

 ただいま説明がありましたように、確かに、資源の回復計画を進めていく中で減船あ

るいは休漁、保護区域の設定をされて、さらに漁獲努力可能量を設定して漁獲するとい

うことについては、何のためにこのような対策を講じるのかと。そういった対策が当然

必要だと思うわけであります。しかしながら実際漁民との話し合いになりますと、漁の

ある期間はやりたくない。保護区域の設定等についても、通常余り漁のないところを設

定区域にしたいとか、期間の短縮等においても漁獲量の少ないときを選ぶとか、漁業者

はそういう考え方になるわけであります。漁業者の生活にも当然かかわってくるわけで

あります。しかしながら、そういうことをしていると何のためにこういう対策を講じて

きたか、無になってしまうわけであります。今説明がありましたように、これは簡単に

いかないんじゃないかなと。私も朝早くから漁業に従事しているわけでありますけれど

も、一旦、船に乗ると少しでも多く獲らなければならないという期待と欲望を持って出

漁するわけであります。したがって、この問題についてはよほど慎重に取り組んでいか

なければならないと思うわけであります。 

 先ほどからいろいろな対策、あるいは支援方法もあったわけでありますけれども、先

ほど聞くのを忘れたのでありますが、もとに戻って大変恐縮でありますけれども、支援

対策についても、例えば船体とか漁具とかを評価して、それに対する支援だけではない

のかなと。私は支援対策というのは、これから３年、５年操業しておりますとどのぐら

いの漁獲量、漁獲金額になるのか、それに対する何割という支援体制であろうと思って

いたわけでありますけれども、それは全くないような気がするわけでありまして、時を

外して聞くのも変でありますけれども、この辺についてももう少しきちんとした、ある

いは県の担当する部署等にも、その辺のところをもう少しきちんとした形で示してほし

いなと。 

 さらには、資源回復計画の中に、一にも二にも漁獲努力量の削減、あるいは減船なり

休漁なり、確かにこれをすべて漁業者が理解して実施されることが望ましいわけであり

ますけれども、先祖代々引き継いだ漁業をやめるとか休漁とかは大変難しいわけであり

まして、これ以外の資源回復がないのか。孵化放流事業、確かにそれは金もかかるけれ

ども、それほど大きな財政負担にはならないんじゃないかな。いわゆる漁獲量のパーセ

ントの協力金を拠出してもらって、魚種によって技術的にできないものもあるし、ちょ

っとした財源で大きな効果をもたらすような魚種もないわけではない。私ども青森県と

してヒラメの孵化放流事業が、たしか昭和五十二、三年ごろですか、その当時随分漁獲
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量が低かったのでありますが、それを進めていったことによって現在日本一の漁獲量を

