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１、開催日時 

  平成１３年１０月１６日（火）午後２時～ 

 

２、開催場所 

  霞ヶ関東京會舘（シルバースタールーム） 

 

３、出席者氏名（出席委員） 

    橋本志朗／平野利男／佐々木新一郎／吉岡修一／生越日出夫／屋田孝治 

   和田耕治／本川廣義／濵田素司／風無成一／三門良一／宮本光矩／畔田正格 

   石川賢廣／三木奈都子 

 

    (研究者) 

    山口?常  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日本海漁業資源部部長 

 

    （水産庁出席者） 

   大石修宗   〃  資源管理部沿岸沖合課課長 

   末永芳美   〃  増殖推進部漁場資源課課長 

   高島  泉    〃  漁政部水産経営課課長 

   中尾昭弘    〃  資源管理部管理課課長 

   佐藤力生    〃  資源管理部管理課漁業管理推進官 

   羽鳥達也    〃  資源管理部管理課管理型漁業推進班課長補佐 

   大隈  篤    〃  資源管理部管理課企画班課長補佐 

   取香諭司    〃  資源管理部管理課ＴＡＣ班課長補佐 

   寺谷志保    〃  資源管理部管理課企画班企画調整係長 

   熊谷  徹    〃  資源管理部沿岸沖合課沿岸調整班課長補佐 

   氏家武士    〃  資源管理部沿岸沖合課漁業調整官 

   宇津勝弘    〃  資源管理部沿岸沖合課まき網班経営指導係長 

   竹葉有記    〃  増殖推進部漁場資源課沿岸資源班課長補佐 

   楠富寿夫    〃  増殖推進部漁場資源課沿岸資源班調査企画係長 

   藤井富美雄  〃  漁政部水産経営課経営改善班課長補佐 

 

４、議題 

    （１）部会長及び代理する者の互選について 

    （２）協議事項  

        １）部会事務規程について 

        ２）資源回復計画について 

          ①資源状況の説明 

          ②資源回復計画対象魚種候補・優先順位の決定に向けた手続きについて 

          ③特定魚種資源回復計画の作成に向けた手続きについて 
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    （３）その他 

 

議 事 内 容 

開 会 

 

○大石沿岸沖合課長  

  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の第１

回日本海西部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様をはじめ来賓の方々におかれましては、お忙しい中、御出席いただき

ましてありがとうございます。 

 委員の皆様におかれましては、昨日の本委員会にも御参加いただきましたことか

ら、この部会が設置された理由等については既に承知と思いますが、本部会は、漁

業法の第 110 条第１項に基づき発足いたしました日本海・九州西広域漁業調整委員

会の所掌する海域のうち、石川から島根県に面する海域における資源回復計画を初

めとする資源管理に係る問題と、それに付随する漁業調整等について審議していた

だく場ということで、委員会の事務規程に基づき設置されたものであります。 

 したがいまして、基本的な会議の運営について本委員会に準ずる形で進めさせて

いただき、本日の議題としては、部会長等の互選や部会の事務規程の制定等の枠組

みに関すること、そして部会の設置された海域の範囲で分布回遊する資源について

の資源回復計画に関することについて御審議いただきたいと思います。 

 なお、本部会の定員は 15 名でありますが、本日は全員の委員の御出席を賜って

おります。 

 また、本来ならば、昨日と同様に会議の進行を担います部会長が皆様から選出さ

れますまでの間、中尾管理課長が進行役をつとめるところでありますが、所用によ

り出席できませんので代わりに、私、沿岸沖合課長の大石が進行役を務めさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、本日の会議は、昨日の本委員会に引き続き行われるものであり、時間にも

限りがございますので、早速審議に入りたいと思います。よろしく御協力をお願い

します。 

 それでは、お配りしてあります資料の確認をお願いしたいと思います。 

○事務局（大隈）  

  それでは資料の確認をします。封筒の中に入れてありましたものとしまして、こ

の第１回日本海西部会の議事次第、１枚ものでございます。それから本日の出席者

名簿、２枚ものを綴じてございます。それから西部会の委員名簿、１枚ものがござ

います。それから日本海西部会の事務規程の案ということで３枚ものを同封させて

いただいております。それから、ちょっと厚めの資料になりますけれども、「平成

13 年度資源評価対象魚種の資源状況」、後ほど日本海全体資源のレビューというこ

とを行いますので、その際に使用する資料でございます。それから「資源回復計画

対象として想定される魚種の検討内容」、資源回復に関する検討の際に使わせてい

ただきますけれども、その資料と、それから日本海西のアカガレイに関する資料と
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いったもので３枚ものが特別にまとめてございます。それに加えまして「資源回復

推進等再編整備事業」、資源回復計画に関する、支援事業に関する説明の際に使わ

せていただく資料でございます。 

 以上でございます。 

○大石沿岸沖合課長  

  不足しておりましたら、お申し出ください。 

 それから委員の紹介でございますが、昨日、自己紹介していただいておりますの

で、省略させていただきます。 

 

議  題： 

１  部会長及び部会長の職務を代理する者の互選について 

 

○大石沿岸沖合課長  

  まず、本日の最初の議題でございますが、「部会長及び部会長の職務を代行する

者の互選について」ということで議事に入らせていただきます。 

 この部会は委員会本体とは異なりまして、法律等に基づく部会長なり部会長代行

の選任方法はございませんが、後の議題で事務規程が確定するまでは特段定まって

はおりませんけれども、委員会本体と同様に委員の皆様の間で互選をしていただき

たいと思いますが、いかがでございましょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○大石沿岸沖合課長   

  それでは互選をしていただくということで、どなたか御推薦等の御意見はござい

ませんでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○大石沿岸沖合課長  

  橋本委員、お願いいたします。 

○橋本委員  

  この部会におきましては、いろいろ具体的な問題を取り上げて審議をしていかな

ければならないと思います。つきましては、沿岸、それから沖合にも事情の通じた

方で、しかも地区的にもちょうど中間に当たります、香住の吉岡委員を部会長に推

薦したいと思います。それから部会長代理には、行政経験もあられる島根の屋田委

員にお願いした方がよろしいんじゃないかと思います。両名を推薦したいと思いま

す。よろしく御審議ください。 

○大石沿岸沖合課長  

  ありがとうございます。橋本委員の方から吉岡委員を部会長に、屋田委員を部会

長代行にということで御推薦がありましたが、皆様に諮らせていただきます。 

 吉岡委員を部会長、屋田委員を部会長代行ということでいかがでございましょう

か。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○大石沿岸沖合課長  

  ありがとうございました。それでは、「異議なし」ということでございますので、

部会長に吉岡委員、屋田委員に部会長代行ということで決定いたしました。 

 以後の進行は吉岡部会長にお願いいたします。部会長、どうぞこちらに御移動い

ただきまして議事の進行をお願いいたします。 

○吉岡部会長  

  ただいま御推薦をいただきまして部会長を務めさせていただくことになりまし

た吉岡でございます。 

 日本海西部会におきましては具体的な魚種について審議を尽くし、その取りまと

めを行うことが必要とされているわけでございまして、そのような委員会の舵取り

役といった、なかなか重い役割を仰せつかったわけでございますけれども、日本海

西部海域の重要資源の復活、それによります漁業の振興を最終的な目的といたしま

して、皆様の御協力を得ながら努力してまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いをいたしたいと思います。 

 また、今日は大変お忙しい方々ばかりでございますし、議題もいろいろと複雑多

岐にわたるわけでございますので、できますれば４時頃で会議を終了したい、この

ように考えておりますので、そういう点を十二分に御理解いただきまして、御協力

いただきながら集中的な審議を行っていきたいと考えますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 それでは、職務代行者に就任をしていただきます屋田委員に一言ごあいさつをお

願いしたいと思います。 

○屋田部会長代行  

  ただいま部会長より職務代理を仰せつかりました島根県の屋田でございます。職

務代行という、なかなか難しい役割が回ってきたなと思っておるところでございま

す。吉岡会長さんの方が普通、出番が多いわけでございまして、私の出番はなかな

かないんじゃないかとは思っておりますが、そういったことがありましたら、よろ

しくお願いをいたします。 

 

２  協議事項 

 

（１）部会事務規程について 

 

○吉岡部会長  

  それでは、早速でございますけれども、会議を進めさせていただきたいと思いま

す。 

 まず１番の部会事務規程につきまして、事務局の方で事務規程案を準備いたして

おりますので、これにつきまして御説明を求めたいと思います。事務局から説明し
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てください。 

○事務局（大隈）  

  日本海西部会の事務規程について御説明申し上げます。 

 昨日の本委員会で、日本海・九州西広域漁業調整委員会の事務規程を定めさせて

いただきましたけれども、こちらの部会の事務規程というのも基本的な性格という

ものは同じでございまして、この部会を運営していくに当たってのルールといった

ものを一まとめにしているというものです。 

 ただし、部会と申しますのは本委員会の場合と異なり、直接的に法律に縛られて

いるというものではございませんけれども、やはり委員会の中の小委員会といった

性格がございますので、本委員会の事務規程の内容にほとんど準じた形で準備させ

ていただいております。 

 順を追って概略を説明いたしますと、第１条の部会の所掌事務といたしまして

は、昨日定めました本委員会の事務規程の 14 条３項において規程されること。つ

まりは石川県から島根県に面する海域におけるいろいろな問題の調査・審議を所掌

事務とするということです。 

 第２条の事務局の所在地につきましては当面水産庁の本庁の方で扱うというこ

と。 

 第３条の部会長及び部会長代行に関するルールにつきましても、先ほど互選とい

う形をとらせていただきましたのと同様、本委員会と同じという形をとらさせてい

ただいております。 

 第４条、会議の開催に関する手続ですけれども、これも本委員会、会長ないしは

大臣が行うものに準じた形で定めております。 

 第５条、部会の会議の際の議事の決定ですが、定員の過半数に当たる委員が出席

した上で、その過半数をもって決するということで、これも本委員会と同じでござ

います。 

 あと第６条、７条では、発言とか提案とかいうことに関して定めています。 

 第 10 条につきまして、この部会におきましても議事録を公式な形で残しておく

という必要がございますので、具体的にどのようなことを議事録に書き込むかとい

うものを定めておりますし、第 11 条におきましては本委員会と同様に、こちらの

部会の出席委員の中から２名以上の方に議事録の署名を行っていただくというこ

とでございます。 

 第 12 条におきましては、この議事録は一般に供覧に供するということを定めて

ございます。 

  あと第 13 条に専門部会の設置という項目を設けてございます。昨日の本委員会

の事務規程でも同様のものがございましたが、これは部会の中に専門部会を設ける

ことを規定しているものです。部会といってもそれなりに広い範囲がございますの

で、その中でもさらに地域的な話については、必要とあらばこの部会を設置し、そ

の中で専門的な話し合いを行おうという性格のものです。ただし専門部会の場合で

すと、議事としましては基本的に全員一致という形をとらせていただきますが、そ

れ以外については、専門部会を設置する際に委員会、部会と同様の事務規程を定め
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ることになります。 

  あと第 14 条におきましては、今後この事務規程の改正に関する手続を、第 15 条

では関係庶務を水産庁で扱うということ、第 16 条では雑則としてその他必要なこ

とは部会長が定めるとしているものです。 

  付則といたしましては、本日 10 月 16 日より適用するということでございます。 

  あと、本委員会の事務規程と１点異なる点は、本委員会の事務規程では他の広域

漁業調整委員会と協議が必要な場合についての手続が定めてございましたが、こち

ら部会の分については省略しております。と申しますのは、他の広域漁業調整委員

会との協議といったものにつきましては、これは部会の単位と申しますよりも、本

委員会においてどうするべきか話をしていただくのが適当と考えてのことであり

ます。 

 事務規程案の概略といたしましては以上でございます。よろしく御審議のほどを

お願いいたします。 

○吉岡部会長  

  ありがとうございました。ただいま事務規程について御説明を受けたわけでござ

いますけれども、何か御質問なり御意見がございましたら承りたいと思いますが、

いかがでございましょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○吉岡部会長  

  ありがとうございます。そのほかに御意見がなければこの案でいかがかというこ

とでお諮りしたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○吉岡部会長  

  ありがとうございました。それでは、事務規程につきましてはこの案で決定し、

本日付けで制定といたします。 

 ただいま制定を受けましたので、議事録の署名人の選任の必要があるわけでござ

いまして、事務規程 11 条にありますように、後日まとめられます部会の議事録の

署名人を選出をしておく必要がございます。これにつきまして部会長から２名以上

を御指名させていただきたいと思いますが、私にお任せをいただけませんでしょう

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○吉岡部会長  

  ありがとうございます。それでは、今回の委員会議事録の議事録署名人といたし

まして、海区漁業調整委員会の互選委員の方から橋本委員、大臣選任の漁業者代表

委員の方から濱田委員、お２人にお願いいたしたいと思います。 

 

（２）資源回復計画について 

 

○吉岡部会長  
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  次に、２番目の資源回復計画についてでございますが、資源回復制度につきまし

ては、昨日の本委員会におきまして概略や現在の検討状況、及び広域漁業調整委員

会に求められております役割等につきまして、事務局からの説明と質疑応答が行わ

れました。 

 まず、「部会の範囲に分布回遊が限られる資源の回復計画については、当該部会

において詳細な検討を進めること」と、部会への検討の付託が行われました。 

 次に、「一部の魚種については資源回復計画の作成に早急に取り組むこと。また、

その他の魚種についても候補種の選定と優先順位の検討を行うこと」といった、事

務局である水産庁が行うべき作業についての決定が行われました。 

 したがいまして、この部会におきましては、日本海西部海域におけます資源回復

計画について調査審議を行うことが当面の業務となると思います。 

 なお、本日の議事次第によりますと、「資源状況の説明」、「資源回復計画対象

魚種候補・優先順位の決定に向けた手続について」、「特定魚種資源回復計画の作

成に向けた手続について」となっておりますけれども、具体的にはどのような審議

が求められているのか、事務局の方から補足をしていただきたいと思います。佐藤

推進官の方からお願いをいたします。 

○佐藤推進官  

  管理課の佐藤でございます。それでは、本日、皆様方に御審議いただきたい内容

を簡単に整理させていただきます。本日は２点ございます。 

 その１点目は、今後、平成 14 年度以降、15、16、この３年間においてどのよう

な魚種を候補に挙げ議論をしていくべきか。また、その作成の準備に当たってどう

いう順位をつけて議論に付していくか。これらにつきましてきょう以降、あと残り

半年間において議論を進めていく。つまり今後の資源回復計画の検討に先立ち、そ

の候補魚種を定めた素案をもって今後漁業者協議会に示し、その優先順位を決定す

ることとし、その素案と手続について、これで進めてよろしいかどうかということ

をお諮りすることです。つまり、今回の素案は当然今後この半年間において、追加

したり、ものによってはこれは必要はないというふうな議論が出てくるという性格

のものでございます。いずれにしても、漁業者協議会に事務局の方から何も提案す

るものはなく、白紙の状態から進めていただくというのも進行上の効率性を考えて

適当でないということで、とりあえず素案をつくって漁業者協議会に持っていきた

いということでございます。 

 それから２点目は、本部会におきましては、特に平成 14 年度以降、今、予算要

求しておりますが、それに対応したものとして平成 13 年度中、残された半年の間

に資源回復計画の作成に早速取り組んでいきたい魚種を私の方であらかじめ選定

しております。それがアカガレイです。後の説明にありますが、これもあくまで今

後、半年間の協議を進める上でのたたき台となる案を示させていただきます。もち

ろんこの内容については今後修正がかかっていくと思いますが、そういう形でこの

案をこの半年間でそういう協議を進めてよろしいかどうかということについてお

諮りしたいという、以上２点でございます。 

○吉岡部会長  
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  ありがとうございました。ただいま佐藤推進官の方から概略について御説明があ

ったわけでございますが、特に１番といたしまして、日本海西部海域の各種資源の

状況についての報告、２つ目といたしまして、事務局が想定しております資源回復

計画対象魚種候補や優先順位についての素案を基にいたしまして、それらの決定に

向けた漁業者協議会等の協議を進めるといった作業手順についての審議、３番とい

たしまして、アカガレイについての資源回復計画の素案の説明と今後の作業手順に

ついての審議ということでございます。 

 

①資源状況の説明 

 

○吉岡部会長  

  そういうことでございますので、まず「資源状況の説明」をしていただきたいと

思うわけでございますが、日本海西部海域におきます資源の動向につきまして、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・日本海漁業資源部の山口