誇っているわけであります。漁獲量に対して５パーセントの協力金を漁業者に負担して

もらってやっているわけであります。しかしながらそれだけでは足りないわけでありま

して、県にもおんぶして現在放流をしているわけでありますけれども、ただ削減削減と

いうこと、できれば水産研究所あたりで、余り金のかからない、効果的な魚種を選んで

孵化放流事業も含めて検討したらいかがなものかなと考えております。以上であります。 

○佐藤資源管理推進室長 

 ３点あったと思います。まず第１点目のＴＡＥの設定については、何度かこの会議で

御説明していると思うんですが、削減措置の上にまたＴＡＥを加え削減するものではな

く、現状程度の漁獲圧力にしていただきたいということです。西崎委員が言われました

ように、漁業者は獲れるところを外してもらいたい。それはあります。ただ、従来程度

の中で置いておかないと、せっかくした削減措置が元の木阿弥になる。多分そこら辺は

漁業者も、今までの計画についてはそういうことで御理解いただいておりますので、何

とかそういうことで、十分理解をいただいた上で設定していきたいと思います。 

 実は、資源回復計画で難しいのは、努力量削減もそうなんですが、ふえ始めたときに

資源の回復傾向を損なわないで漁獲圧力を上げていくかです。これの方が地域によって

は難しいんです。その典型が瀬戸内海のサワラなんですが、過去 6,000 トン獲れてい

たのが 600 トンまで落ちたと。それが今回復基調にあります。本当は県の人は資源が

減ったら許可を取り上げなければいけないんですけど、これは猛烈に漁業者は抵抗しま

す。しかし、過去の 3,000 隻の流し網船が再び操業したらせっかくふえ始めた資源を

たたきつぶすのは決まっているわけです。獲らしてくれという欲望をどうやって抑えて

いくか、そのときにＴＡＥというのは道具としてはかなり使えるのではないか。当初は

決して漁業者の二重苦、三重苦になるような枠組みにすることはないように配慮してい

きたいと思います。 

 ２番目の支援措置、確かに外形的には支援措置の内容が船の形とか乗組員とか、そう

いう積算になっているという形で受けとめられるかと思うんですが、この中にはありま

せんけれども、係船休漁、浜にじっととまっているだけの場合は、過去５年間の水揚げ

金額の一番良いときと一番悪いときを外して、中３年間の収入を見まして、その 64 パ

ーセントを支援するという、漁業の経営を考えた支援策も一部あります。 

 もう一つは、各県の様子を見たときに、ごみ掃除とか、それは公共事業でやるにして

も私どもの支援事業にするにしても、県は次のような方法を考えています。仮に１カ月

間休漁した場合に、過去、この船はどのぐらいの収益を上げているんだろうと前もって

調べるわけです。全額補償はできないけど、７割とか、その辺で事業費を逆算するんで

す。で、この期間１日沖に行くと幾らになると逆算して、この地区の皆さん方はこの月

に６回ごみ掃除に行ってくださいと。そうするとほぼ収益として補填ができるでしょう
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ということになります。いろいろ積算はありますが、事業を興すときには、この船が従

来１カ月間どのぐらい収益を上げていたんだろう、どのぐらいあれば我慢できるか、そ

ういう形で、実質上漁業者にどのぐらいのお金が行くか、そういうのも別途検討して事

業を組んでいるところであります。ですから、このぐらいないととてもじゃないけどや

らないとか、それをどう事業の中に組み込んでいくかというのは今後とも考えていきた

いと思います。 

 ３番目の削減措置のみでなくて積極的放流についてですが、これは過去の事例でも、

瀬戸内海のサワラなども放流と同時に削減措置をやったもんですから非常に回復がよ

かったと。ハタハタも放流事業をやりましたし、ヒラメなどもそうです。放流事業と保

護する措置を一緒にやると非常に効果があるというのはわかっております。来年はそう

いう予算をできるだけ積極的に組もうとしております。ただ、マガレイについては残念

ながら種苗生産、そういうことが行われていませんので、どうしても努力量削減が中心

になってしまうということがございます。ただ、海底清掃などで海をきれいにすれば、

エビもわいて、掘り返すことによって餌がふえるという話もありますので、獲らないだ

けではなくて積極的に耕し、かつ放流するという思想でやっていくべきだと思っており

ます。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 ＴＡＥについていろいろ御懸念もあるわけでございますが、資料３で見ますと、２の

ＴＡＥの設定の考え方の(4) に具体的なＴＡＥの設定（期間、海域等）については、今

後、関係者と十分調整しつつ、決定する予定となっております。したがいまして、恐ら

くＴＡＥを具体的にやるということになりますと関係者の同意をとることになろうか

と思いますので、その際にＴＡＥの設定が非常に大きな負担にならないような形で設定

していただくと。漁業経営の状況も勘案してやっていただくという意見を部会としてつ

けておいたらどうでしょうかね。 

 漁業者として一番大事なのは経営を存続させるということであって、明日の飯より今

日の飯という話でしょうから、十分その辺は考えながらやっていただくという要望を部

会としてもするということでいかがでございましょうか。そういった意見をつけて了承

することにしてはいかがでしょうかね。 

○齋藤委員 

 それは当然だと思いますよ。今部会長がおっしゃられるように関係者と十分調整を図

らないままにこれを設定なり決定されるということは大変困るわけだから、それは条件

として入れておくべきだろうと私は思います。 

○石川部会長 

 それでは、事務局からＴＡＥの設定の考え方、スケジュール等、御説明がありました。
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これについて、先ほどの意見をつけて了承するということでよろしゅうございますか。 

               〔「はい」の声あり〕 

○石川部会長 

 ありがとうございました。それではそのように取り計らわせていただきます。 

 

議題４ 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について 

 