部長に説明をお願いをいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○山口部長  

  ただいま御紹介いただきました日本海区水産研究所の山口でございます。 

 私は特に「こういう魚種が」という考えはありませんので、対象と考えられる魚

種全般について、我々科学者が資源の状況をどう考えているかということをざっと

簡単に御説明したいと思います。 

 今、部会長さんが紹介されましたように「平成 13 年資源評価対象種（日本海漁

業資源）の資源状況」という、お手元のちょっと厚い資料に基づいてお話をします。 

 まず１枚目です。ここに掲げてありますのは、ことしの８月の９日から 10 日に

かけて開催されました「全国資源評価会議」に、我々いわゆる各海区の水産研究所

が各海区のもの、及び全国の評価票のものをまとめて提案して了承されたものの中

から、日本海に係わる部分の魚種をピックアップして、表にしてまとめて資料にし

てもらったものです。 

  まず左側の方から説明したいと思います。最初に出てくるのがいわゆるＴＡＣ対

象種でございます。これは許容漁獲量が決められている魚種で全部で７種ありま

す。  主に浮魚が多くこれらについては御承知のように、産卵場がどちらかと言い

ますと山陰の対馬の付近からもっと向こう、東シナ海がメインの種が多くて、そこ

から産卵仔が対馬暖流に乗って日本海へ入ってきて、そこで大きくなって、また産

卵するときは西の方へ帰っていくという、かなり大きな回遊をする魚種というふう

に考えていただいていいと思います。 

 そのほかには底魚は、そんなに大きな回遊はしないというふうに考えられますけ

れども、それなりに行ったり来たりしているものと、かなり一つの場所に止まって

るものがあるというふうに考えていいと思います。 

 まず、ＴＡＣ対象種のマアジです。日本全体でも資源量を推定したり、あるいは

漁獲量の推移等から考えまして、2001 年における資源の状態というのは、資源水準
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としては中位水準です。ただ、資源の動向としてはどうも増えてるという感じはな

くて、減少傾向にあると考えられています。これは日本全国、ほかの海区を含めて

も同じですし、対馬暖流系という東シナ海から日本海にかけてのマアジもそのよう

に考えております。 

  次がマイワシです。マイワシは御承知のように、かつて日本全体で 400 万トンぐ

らいの漁獲量があったけれども、現在はそういう華々しいところからアッという間

に下がって非常に低い水準になっている。これについても非常に低い水準にある

し、減少傾向にあります。これは太平洋側も日本海側も同じという、評価がなされ

ております。 

  次のマサバです。マイワシがいなくなると、太平洋側だと次はマサバが出てくる

のではというふうなことも言われておりますけれども、対馬暖流系においては、水

準としてはまだ非常に低い水準であるし、一向に増えるという傾向は見えなくて、

減少しているんではないかという評価がなされております。 

  スケトウダラはかなり浮魚的な性格を持ってはおりますが、底びき網とか底刺し

網とかで漁獲されるということで、魚種としては底魚という分類に入っておりま

す。北部日本海系というのは、石川県ぐらいまでになるわけですけれども、現実に

はもっと北の方、北海道の西岸とかがメインにスケトウダラは分布しております。

この北部日本海系のスケトウダラも水準としては低くて、減少傾向にあると評価を

しました。 

 ＴＡＣはいわゆるサバ類ということでサバ一本になっており、その中にはマサバ

とゴマサバと２種あります。どちらかと言うと南方系、暖かい方の海のといわれて

いるゴマサバについて、東シナ海がメインの部分になって、日本海にはまだそんな

にたくさんいますという兆候はないようですが、最近、いわゆる地球の温暖化に関

わる高水温傾向もあってだんだんとゴマサバが多くなったというお話も伺ってお

ります。これについては今までマサバのよにメインで獲ったという情報もありませ

んし、やっと分布範囲を広げてきた等の傾向があるのかもしれませんが、資源水準

としては中水準です。ただ、まだ「増えてます」というほどの勢いはなくて、一応

横ばいの状態にあるというふうに評価をしました。 

 ズワイガニは御承知のように日本海では非常に重要な資源という位置づけにな

っています。かつてはたくさん取れたのが一挙に下がってきて、ここ何年か、やっ

とこまた資源が盛り返してきたという傾向にあるというふうに我々は推定をして、

水準としては中位水準で横ばい状態にあると。これもまだ「どんどん増えてます」

という、そういう評価はできません。 

 もう一つ、北海道の西系群というのがあり、北海道の西側で獲られているズワイ

ガニがあるわけですが、これについては水準は低くて、状況としては横ばいという

ことですから、「増えてる」という傾向はないと、評価をしました。 

 最後のＴＡＣ対象種としてスルメイカがあります。これは御承知のように寿命が

１年の魚種です。我々がいろんな調査や漁獲の動向等をまとめた結果としては、資

源水準は高い水準にあります。ただ、そろそろ高い水準も上り詰めたところと判断

して、今のところ資源の動向としては「横ばい状態です」という評価をしました。 
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 その次以降は、全国評価をするものとか、県だけに近いような形でもって評価を

しているものとかがたくさん並んでおります。日本海で言えば結構重要なベニズワ

イについては北海道の西側、あるいは日本海系として取りまとめてみても、両方と

も中水準で「横ばい」というふうに評価をしました。 

 次に、底魚としては結構重要種とされているマダラも、オホーツク海とか北海道

の西とか、あるいは日本海全部入れて、一応水準としては中水準。ただ、北海道の

方については状態は横ばいという持論ですが、どうも日本海では減少傾向にあると

いうふうに推定をしております。これは一つは、かつてはかなり西の方まで、いわ

ゆる南の方まで分布していたのが、最近は北の方に分布が偏ってることも効いて、

どうも減少傾向という評価ができるんではないかという気がします。 

 次のマダイは御承知のように栽培対象種で、人工種苗を放流するという事業もや

っています。ただ、水準としては今のところ中水準という評価です。資源としては

一生懸命、種をまいたりとかいろんなことをやってるんですが、増えてるという兆

候は見られないで減少傾向という評価になりました。これは一つは、マダイはいわ

ゆる遊漁で結構獲られてるということがあり、遊漁で一体どんな大きさのものがど

れだけ獲られてるかという、そういう部分についてのデータが余り入手できてない

ということもあって、実態をきちっと把握できていません。その結果、中水準で減

少という評価に止まってるということです。 

 それから、浮魚では一番増えてるという評価があるカタクチイワシについては、

水準としては「高水準です」という結果がありますが、増えてどんどん増加してる

ということにはならなくて、このところ減ってきてるような感じがありますという

ことで、水準は高いんですが、減少傾向にあるというふうに評価しました。 

 ヒラメは、これもマダイと同じようにいわゆる栽培対象種です。北海道の西と南

については水準は中で、しかも「増加傾向にあります」という結構いい状況の評価

になっております。日本海に入ってきて東シナ海まで全部ひっくるめると水準は低

くて減少傾向ということですから、どちらかと言いますと、日本海全体をひっくる

めて考えれば水準としては余り高くないし、減少傾向かなということです。ただ、

ヒラメについては御承知のように貧血病であんまり資源が増えない等も全然考慮

に入れないというわけにはいかないということがあります。我々が集めたデータか

ら言いますと、どちらかと言うと、まだ増えるという、そういうことはないという

ふうに評価していいのではないかと思います。 

 ホッケについては、今のところ全国評価の対象にはなっておりません。道北系あ

るいは道南系という北海道の周りのものについては水準は高い。傾向は横ばいで、

あるいは減少なりで、増えるという持論にはなっておりませんが、水準としては高

いよという評価をしております。これは本日の西区の方にはあまりに関係しない魚

種だろうという気がします。 

 次のブリについては水準は中で、傾向としては横ばい傾向にあります。ただ、御

承知のように、どうも最近、北の方でよく取れており、西の方ではあんまり取れな

いというのが漁況のようなので、やはりこれも高水温化等でもって分布が、北に偏

りつつあるのかなという、そういう感じを持っております。 
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 次に右の方に移ります。右の方でタチウオ以下、いろんな魚種がたくさん並んで

おります。それぞれ東シナ海でメインのものとか、山陰の方でメインとか、いろん

な魚があると思いますけれども、ソウハチは日本海の西の方だと高水準で増加して

いるという非常に望ましい状態にあるという魚種もあります。逆に言いますと、ト

ラフグだとかウルメとかイカナゴとかヤリイカのように、低水準で減少してますと

いうかなり問題になる魚種もあります。 

 日本海で非常に重要な魚種と考えられるものにホッコクアカエビ、いわゆるナン

バンエビがあります。これについても我々の資源の評価では中水準で、ほぼ横ばい

状態という結果になっております。 

 ウマヅラハギとかマナガツオ以下の種類については、主として東シナ海でもって

漁業がなされたということでも、最近は漁獲も非常に低いものが多くて、いずれの

ものについても水準は低くて減少傾向のものがあります。横ばいのものもあります

が、増加しているものは特にはない。 

 以上が１枚目のお話です。１枚めくっていただくと、そこにいわゆるこれからの

話になりますアカガレイの日本海系群の、おおよその生物学的な知見のものから漁

獲量の経年変化等がわかりやすく説明した資料があります。さっきお話ししたよう

に、アカガレイについて言えば、評価は低水準で横ばいということですから余りい

い状態にはないと思います。その辺の根拠としては、トロール調査等をやってみて

も、そんなに小さいものはいない。いわゆる加入してくるものが見つからないとか、

沖底の統計によれば、漁獲量あるいは努力量当たりの漁獲量がどんどん減少してい

る。どうも但馬沖等の西の方について言えば少しずつ悪化しているのではないかと

理解しています。それから若狭湾から能登半島周辺にしても、こちらは逆に小型魚

が多いということで、いわゆる加入してくる魚が結構多いのではないかということ

で、若狭湾から北の方について言えば好転している。同じ日本海西区でも多少とも

評価が違ってるということはある。いろいろな調査研究結果から言いますと、能登

半島からではかなり大きな移動をしてるということで、ひとまとめとして考えてい

いという考えもあります。小さな魚はいそうですが、大きいのがいつまでたっても

増えないので資源としては好転してるという判断はできないということで、全体と

して先ほどお話ししたような低水準で横ばいというふうな評価になったというこ

とになります。 

 これはアカガレイと裏表になると思うんですけれども、いわゆる同じような漁場

で獲っておりますズワイガニについて記述してあります。ここに御出席の委員の方

はほとんど御承知と思いますけれども、ズワイガニについては非常に事細かに資源

管理というものが実施されてきまして、90 年頃までどんどんと下がってきた資源

が、最近やっと回復をしてきたという実態はあると思います。ただ、我々が実施し

ているトロール調査等、次の漁期なり、その次の漁期なりに入ってくる漁獲対象は

どうかなという、調査をしますと、どうも今まで漁獲を支えてきたような卓越年級

というのが余り出ていないんではないかという結果になり、そういう心配等もあり

まして、評価としては先ほどお話ししたような、水準としては一応中水準まで戻っ

たけれども、資源はまだ増加をしてますというところまで評価はできないというの
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が実態ではないかというふうに考えます。 

 以上が本日の西海区に関わる主要な魚の資源状況でございます。 

○吉岡部会長  

  ありがとうございました。ただいまの資源状況につきまして何か御質問がござい

ましたら承りたいと思います。いかがでございましょうか。 

 別段御意見もないようでございますので、次に進めさせていただきたいと思いま

す。 

 

②資源回復計画対象魚種候補・優先順位の決定に向けた手続について 

 

○吉岡部会長  

  ２番目の「資源回復計画対象魚種候補・優先順位の決定に向けた手続について」

という議案でございますが、先ほどの事務局の説明によりますと、これはあくまで

も素案ということでございまして、今後やはり次回以降の部会におきまして本格的

な審議を行うための材料としていただきたいということでありますが、現在事務局

としてはどのようなお考えに基づいて素案を立てておられるのか。一番の問題であ

る、資源回復計画に関します経営支援策に関しましては、昨日推進官の方から、こ

れに対して予算要求しておるんだということのお話が昨日ございましたけれども、

恐らくきょう委員の皆様方は、そうした支援策について非常に関心が高いんじゃな

かろうかと、このように思うわけでございまして、そうしたものを含めて事務局に

御説明をお願いしたいと思います。 

○事務局（寺谷）  

  水産庁管理課の寺谷と申します。早速説明の方に入らせていただきたいと思いま

す。 

 今回の魚種の素案についてなんですけれども、昨日の委員会で一覧表でお示しし

ました素案の魚種について、これまでどういう議論があってこういう魚種を選んで

きたかということについて、概略について御説明したいと思います。 

 この魚種については平成 11 年、12 年と国の水産研究所、それから都道府県の水

産試験場で調査の対象としている魚種のほか、漁獲統計で把握できるすべての魚種

を対象に、平成 10 年のときの評価の資源水準を基準としまして、資源の動向です

とか、また資源の悪化の要因、それから外国漁船の漁獲の状況、人為的な措置によ

って資源の回復が図られるかどうかの見通し等について、水産研究所、それから都

道府県の行政の方と意見交換をしまして、ことしの平成 13 年の３月までいろいろ

意見交換をしまして選定してきた魚種でございます。そこら辺の議論の、どういう

考え方で選んだかというのが「資源回復計画として想定される魚種の検討内容」と

いうことで、１枚ものの資料でまとめてございます。 

 まず全国的に取り組まなければならない魚種として、ここに太平洋系のマサバ、

それから対馬暖流系マサバ、それから太平洋系、薩南系を含むブリということであ

りますが、日本海の西部会に関係するところとしましては、対馬暖流系のマサバが
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若干関係してくるかなと考えております。ここら辺の資源動向と悪化要因につきま

しては、低位・減少傾向ということで加入量が非常に変動していると。そこら辺は

高い漁獲圧による親魚量の減少が一つの原因ではないかと考えられております。 

 議論の内容と整理の考え方については、ここら辺の漁獲制限をある程度すること

によって親魚量の増加が図られることによって、加入量の変動も安定させる効果が

期待できるのではないか。ただし、韓国、中国の漁船もこの資源については利用し

ておりますので、外国と協調した管理体制の構築が必要と考えております。 

 それから、この日本海西部会の方に単独でといいますか、関係してくる魚種とし

ては、先ほども御説明ありましたアカガレイ、これについては低位・横ばいという

ことで、先ほどの資料のグラフにもありましたとおり、1980 年頃には沖底でもピー

クで 8000 トンの漁獲量があったんですけれども、現在は 3000 トンを切ってるよう

な状況にございます。これについては、漁場がズワイガニと重複しておりまして、

ズワイガニとあわせた管理をしていかなければならないのではないかと考えてお

ります。 

  ２番目のズワイガニ、これについてもただいま詳しい御説明がありましたけれど

も、特にそこら辺の減少の原因としては、ズワイガニの漁期以外、先ほど言いまし

たアカガレイと漁場が重複しておりますので、そのときの混獲による死亡が大きな

原因の一つではないかと考えております。これにつきましてもアカガレイの資源管

理の取組みと合わせた形で、ズワイガニについても回復計画を合わせた形で今後検

討していく必要があると考えております。 

 続きましてベニズワイガニですけれども、これについても中位・横ばいというこ

とで、これについても漁獲過剰が原因ではないかと考えられております。日本海全

体でも 1980 年代中頃に５万トンぐらいの漁獲量があったんですけれども、近年は

２万トン台と低迷しているところでございます。これについては沖の方の大臣管理

漁業がやっております部分と、沿岸の知事許可漁業の資源というのを分けた形で、

それぞれの取組みということで考え方を整理していかなければならないのではな

いかと考えております。 

 次にヒラメなんですけれども、これについても低位・減少ということで、各地で

種苗放流ですとか、体長制限等の取組みが行われているんですけれども、なかなか

資源が増えないと。ここまで減った原因としては過剰漁獲というのが考えられるん

ですけれども、もう一つの「増えない」という原因として、貧血症ということも今

後可能性を念頭に置いて、ここら辺の動向をみながら資源管理の措置について今後

整理していかなければならないかと考えております。 

 続きましてニギスです。これについては中位・横ばいということで、悪化の原因

としては漁獲過剰が考えられます。これについても日本海全体で、系群全体で 1975

年から 83 年頃まで 8000 トンから１万 2000 トン、これぐらいで推移していたんで

すけれども、それ以降減少しまして、近年では 5000 トン前後の漁獲量となってお

ります。これについても具体的な取組みについて今後検討していく必要があると考

えております。 

  最後にハタハタですけれども、低位・減少ということで、これについては漁獲圧
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と再生産環境といいますか、漁場環境の方が原因ではないかと考えられておりま