○石川部会長 

 次は議題の４、日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画についてでございます。これ

につきましては、前回の部会で資源回復計画の作成に着手するということで了承したと

ころであります。それに加えまして、昨日行われた本委員会において、ベニズワイガニ

の資源回復計画の審議を、今後、本部会と日本海西部会で行うと。また、両部会で了承

された結果をもって委員会が了承したものとすることが決定されたわけでございます。

当部会といたしましては、本委員会の決定を受け、今後、西部会とともに資源回復計画

にかかる審議を実施していくことになるわけでございます。 

 それでは、日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について事務局から御説明をお願

いいたします。 

○阿部管理課課長補佐 

 それでは資料４をごらんください。日本海沖合べにずわいがに資源回復計画検討素案

というのを１枚つけさせていただいております。これは昨日の午前中に本委員会に提出

させていただいた資料の２枚目についているもので、全く同じでございます。今のとこ

ろ漁業者協議会の中で決まっている内容は、昨日も説明いたしましたが、ベニズワイガ

ニの漁業というのがかご漁業でありまして、漁業者ごとにある程度漁場が固定化されて

いまして、そういう中で水産庁として漁獲努力量削減のために減船とか、休漁とか、保

護区域の設定とか、あと、かごを敷設している時間が長くなればなるほど小型魚が逃げ

ていく、大型のしか獲れないということで、できるだけ延ばすような措置を講じるとか、

いろいろな提案をいたしました。でも漁船ごとに漁場が固定化しており、漁業自身が畑

化している漁業ということもありまして、保護区域でありますと特定の漁業者に重圧が

かかってくるという話もありますので、業界としてはまずみんなが取り組める措置とし

て休漁措置を、今は７、８月が操業できない期間となっているんですが、それを６月か

ら始めるとか９月まで延ばすとか、産卵が春先に行われるので、そういうときに休漁す

るとか、あとは、そういう長期的な休漁ではなくて、ベニズワイガニというのは漁場が

遠いものですから、１週間か 10 日サイクルの操業でありますので、10 日の休みを断続

的に入れていくような休漁など、かなり漁業者協議会の中では意見が出ました。これに

ついては関係者が漁業者数でいきますと十数名しかいませんので、できるだけ早いうち
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に意思統一が図れるように、我々も業界と協力してまとめ上げていきたいと思っており

ます。 

 できれば、これは水産庁側の希望、期待というところでありますが、次回の部会には

もう少し具体的な内容を説明させて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。 

 ただいまの説明に対しまして御意見、御質問等がございますれば出していただきたい

と思います。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、ベニズワイガニ資源が非常に悪化しているようでございますので、早急に

資源回復計画を作成していただけるように、漁業者協議会での検討をお願いしたいと思

います。 

 

議題５ そ  の  他 

 

○石川部会長 

 それでは次に進ませていただきまして、最後の議題でございます。その他の議題とし

て事務局から次期候補魚種についての説明があるようでございますので、よろしくお願

いします。 

○阿部管理課課長補佐 

 資料５をごらんください。これも１枚紙でございます。日本海北部海域における資源

回復計画の次期候補魚種ということで整理させていただいております。 

 前回部会でマガレイ、ハタハタについて資源回復計画の原案を了承していただいて、

今部会でも見直し案について了承いただいたわけでございますが、マガレイ、ハタハタ

はこの計画に基づいて削減措置が行われていくということでございます。一方、昨日の

本委員会でも説明しましたが、水産庁では 16 年度までに 50 魚種ぐらいについて資源回

復計画を作成するということで、「着手」というところまでは 16 年度までにやってい

きたいと思っているわけです。それで、日本海北部海域でマガレイ、ハタハタの次はな

いのかということでこの資料を出させていただいているところでございます。 

 具体的な話としては、前回の部会のときにもこういう資料をつけさせていただいたと

ころでございますが、資料２－１に各地区の漁業者協議会での検討状況が載っておりま

すが、基本的には前回部会から今回部会にかけてはマガレイ、ハタハタの削減措置につ

いて内容を詰めるための漁業者協議会を各県で実施していただいておりまして、次期の

話についてはほとんどなされていない状況にあります。それで、資料５の１．ですが、

前回部会に提出した魚種について載せているという状況であります。この魚種について
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は県を通じて漁業者の意見として、やりましょうという積極的な意見ではないかもしれ

ないけれども、こういう魚種が考えられるんじゃないかということで挙がってきている

ものでございます。 

 ２．の今後の次期候補魚種に係る検討方向というところを説明させていただきたいと

思うんですが、①で、上の表の魚種については、マガレイ、ハタハタの計画がやっと全

県の削減措置が出そろったところではございますが、16 年までに 50 魚種という予定も

ございますので、次回部会までに漁業者協議会等を開催して１．に挙がっている魚種に

ついて検討を進めていただきたいと考えているところでございます。 

 また、②でございます。西崎委員からも話がありましたが、水産庁としては資源管理

とともに種苗放流というのもかなり大々的に推進しているところでありまして、種苗を

放流してそれを適切に管理することによる資源増大効果というのは当然見込まれるわ

けで、そういう着眼点から候補魚種の取り込みということも次回部会までに検討してい

ただきたいと考えております 

 ３つ目でございますが、昨日の広域漁業調整委員会の場においても佐藤室長から話を

しましたが、県単資源について資源回復計画を作成できますという枠組みになっている

と。これについては広域魚種での資源回復計画の取り組みと同じように削減措置を講じ

るものに対して支援が受けられるような内容になっておりますので、日本海北部の海域

においては具体的な名前が挙がってきておりませんので、これについても同じく 16 年

度までに 50 魚種という枠組みに入ってくるものでございますので、今の資源管理型漁

業の枠組みで実施している魚種についても再点検していただいて、資源回復計画でやっ

た方がいいというものがあれば検討を進めていただきたいと考えております。 

 また、④でございますが、それ以外の魚種についても、あれば次回部会までに具体的

な名前が出せるように漁業者協議会で検討を進めていただき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。 

 ただいまの説明に対して御質問、御意見がございませんでしょうか。 

○齋藤委員 

 次期の候補魚種、これも大事な部分で、将来は避けて通れないと思うんですよ。今説

明のとおり、私は２番目の栽培漁業と今回やろうとしている資源回復計画との連携、こ

れは絶対不可欠な条件であって、ぜひこれはやっていただかなければならんと思います。

しかし次回の部会まで次の候補魚種をお示しするために各県が漁業者と協議をしてと

いうことになってくると、今現在検討しているものもまだ実施なり、事業に着手してい

る状況ではない中で、山形のことだけを申し上げて悪いんですけれども、浜の方におり

ながら今後どうするかということも含めて、第一次のものを実効あらしめるためにさら
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に努力をしなければならんという状況の中でこれを出したら、漁業者からの反発が逆に

強いのではないか。だから今やるのは時期尚早でないのかなという感じを私は持ってい

るんですけれども、ほかの県の方々が「いや、これは今のうちから議論しておくべきだ」

ということであればそれはそれで結構なんですけれども、私はいささか不安なところが

あるもんですから、意見として申し上げました。 

○谷村委員 

 齋藤委員から話がありましたけれども、私も、何か、やることがおっつけおっつけで、

これでは漁師が息つく暇がないんじゃないかなという感じがします。なぜ我々だけがと

いう不信感を持ってくるし、次の政策にステップアップする場合、果たして急いだ方が

いいのか、必要なことはわかるんですよ。拙速にやるとかえって浜の反発が強くて長く

かかるんじゃなかろうかなという感じがしております。 

○石川部会長 

 ありがとうございました。 

 私も、今マガレイ、ハタハタの回復計画に着手しようとしているわけで、その状況を

見極めながら次の段階に行くと。マガレイ、ハタハタと関係のない漁業者を対象として

魚種を考えるというんだったら別ですけれども、かなり幅広くマガレイ、ハタハタの対

象漁業者がいらっしゃるとなるとそれも困難だろうと思うんですね。昨日の話の中でも

ありましたように、16 年度までに 50 種という話も水産庁当局からございました。これ

は財政上の問題ということもあるんだと思うんですが、水産庁にお聞きしたいのは、ど

こまでやっておけばいいのかですね。確かに、将来やろうと思っても予算措置がなかっ

たと、回復計画もつくってないので予算措置がとれないということであるとまずいと思

うんですね。そこで、資源回復計画をつくったとして、その実施が待てるのかどうかと

いうことと、資源回復計画というのはかなり具体的な計画で、漁業者の個々の意見も聞

かなければならんということがありますので、資源回復計画をつくる前の段階ぐらいで

一旦とめておいてということではまずいのかどうか、その辺について説明をしていただ

けませんでしょうか。 

○佐藤資源管理推進室長 

 まず結論から申し上げますと、平成 16 年度までに何とか、「着手」ということで、

とにかく頭出しをするかしないかを御検討いただきたいと。実際に行動を起こすのは後

になってもやむを得ないかなと。 

 なぜかというと、そもそも論に戻りますと、資源回復計画を立てて最初に財政当局に

要求を始めたときに、これはいい計画だが一体終期はいつかということを求められまし

た。終期は水産基本計画の目標年の平成 24 年が立っていますから、23 年までをこの事

業の計画としますと。それはわかった、ではどういう魚種をどこでどういう漁業者がや

って、どの程度お金がかかるのか、すべて持ってこいと、こうなったわけです。橋をつ
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くるとかの事業だったら 10 年計画の長期計画がつくれるんですけど、資源回復計画は、