す。ただ、日本海西のハタハタについては産卵場が朝鮮半島の方になっております

ので、その対応としては来遊してくる資源をいかに高い単価で有効に利用していく

かという方策を検討していく必要があろうかと考えております。 

  この資源動向と悪化の原因というところについては、ただいま最新のデータで山

口部長の方から御説明があったんですけれども、これについては平成 10 年の検討

のたたき台にするときの資源評価の時点ということで、若干先ほどの評価と食い違

う部分もございますが、そこは古い時点のものということでございます。 

  これについての今後たたき台にして、漁業者協議会等に下ろしまして浜の方で議

論していただきまして、そこでの議論の内容も勘案した形で再度整理いたしまし

て、また部会の方に諮りたいと考えてございます。 

  続きまして資源回復計画の関連する事業ということで、最後の方の資料になるん

ですけれども、全部で６枚ものの資料ですけれども、まず１枚目の「資源回復推進

等再編整備事業」、新規となっておりますが、これは現在行われております減船の

事業に、さらに今回の資源回復計画を対象とするところとしまして、２の「事業内

容」の①に資源回復型というのがありますけれども、これを新たに加えた形で減船

の事業を再整理しているものでございます。 

 今までの減船事業と異なる点についてなんですけれども、１枚めくりまして次の

フロー図の方をごらんになっていただきたいんですが、ここで大きく資源回復計画

に係る減船について違う点というのは、左下の部分の減船時の残存漁業者の負担分

があるんですけれども、これについては今までの減船の事業というのは、沖底なり

小底なりまき網なり、業界の中の漁業者が負担する形だったんですけれども、今回

の資源回復計画にも関係する部分については、その資源を利用している関係する漁

業者が広く負担することによって、一人当たりの負担を軽くしようというところが

主眼でございます。また、個々の漁業者負担分については、資源回復計画に基づく

実施計画というのをつくっていくことになるんですが、ここの取りまとめの団体

が、漁協なり漁連なり民間の法人団体が考えられているんですけれども、ここが一

時漁業者の、一遍に払えないので一時立て替えると。立て替えるに当たって、新た

に公庫の制度資金を要求しているところなんですけれども、ここを利用して立て替

えると漁業者については将来の水揚げからこの償還財源を返していくというよう

な仕組みを考えてございます。 

 続きまして、次の「資源回復計画支援事業」、これは全くの新しい新規の事業で

要求しているところですけれども、これについては休漁ですとか、あと漁具の改良

ですとか、そういう減船以外の資源回復措置に対する支援の事業として新たに今、

要求しているものなんですが、次の次の横の資料を見ていただきたいんですけれど

も、「資源回復計画の実施に係る休漁等の資源回復措置に対する支援内容」、メニ

ューとなっておりますが、この案について簡単に説明します。 

 １つは、そういう資源回復措置で費用負担を伴う措置として考えられているとこ

ろが、１つは漁具・漁法の改良、目合いを大きくするですとか、選択性のある漁具

に転換するですとか、そこら辺で新たな費用がかかってくるわけですけれども、こ
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れについて支援をしていくと。 

 ２番目としては、混獲される小型魚の中でも結構生命力が強くてしばらく生きて

るような魚については、そのまま船上で放流するものもある程度効果はあるんです

けれども、またすぐ混獲されてしまうというような状況にありますので、一時丘ま

で持ってきて、ある程度の大きさまで中間育成等して、また沖に持っていって放す

ような手法も一つ考えられるのではないかということで、ここら辺の混獲された小

型魚の買い上げですとか、再放流に要する経費について助成をしようというメニュ

ーもございます。 

 ３番目といたしまして、休漁している漁船の有効活用ということで、休漁中の漁

船を漁場の密猟の監視ですとか、漁場の清掃ですとか、そういうふうな有効活用す

るための用船料に対して助成するということを考えております。 

 もう一つが、こういう休漁漁船の有効活用を図れないと、底びきのような船です

と漁場清掃ですとか使えるんですけれども、なかなかそういうことに使えないと

か、船を留めておくしかないと。ほかの漁業に転換するような漁業もないという場

合については、休漁経営を維持させるためにも固定経費相当見合い分ぐらいの休漁

推進支援金の交付ということで、休漁期間の漁業経営を維持させるための支援策を

考えてございます。 

 これの仕組みについても、１枚戻りましてフロー図を見ていただきたいんですけ

れども、これについては国、都道府県、漁業者、３分の１ずつの負担ということで、

先ほどの減船でも説明しましたが、漁業者負担分については実際に休漁ですとか漁

具改良を行うものだけではなく、そういう取組みはなかなか漁業の特徴で取組めな

いけれども、また今現在は資源量が減っちゃってほとんど獲れていないところに

は、増えたときには獲ることを考えている漁業者が広く参加することによって、一

人当たりの負担額を低いものに抑える。また、団体が一時立て替える場合も同じよ

うに公庫資金の融資ということで、後から水揚げのパーセンテージに応じて償還し

ていくという仕組みを考えてございます。 

 最後になりますけれども、横のちょっと小さい字の表なんですが、これについて

は今お話ししました経営支援策ということで、減船と休漁等の関係の支援事業だっ

たんですけれども、そのほかについても栽培漁業への取組みですとか、漁場関係の

保全に関する取組みについても、今回の資源回復計画というのが国としても大き

な、今回の基本法制定におきまして目玉の一つでございますので、各事業を、新規

の事業ですとか既存の事業の拡充等を今要求しているところでございまして、回復

計画に関連すると思われる事業を整理したものでございます。 

 以上でございます。 

○吉岡部会長  

  ありがとうございました。聞けば聞くほど大変複雑な、今後非常に難しい問題に

私は境遇するんじゃなかろうかなと思っておるわけでございまして、減船一つ取り

ましても減船は必要だと思いますけれども、必要だと思いながら関係ある漁業から

幅広く集めて出しなさいと、国はあんまりたくさん出したくないんだよと、私はこ

ういうふうな姿勢だろうと思っておるわけでございまして、また、金を貸せると言
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いましても、じゃ、借りた者が将来ずっと永続的に漁業を続けていけるのかという

問題もあるわけでございます。借りる側にしましたら、私は大変難しい問題が山積

しておるんじゃなかろうかなと、今の御説明を受けてそう感じるわけでございます

が、きょうのところはそういうことだという考え方の中で、この議論をしておりま

しても、これだけで私は恐らく半日かかるだろうと、こう思うわけでございましす。

今後そうした諸問題については今現在、予算を要求している過程でございますの

で、そういうものが決まりましたら恐らく全漁連なり、あるいは中金などの関係団

体と十分に綿密な打ち合わせをしないと、スムーズにいかないのではないかと、私

は思っております。 

 いずれにしましても、私も減船は必要だと思いますし、国はただ資源が減ったか

ら減船だけすればいいというふうな、私は多少安易なところもあるんじゃなかろう

かな。必要なところは減船をして大いに救うべきだと思いますけれども、それによ

って、私は漁村環境を破壊してしまうというふうな危惧も実はしておるわけでござ

いましす。やはり生き延びるためには併用して他の道を探るべきだろうと、そうい

う考え方をするわけでございます。ただ減船すればもうそれでいいんだというふう

な、私は言いにくい話を端的にさせていただきますけれども、その町が私は転んで

しまうというふうな感じが実はして、ひしひしと私はそういうふうな感じを持って

おるわけでございます。漁村が死なないような手当てをしなきゃだめじゃなかろう

かなと、こう思っておるわけでございます。 

 特に先ほどいろんな魚種の問題もありましたけれども、国の方はただ統計上でお

考えになっておると思いますので、この魚種は少なくともこれだけ大幅な減り方を

したんだというふうなことも、私は必ずしも当たらないと思うんですね。値段のし

ないものは漁業者は獲らないんです。獲らないから数字に上がってこないんです。  

例えば、私は香住なんですが、以前はニギスを９月、10 月、４月、５月、和田さん

も御存じのように随分獲りました。しかし、今現在、ニギスは豊富にあり、安くて

全く獲りにいかない。どの港も獲りにいかない。こういう実態が実は現実問題とし

てあるわけです。そうしたものはやはり獲りにいかないから数量として上ってこな

いので資源が減ったんじゃないかとただそういうことだけで私は物事を判断なさ

っている部分も多少あるんじゃなかろうかな、こう思っておるわけでございますの

で、そういう点も私は十二分に浜の価格と相関関係があると思いますので、今後そ

こらを十分お調べになってそういうふうな提案もしていただきたいと思います。た

だ数字だけで物を言うんではなしに、そういう浜の実態を私はやはりもっと詳しく

掌握すべきじゃなかろうかなと、このように思うわけでございます。私は大変乱暴

なことを申し上げて失礼でございますけれども、そういう感じがしましたので、ま

ずもって御発言をさせていただいたわけでございます。 

 ただいまそうした問題についての御説明があったわけでございますが、委員の皆

様方から御意見がございましたらどうぞお出しをいただきたいと思います。 

 いかがでございましょうか。はい、どうぞ。 

○屋田部会長代行  

  島根県でございますけれども、漁業者の方も資源管理については必要だというよ
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うな認識は皆さん持っておられるわけなんです。しかし、それをやるに当たってい

ろいろと問題があるわけなんです。特に島根県の場合には隠岐の北側から浜田沖に

かけて、韓国との絡みの中での暫定水域が非常に沿岸寄りに設定されているという

ようなこともございまして、それで水産庁の御努力によりまして、一応新しい協定

締結後におきましては、排他的経済水域の中ではトラブルも少なくなってきました

し、また、資源の方も回復をしてきたというような状況でありますけれども、依然

として暫定水域の中ということになりますと、やはり資源管理が全く進展をしてい

ないというような状況でございます。そして、こういったアカガレイだとかズワイ

というものは、そういった暫定水域の海域の中にもおります。 

 現在のところあの海域というのは、言わば韓国漁船が独占的に使用しているよう

な状況です。それが本県の漁業者にとっては非常に近いところにありますから、も

うそこに行けないような状況にもなってきておるところでございます。そのために

あれを放っとって我々に対して痛みを伴うというような意向も非常に強うござい

ます。その辺が資源回復計画の冒頭に突き当たるところでございます。 

 それからアカガレイとズワイについては、よその県と島根県は事情が違いまし

て、ズワイガニにつきましては籠で取っているということ。アカガレイについては

二艘びきで取っているということで、いずれの漁業にしましても、それを漁獲して

いるのは冬場の二、三カ月の間が中心となってやられているわけなんです。それで

漁業者にその両魚種に対しての意見を聞いてみますと、必ずしも資源が減少してき

たというような、漁業者自身は認識をそれほど持っておりません。そこで早急に資

源回復をする緊急な魚種に該当するのかなというような一つ疑問も漁業者の間で

は持っております。 

 それから、何かこれからある程度規制とかそういうようなことをやっていくとい

うことであるならば、非常に漁業者は痛みを生じてきますし、特に冬場の非常に短

い期間の対象魚種でありますから、漁業支援策はもちろんでありますけれども、流

通業者に至るまでそれは影響してくるものでございます。そのためにやはり支援策

というものが十分考えられないといけないんじゃないかと思いますし、現在、漁業

者も精一杯のところで漁業経営を営んでおりまして、なかなか余力がないというの

が実情でございます。 

 そういった状況でございますので、今後これを進めていくということになります

と、やはり漁業者がこういった資源回復に対して十分な認識を持たないとこれは進

んでいかないんじゃないかなということで、資源管理の必要性とか、具体的な資源

管理の措置的な内容ですね。そういうことをやるとどういったような効果が生じて

くるよというようなこと。それから一時的に漁業者、減収になるわけなんでしょう

けれども、そういったようなものの支援措置をどう考えましょうというようなこと

を、ある程度説明をしながらコンセンサスを得ていっていただきたいなと思うわけ

であります。 

  これは県の方の関係する行政等もそうですし、それから水産団体、それから漁業

者、ひっくるめてそういったような形で国の方としても十分説明をしていただきな

がら、話し合いの中で回復計画というものを進めていかないと、なかなかうまいこ
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といかないんじゃないかというふうに感じておりますので、ひとつその辺はよろし

くお願いします。 

○吉岡部会長  

  私は誤解をしていただかないようにお願いしたいと思うわけでございますが、や

はり魚種の優先順位なり、あるいはまた候補魚種につきましても、お聞ききするの

は当然きょうが初めてでございますから、それを地元にお持ち帰りになっていただ

いて、十二分に浜の意見をまとめて島根としてはこういう魚種をまず優先して、あ

るいはアカガレイとズワイは島根県関係ないよということであれば落としていた

だきたいとか、やはり各業界が私はいろんな御意見をお持ちだろうと思うわけでご

ざいますので、決して国がおっしゃるから、それをのまなきゃならんというような

ことは私は避けるべきだと、このように考えるわけでございます。これはあくまで

もきょうお集まりの委員の皆さんの方から、お帰りになって意見をまとめて遠慮な

しに、また水産庁の担当者に対してそういうふうな意見具申をしていただいて、そ

れでもって次回に魚種だとか順位だとか、そうしたものを決めていくべきだと、こ

のように考えておりますので、そういう方向で委員の皆様方、御了解をいただきた

い、このように思うわけでございます。 

 はい、どうぞ。 

○屋田部会長代行  

  実は先般、漁業者協議会みたいなものを地元で開いておるときに、私もオブザー

バーで参加しましたときに、アカガレイとズワイについてはこのような意見がでた

わけでございます。私が聞いた話として、きょう述べさせていただきましたが、次

回の協議会でもう少し詳しく聞かせてもらえばと思っております。 

○吉岡部会長  

  私は魚種の選定だとか順位については、各港や地区におきましては非常に重要だ

という認識を持っておりますので、きょう御意見のない方々におきましても、やは

りお持ち帰りになって十二分に御相談の上で私は挙げていただきたい、このように

思っておるわけでございます。時間の関係もあるわけでございますが、本日の部会

として御承認をいただきたいと思いますのは、今申し上げました、そういう魚種だ

とか、あるいは順位につきまして、この部会で決めるものについては承認するとい

うようなことで御承認を得ることにいたしたいと思うんです。いかがでございまし

ょうか。お諮りをさせていただきます。今後いろんな魚種だとかそういう選定につ

きましては、担当者の方に遠慮なしに、意見を述べていただくようにしていただき

たいと思うわけでございます。よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○吉岡部会長  

  では、そのようにさせていただきたいと思います。 

 

③特定魚種資源回復計画の作成に向けた手続について 
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○吉岡部会長  

  最後でございますが、「特定魚種資源回復計画の作成に向けた手続について」を

議題とさせていただきます。特に具体的には先ほど事務局から示されておりますよ

うに、アカガレイについての資源回復計画素案、あるいは今後の手続についていろ

いろとあると思うわけでございますが、今までの計画についての検討状況、どのよ

うな回復計画を考えているのか、まずお伺いをしたいと思うわけでございます。 

○事務局（羽鳥）  

  水産庁の管理課の管理型漁業推進班の羽鳥と申します。これまでの想定魚種とい

うか、このブロック内においてはアカガレイ、関連魚種としてズワイガニについて、

資源回復計画の検討対象とするということで、各関係府県の行政及び試験研究者

で、あと水産庁を交えましてたたき台をつくってまいりました。その状況について

御説明したいと思います。資料は３枚ものの資料１、２、３というやつですが、こ

れを後ほど使いたいと思います。 

 最初に「これまでの検討の経過と当面必要な作業について」ということで御報告

させていただきたいと思います。日本海西部におけるアカガレイ及びズワイガニの

資源回復計画の作成に向けての素案の検討状況ですけれども、日本海西部では７月

26 日と８月 31 日、その２回、関係６府県の行政、研究担当者と協議を行ってまい

りました。 

 第１回目は日本海西部における想定魚種の資源状況、それから漁場及び資源の利

用状況等を踏まえ、資源回復計画の必要性について各府県の行政及び試験研究担当

者と意見を交換しました。 

 第２回目ですけれども、アカガレイ及びズワイガニということで具体的に魚種を

絞って各府県の既存の自主規制措置、その効果をレビューした上で何が可能か、追

加規制措置としてあらかじめ資料を作成して資源回復措置として、それを扱う可能

性について意見を交換してまいりました。 

 今後なんですけれども、資源回復目標を確定しまして、まだ各府県の追加規制措

置、非常に多様です。そういったものが固まってこないと目標がつくれません。で

すから今後、資源回復目標を確定して関係府県における追加規制措置による資源回

復効果をきちっと試算しまして、これに基づいて府県間の調整をある程度行いま

す。それから、より具体的な内容を盛り込む必要がございますので、これらについ

ては漁業者協議会等における検討と並行して、漁業者漁獲努力量の削減レベル等、

数値が定まってない部分について具体化する予定です。 

 そういったことを御理解いただいた上で本日は今後協議を進めるに当たっての

たたき台となる素案として御検討いただきたいというふうに存じます。よろしくお

願いします。 

 次に、アカガレイ及びズワイガニの資源及び漁業の現状ということなんですけれ

ども、もう山口部長、それから寺谷係長の方から現在の資源状況、これまでのレビ

ューということで大方報告されています。それで資料は１、２なんですけれども、

この中でもやはり対象漁業の状況とか資源の利用について、２番という項目がござ

いますけれども、これについて報告させていただきたいというふうに思ってます。 
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 1999 年の状況なんですけれども、資料１ですけれども、対象漁業はアカガレイに