役人がやるわけではないんで、それではたと困った。しかし一体どのぐらいの事業がこ

の 10 年間でどの程度発生するのか、財政当局としては、あけてみたらとんでもない金

になったりするのもだめだから、全体像を持ってこいということになったんです。それ

で、役人の間だけでもとにかく魚種を選ぼうかということで、２年かけて漁獲統計を見

ながら、例えば青森県さんでは何が減ってますね、これはどうしてでしょうね。これは

獲る人がいなくなったんで余り重要な魚種じゃないんですとか、これは外国から撤退さ

れたんで日本の中では減ってませんとか、これは埋め立てが原因でしょうとか、これは

とり過ぎでしょうとか、ブロックごとに都道府県と検討して 50 魚種を挙げたんです。

財務省にはあたかもみんなが理解しているように見えたんですけど、実はそれは仮置き

でありまして、何一つ漁業者の了解はとってなかったわけです。それで初年度に４つ、

日本海でいうと西のアカガレイはタイムリミットがありましたので、それだけはとにか

く早めにやらせてくださいということにしました。もとに戻しますと、平成 23 年まで

に資源回復計画をどういうふうに組んでいくかということは、正直に言って、まずスタ

ートしながら、並行して漁業者と話をして具体的な魚種を決めていくこととしました。

３年前に 50 魚種出したのは、あくまで役人が考えて出した仮置きなんです。 

 しかしこのままでは、例えば来年までに 50 魚種まで行かないかもしれません。平成

16 年度に資源回復計画の作成が終わった後、23 年まであと７年ありますが、17 年度以

降は、一体どうなるんですかという具体的なスケジュールづくりがないまま終わってし

まう。今すぐには予算の関係もあるし、これも獲るな、あれも獲るなとなっていくと、

魚種から見たら１つかもしれませんけど、全部自分の漁業に関わって来ると、とてもじ

ゃないけど、二兎を追ったら一兎もどうにもならないという意見がいろいろなところで

出てきています。それで、ある魚種を狙って回復計画をつくって、これがある程度終わ

ったときにこちらの魚種に移りたいなというものがあれば、そういう形の組み立てで、

まず最初の魚種を優先してやっていく。ある程度きたときに、次の優先順位はこれで行

こうという考え方で平成 16 年度の終わりまでに頭出しをしていただければ、今やって

いる魚種がある程度終わった後にそちらに移行するという、平成 23 年度までの全体計

画をつくっておきたいと考えています。 

 つまり、日本周辺でどういう魚種について、どういう漁業が、どういう内容で 23 年

まで行くのか、本当は３年前に求められる計画を平成 16 年度の終わりまでに立てたい。

だから、次から次へというよりは、平成 23 年度までの全体の組み立てとして登録して

おきたいという感じで出して、それを執行するのは段階的。つまり、第１魚種が終わっ

て第２魚種については３年とか４年後に開始すると。ただし平成 16 年度末までに一応

頭出しすると。 

 平成 23 年まで続くんだったら 22 年まで計画魚種を認めてもいいじゃないか、それら
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でもいいじゃないかという意見もあるかもしれません。これは、資源回復というのは５