関しては沖底と小底がほとんどであるということですね。このほか石川県で若干刺

し網等がございますけれども、非常にマイナーでございます。沖底が 173 隻、それ

から小底が合計 228 隻ということで利用しているということで伺ってます。 

  それからアカガレイの県別の漁獲量のシェアなんですけれども、ここに書いてご

ざいませんけれども、簡単に報告させていただきます。石川県が 29％、福井県が

27％、次に多いのが鳥取県が 15％、兵庫県が 14％、次に島根県が９％、最後に京

都府が４％程度ということです。特に極端に多いというところは、石川、福井が比

較的多いですけれども、ございません。 

 それから漁業種別の利用状況ですけど、沖底が 56％で小底が 37％ですね。その

ほか刺し網が数パーセントございます。そういった状況でございます。 

 次に資料２ですけれども、ズワイガニについては、対象漁業ですけれども、これ

は平成 11 年の状況ですが、沖底が 161 隻、それから小底の承認漁業がございます

ので、これが 67 隻でございます。それから小底の県知事許可分でございますが、

161 隻ということですね。あと島根県のかにかごがございます。 

 県別の漁獲のシェアですけれども、平成 11 年ですが、兵庫県が 32％で一番多い

です。それから鳥取県が 28％、石川県が 18％で福井県が 12％、以下、京都府、島

根県という順番で数パーセントずつになっております。 

  次が漁業種別のシェアですけれども、沖底が 64％、小底が 32％で、その他が３

％ということになっております。 

 そういったことで、この資料なんですが、資源状況は昨年度の資源評価に基づく

ものですので、先ほどの山口部長のものが一番最新のものということになっており

ます。 

 それから、これも説明がありましたけれども、両魚種の分布及び対象漁業が一致

しているということで、先ほどから何回もお話がありましたが、両魚種について資

源回復を講じる場合は一体的に取組む必要があるのではないかというふうに考え

ております。 

 この点を申し上げた上で両魚種の資源回復計画の検討素案について、資料３です

けれども、御説明したいと思っております。 

 資料３の①からですけれども、魚種については対象種としてはアカガレイという

ことで設定することを検討しております。関係府県が石川から島根県の６県です。

沖底、それから小底ですね。関連漁業としてズワイのかにかご漁業ということです。 

 それから②の関連魚種ということで、先ほど申し上げたとおりなんですけれど

も、ズワイガニを表裏一体に回復する必要があるということで、これも設定してい

るということでございます。 

 ③の資源回復のための基本方針ですけれども、資源状況については、これは過去

のものですので、日本海西の方の状況としてアカガレイは今、低位・横ばいという

ことで御説明があったとおりです。こういうことで直すことを検討していくという

ふうに考えております。ズワイガニについては中位・横ばいということで、現状で

はそういうふうになっているということで、これもそういう状況であるということ
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ですね。 

 ただ、やはり両方とも回復が見られていないということは事実でございますの

で、対処方針として同じようにアカガレイは産卵親魚、それから小型魚を中心に漁

獲圧力を低下する必要があるということでございます。 

 ズワイガニについてはアカガレイに対する資源回復措置を主体に、それが同じよ

うにきいてきますので、これを主体に独自措置を追加する。そして資源の回復を期

待するということでございます。 

 それから④の実施期間ですが、これはアカガレイの雌の加入年齢等から判断して

５年ということで協議中なんですけれども、今後議論を煮詰めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 ⑤の漁獲努力量削減レベル、資源回復目標ですけれども、前者に関しては今後の

検討課題です。各府県からはやはり日本海の特性ですね。特に冬の時化ですとか、

そういった状況を勘案して、現状以上の休漁を統一的に講じることは困難と、そう

いう意見がございます。それから減船も地域の特性上、非常に困難な部分があると

いうことです。ですから、これら以外の方法により削減していく方向が基本になる

のではないかというふうに考えております。ですから今後、各府県で可能と思われ

る追加規制措置を仮定しまして、これに基づいて各措置による漁獲努力量削減レベ

ルを試算し、総括する必要がございます。今後の検討対象になっているということ

です。 

 ⑥です。⑤で御説明した削減方法について、アカガレイでは保護区、保護礁の増

設ですね。それから漁具改良、体長制限、漁船の小型化等が追加規制措置でメニュ

ーに挙がっております。一部の県では底びき網漁業の休漁期間中内に、海底耕耘と

か海底清掃等の漁場環境保全を実施することを検討している状況です。 

 それからズワイガニですけれども、先ほど御説明したように、以上のアカガレイ

の措置なんですけれども、これらの措置に加えて水ガニとか雌ガニの体長制限の強

化が検討されているというような状況でございます。 

 それから削減される漁獲量と金額についてなんですけど、現段階では漁獲努力量

削減レベルが決定できないので、今のところ算出してないということです。 

 最後、⑦の漁業経営への支援策ですが、先ほど寺谷係長の方から説明があったよ

うな内容の改良漁具経費への支援とか、休漁期間中の漁船による海底耕耘、海底清

掃への支援とか、あるいは保護礁の設置事業ですね。保護礁の設置となると従来の

沿整事業、今の水産基盤整備事業ということになりますけれども。それから減船へ

の支援等ですね。こういった支援策があるのではないかというふうに今の段階では

検討素案として出しているところです。 

 以上、非常にまだ粗々のものなんですけれども、現段階の検討素案としての内容

は以上のとおりでございます。 

 それから、ちょっと私の方で説明してなかった点がありますので、追加して補足

させていただきます。 

 今の別紙３の①、②の部分ですけれども、ズワイガニの位置づけをもう一回きち

っと説明したいと思います。申し上げたとおり、現在水カニの体長制限とか、水ガ
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ニ漁期の短縮等が追加規制措置としてほとんどの府県から提案されているんです

けれども、これは漁獲金額の増大を主目的としたものであるということですね。で

すからズワイガニの資源量の増大としては、先ほど申し上げたようなアカガレイの

操業におけるズワイガニに対する漁獲圧力を減少するということです。そういった

ことでもたらされるものと判断するということですね。そういった意味で関連魚種

として扱うということです。 

 それからアカガレイについては、ズワイは当然ＴＡＣ魚種なんですが、ＴＡＥの

魚種として政令で指定する予定であるということです。 

 以上、ちょっと追加ですけれども、私の方の説明を終わらせていただきたいとい

うふうに考えております。 

○吉岡部会長  

  ただいまアカガレイの資源回復計画、あるいはズワイの問題についての説明を受

けたわけでございますが、これはあくまでたたき台ということの中で漁業者協議会

の場におきまして、計画の具体化に向けた協議を介したいというふうな国の考え方

でございますので、いずれにいたしましても当然、資源回復計画の最終的な決定に

当たりましては、次回以降の部会で再度審議を行うことになるわけでございます。

せっかくの部会でございますので、ただいま御説明ございました素案の内容につい

て、皆様の方で御意見がございましたら、お聞きをいたしたいと思うわけでござい

ます。 

 特に今、ズワイの関係で水ガニの問題がございましたけれども、いろんな難産が

ございました。これは底びきの問題で大変失礼な物の言い方をさせていただくわけ

でございますけれども、兵庫といたしまして鳥取にも誘いを実はしたわけでござい

まして、やはり資源を増やすためには甲幅を大きくしなきゃだめだという中で平成

１１年度漁期から 10 ㎝、本年度漁期からは 10.5 ㎝ということにし、漁期を短縮い

たしまして、１月の 25 日から販売開始するということにしてきた経緯があるわけ

でございます。あるいは雌ガニにいたしましても、従来甲幅６㎝を、本年度から７

㎝ということにさせていただきました。そういうことで資源的にも、ＴＡＣの問題

も実はあったわけでございます。 

 私はアカガレイについて、まあ減った減ったと言いますけれども、アカガレイよ

りズワイの方の資源管理については各府県とも大変重要で、11 月６日の操業開始ま

では 200ｍから 230 とか 270 とか、場合によっては 300 までは網を引かないよう

に完璧な資源管理が図られておるのが石川から島根までの現状じゃなかろうかと

思うわけです。 

 そうしますと、やはり経営という問題からしますと、それ以外のところで働かな

きゃならないという中で、アカガレイの場でございます 300ｍとか 400 とか 500 と

か、あるいは 600 とか、そういう深いところで働くわけでございますし、ズワイも

混獲されるわけでございます。ですから、産卵前に上がってくる前に深いところか

ら獲ってしまうので、アカガレイが極端に減少しているというのが今の実態じゃな

かろうかなと思っておるわけでございます。 

 私も一度監視事業に出たことがありますけれども、韓国の刺し網につきましては
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アカガレイが随分とかかっておりました。ですから私はアカガレイの親が相当に韓