年とか 10 年かかるので、平成 16 年度末までに一応の魚種の整理をしておきたいという

ことでございます。 

○石川部会長 

 この場合に考えなければいけないのは、１つは漁業者の経営にどれぐらいの影響を与

えるかということを十分吟味しておかないと漁業者の同意が得られないという問題が

あろうかと思うんですね。それから、漁業者の方もマガレイとハタハタでやった場合に、

二、三年たってどういう効果があらわれてくるのか見たいというところがあるんだろう

と思うんですね。効果が出てくるということになればさらに積極的に取り組もうという

気持ちも出てくると思うんですが、ですから、次の段階にかかるにはある程度時間がか

かるような気がするんですね。 

 そこで問題は、資源回復計画そのものを 16 年までにつくらなければいけないのか、

資源回復計画に至る前の段階でいいのかどうか。私は資源回復計画をつくるということ

は漁業者までおろして話をしなければならないんで非常に難しかろうという感じがし

ているんですが、資源回復計画をつくる前でとめる、言ってみれば候補魚種をこの委員

会として県とも相談して決めておく段階にとどめるということは、財政との関係で難し

いという判断に立っておられるんでしょうかね。 

○佐藤資源管理推進室長 

 実は、最初にスタートしたときは平成 16 年度までに 50 魚種の資源回復計画の作成を

終えますという形でやっていたんですが、実際やったらそんなスピードでできないとい

うのがわかりまして、いわゆる「着手」と「策定」と２段階に分けました。「着手」と

いうのは、計画の詳細は別にしてもこの魚種については取り組まなければいけないなと

いう段階まで合意を得るというふうに切りかえたわけです。この魚種について着手する

という意思確認を 16 年度までに一応やろうということです。そこまでできないものに

ついては、先に走ったもののフォローアップもあるし、16 年度までに登録したものに

ついての具体化もくるので、将来の問題は別にして、資源回復計画というのはこの範囲

内で進めていきます。エンドレスじゃなくて、どこかで切る必要があると考えているわ

けです。 

 では着手の原則合意まで行ってできなかったらどうなるのかということですが、これ

は、内容によりますけど、原則合意まで行ったら今までは大体、結果的に計画公表まで

こぎつけていますので、何とかなると思っています。原則合意まで行かなかったのにそ

の後、追加的に導入できるのかどうかということについては、平成 16 年度までに着手

ということを前提に出してずっとやってきておりますので、ちょっと難しいと思います。

今の段階では私どもとしては、「着手」という概念の中で、できるだけ可能性のあるも

のを拾っていきたいと思っております。 
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○石川部会長 

 そうしますと、資源回復計画まではつくっておく必要があると、こういう理解でよろ

しいんですね。 

 その辺、どうなんでしょうかね。実行する時期を明示しないという形になるのか、何

年からと書くのかどうか、そこは不明としまして、資源回復計画だけをつくっておいて、

それを実行する段階ではもう一回下部までおろして了承をとった上で実行してくこと

にしていただくとして、新しい候補魚種、資源回復計画の策定という手順で幾つかの魚

種について取り組んでいくということでよろしいでしょうか。 

○佐藤資源管理推進室長 

 イメージですが、回復計画そのものを平成 16 年度までにつくる必要はございません。

ただ、資料４をどう見るかですけど、関係漁業者としてはこの資源については状況がよ

くないということで認識が一致し、いろいろ資源の悪いものはあると思うんですが、関

係漁業者のおおむねがこの資源についてこういう手法で削減措置を今後検討していく

必要があると認めたと、この程度の合意を形成しておく。これに基づいてだれがどうい

うことをやるのか、いつからやるのかというものについては、平成 16 年度以降、17 年、

18 年と検討して、いずれにしても平成 23 年までに努力量の削減措置を終わるというイ

メージを持っています。 

○石川部会長 

 失礼しました。私の誤解でした。 

 今の説明であれば、次の会合でどれとどれをそういったものに持っていこうかという

相談ができるんじゃないでしょうかね。 

○齋藤委員 

 これは方法論だと思うんですけれども、我々は浜を代表する立場でここに来ているわ

けだから、浜の大体の漁業者の考え方、あるいは浜の状況というのはある程度理解して

いるつもりです。その中で私はさっき、今の段階で次の魚種を提示しながら議論すると

いうことは、第一次のものに大きく影響すると大変だから、これは今の状況ではやるべ

きでないなと。 

 これは手法で申し上げたんですけれども、いま一つは、これからの検討課題の中に次

の候補の魚種があるわけですが、さっき部会長がおっしゃられるように、次の段階はこ

ういう魚種を国の方では考えていますと。これは今説明をしたとおりで、我々も頭の中

に入れておきますけれども、問題は県の方にこの内容を説明して、県の方で理解をして

もらって、我々が今検討し、設定をして着手をしようという魚種そのものを実行に移し

た段階で県から浜におろしてもらって、次の魚種を検討なり、浜との調整をとってもら

うということで、そういう段階を踏んでやった方が安定した状況の中で進むのではない

かなと思うもんですから。 
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○佐藤資源管理推進室長 

 実は昨日の午後開催されました日本海西部会が、皆さんより資源回復計画を１年早く

開始して、この問題がちょうど具体的なテーマになってきているんです。あそこもアカ

ガレイ、ズワイガニが始まったばっかりで、要するに１周マラソンをやって帰ってきた

ら「はい、もう一周」みたいなことをいったら絶対浜は受けませんよと。そういうこと

を言うこと自体が、何を言ってるんだと。役所の方は次から次へやるのがいいかもしれ

ないけど、やらされる方はたまったもんじゃないと。ほかのところで検討しろというこ

とで、次期候補魚種を白紙撤回させられたんです。全部白紙にしてもう一回浜におろし

たら、次の魚種として、やっぱりこれをやるべきだという意見が出てきている県もある

ます。１回白紙にして戻して、また出てきた、次どうするかと。それが県によって考え

方が違うんです。地域の重要性が違う。それ以外の県は、今のアカガレイとズワイガニ

の対策がある程度結果が出て負担が軽減されてからしか自分たちは参加できませんよ

と初めから言っているわけです。 

 そういう面からしますと、県によって今やっているもの以外についての関心は差が出

てくると思います。それをどういうふうにアレンジするのか。先ほど言いましたように、

やろうとしているのに、また次が出てきて、「もうやめた」ということには絶対ならな

いようにうまく言わなければいけないんですが、日本海北部はマガレイ、ハタハタ、こ

れで平成 23 年まで終わりだというではなく、もう一つぐらい、これ以外にも余裕があ

れば、または自分はまだ回復計画に乗ってないんでやるという意見が出てくるのではな

いかと思います。そういうものについて平成 16 年度に調整をして、当面始めるのは一

部の県で、ほかの県については段階的に参入するとか、調整をして次の候補魚種を選定

するときに議論を十分して、納得いく範囲で登録しておくということになろうかと思い

ます。 

○石川部会長 

 そうしますと、こういう結論でよろしいですかね。次の候補種を具体的にどう取り扱

うかについては、もう一回水産庁と県とでよく相談していただいて、次の部会ではっき

りさせると。16 年度までにということですから、今度の２月ですか、それから来年の

今ごろと、あと２回はこの部会を開く可能性がありますので、次の部会までに水産庁と

県の方で次をどう取り扱うか、今日の議論を踏まえてよく相談していただいて、案を提

示していただくということでとどめておきましょうかね。 

○大黒委員 

 今佐藤室長が言われたことに私は個人的には賛成です。今までいろいろと議論された

マガレイ、ハタハタというのは富山県には全く関係ありません。そうすると何をやって

いたのかわけがわからないような状況でございますので、他の魚種も机上に載せていた

だきたいなと。私、個人的には、ここに出ている魚種ではマダラがいいのではないかな
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と。昔はたくさんいたのが、今ほとんどいなくなってきているという状況で、マダラな

ら戦後はものすごくたくさんいたもんですから、富山県なんかも相当なにしたもんです

から、この中から挙げさせていただけば、マダラなんか富山県は取り組んでいきたいな

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。 

 そうですね。ですから次の会合までに県と水産庁でよく打ち合わせてもらうことにし

て、今、大黒委員から発言がございましたように、同じ漁業者に二重、三重にかからな

ければいいわけですね。別のグループがやるということであれば問題はなかろうと思い

ますので、日本海北部として重要な魚種としてどういうものがあるのか掘り起こしても

らうということも含めて次に案を出していただくということでやらせていただいたら

どうかと思いますが、いかがでございますか。 

               〔「はい」の声あり〕 

○石川部会長 

 ではそのようにさせていただきます。 

 これで議題は終わったわけでございます。残されているのは次の会合をいつ開くかと

いうことでございますが、事務局、何か案がございますか。 

○渡部資源管理計画官 

 今ほど部会長がおっしゃられましたように、16 年の２月か３月ごろ部会を開催させ

ていただきたいと思います。そのような予定で進めていきたいと考えております。 

○石川部会長 

 それではそのように取り計らっていただきたいと思います。 

 本日の部会はこれで閉会したいと思います。長時間にわたり非常に活発な御議論をし

ていただきましてありがとうございました。なお、議事録署名人の大黒委員と冨田委員

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、署名の方をよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして第５回日本海北部会を閉会させていただきます。本日は

皆様、御苦労さまでございました。ありがとうございました。 

             

               閉          会 
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