国の刺し網で獲られてしまってると、こういうふうな感じを持っておったわけでご

ざいますが、去年あたりから、こうした協定になって以来、刺し網が日本のＥＥＺ

内から減っただけにアカガレイの資源が増えてきたということは漁業者もはっき

りと認めております。 

  ですから私は今後、そうしたものも多少上向きな状況になってくるんじゃなかろ

うかなと、このような予測を実はしておるわけでございますが、いずれにいたしま

してもアカガレイとズワイとは、資源については強い相関関係があるんじゃなかろ

うかな、私は個人的にそういうふうに思っているわけでございます。 

 せっかくきょうは部会でございますので、皆様の方でいろんな思いがございまし

たら、御発言をお願いしたいと思うわけでございます。 

○佐藤推進官  

  まだ御質問があると思いますが、その前に一言。屋田委員から御指摘ありました、

いわゆる幾つか地域の事情に応じていろんな物の考え方があるんではないかとい

うことについては、そういうことを念頭に入れて今後これをたたき台として議論を

していきたいと思っております。 

 それで私の方も、まず資源管理を設計するときに、いろいろと水研の御意見とか

聞いた中に、先ほどもありましたけれども、アカガレイを一つ取った場合に、同じ

系群だと思われるのに、例えば西部のうちの北の方は増えてても西の方は増えてな

いとか。つまり同じ系群だと言われているにもかかわらず、資源変動がどうも違う

ようだというような。かと言って、それは別の系群であるかといったら、それもそ

う言い切れない。いわゆる資源構造と言われているようなものなんですが、その辺

は今後のテーマにしても、要するに同じ資源といっても基本的に浅深運動をする。

こういうものであれば、かなり地域地域に応じて資源管理をし、その取組みがその

地域に跳ね返る。そういうものでもないかなということをお聞きしてます。 

 ただ、基本的に今回の問題は、資源管理に取組む場合に、それを漁獲している皆

さんが参加し、そこで議論をすると。そのためにこの委員会を設けているところで

ございますので、やはりその中で同じ目的に対してそれぞれの人ができることを最

大限にやって、その中においていわゆる不公平感がないという形で持っていく必要

があるかなと。ただ、それを単純にどこかの地域にすべて合わせるというのも、か

えってこれはその資源管理に係わる負担と受益の関係からすると必ずしも当たら

ない部分があると思います。 

 そういうことで先ほどもありましたように、水研の方でもいろいろ調査をしてい

ただいておりますが、むしろ資源のことに最も詳しい人が漁業者であろうと。逆に

言えば、詳しいだけに厳しい面も持っているわけでございます。そういうことで今

後、半年間ありませんけれども、とにかく地元に出掛けて関係する漁業者協議会に

おいて十分説明をし、逆に先ほど部会長からありましたように、漁獲量が減ってる

から資源が悪いんじゃなくて、それを利用してないんだという意見をお聞きする。  

水研の方からするとＣＰＵＥということで見ますので、必ずしも漁獲量のみから資

源評価をしておりませんが、いずれにしてもそういうものも踏まえて、かつ、お互

-24-



 

いにその情報を公開して、関係者が一堂に会して、そこに不公平感ができるだけな

いように。かつ地域の事情をどこまでよく勘案するかということをして取組んでい

く必要があると思いますので、そういうことの御理解を賜って、また地元の方と協

議を進めていきたいと思います。 

 それからちょっと議題が戻るんですけれども、支援措置について少しよろしいで

すか。部会長は国の負担を減らそうということを考えてるんではないかということ

なんですが、減船についての枠組みの負担率は、そもそももっと国が持てという議

論はあるかもしれませんが、少なくとも今回新しいシステムにおいては、国の負担

率を下げるとか、そういうことを念頭に置いてるわけではございません。むしろも

う少し漁業者の負担の能力に応じてやっていく。その負担の能力とは何かという

と、いわゆる資源の回復というものによって、いわゆる漁業者の経営に影響を与え

ないような形の仕組みにしていきたいということでございます。 

 それで今回の場合は、要するに団体なり組合が借りるということについても、今、

平行して検討を進めておりますが、組合が実際にそれを借り得るのか、どういう貸

付け条件が満たされるのかということをあわせて検討する。つまり、新たな枠組み

が結果的に漁業者がそれを借りない。または返済に応じて大きな困難を抱えるとい

うことがないようにもっていきたい。しかし、いずれにしても担保となるのは資源

回復の確実性というところでございますので、これに取組む以上は関係者の意見を

踏まえて十分確実なものにしていきたいとしております。逆に言いますと、ある一

定以上の資源に対する削減というものが逆に必要になってくると思います。 

 それから減船問題でございますが、これはいろんなところで申し上げているんで

すが、資源を回復しようということだけであれば別に減船は必須ではございませ

ん。船を長期間休めれば資源は回復します。ただ、問題は資源が回復した後、その

翌日から何が始まるかといいますと、やはり資源に対して過剰なコストを漁業全体

が抱えて、やはり獲らなければ経営が維持できないという構造をそのまま引っ張り

ますと、基本的にまた同じことの繰り返しになるということであります。ただ、前

と同じく一緒ではありません。それは資源についてそれだけの全体の水準が上がっ

ておりますので、それ以前よりももちろん経営改善が図れるはずなんですが、地域

の漁業と資源のバランスが問題として残る。またもう一つは経営ですね。同じ漁獲

量を取っていても、ある地区ではそれで十分経営があわせられ、別の地区では無理

なところといろいろあります。 

 そういう面からすると経営対策なり付加価値生産性の向上等も一体となって、取

組んでいくと総合的に考えたときに、この段階でやはり資源が回復した後も経営の

安定を考えたときには、やむを得ないというときに減船を選択していただくことに

なるんではないかと思います。 

 いずれにしても、そういうことにつきましても、もともと資源回復計画というの

は国が決めて一方的に押しつけるという問題ではございまん。ただ、資源はやはり

こちらの都合と関係なく、削減する行為に対して反応しますので、やはり回復させ

るという目的に達するレベルまでは達成しないと、結果的に成果が出ないという難

しい問題があります。いずれにしましても支援措置も詳細が決まるのをまちそれを
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示しながら、また現場においては関係漁業者と資源の状態等につきましても、どう

いう措置を講じるかということにつきましてもあわせて十分話し合いをして進め

ていきたいというふうに考えているところであります。以上です。 

○吉岡部会長  

  いずれにいたしましても、国としましては各府県に出られて、今おっしゃるよう

な御説明はなさろうとされておるわけですか。 

○佐藤推進官  

  はい、そういうことです。既にこれまで実は足掛け４年近く、本日のこの枠組み

をつくるために漁業者説明会をやってきました。そこで出た多くの意見としては、

上の公的委員会で決まったものが下りてくるとか、自分たちの知らないところで議

論がされているとか、そういうやり方をやると結果的に失敗する例が多いと。だか

らいろんな意見もあるかもしれないけれども、現場の漁業者が必ずしも十分、国が

思っていること、何をやろうとしてるのか、そういうものを理解しないまま結果を

出すことが往々にあること。だから少なくとも現場に出てきてよく関係者に説明を

してもらいたいという意見が一貫してあったわけです。 

 それで今回の場合は漁業者協議会というものをつくって、これは 10 年間の資源

管理型漁業の取組みの中で、やはり漁業者の参加した組織というのは非常に重要で

あるというある程度の積み重ねで行政上、知見を得ていましたので、そういう趣旨

から今回、延べ 200 協議会にわたる漁業者協議会を立ち上げたということでござい

ます。 

  そういうことで極力現場に行って、地域の座談会に近いものまで顔を出して徹底

した議論を集中してやっていきたいと思います。 

○吉岡部会長  

  ありがとうございます。そういう事情でございますので、今後は各委員さんの方

からもいろんな御意見があり、あるいはまたそうしたような、今まで出ましたいろ

んな御意見も十二分に検討して、問題につきましては遠慮なしに水産庁に挙げてい

ただくとしていただきたいと思うわけでございます。いずれにしましても、金の問

題につきましては、優良企業でもなかなか金を貸せないというふうな状況でござい

ますから、私は至難の問題じゃなかろうかなと思うわけでございます。 

 いずれにしましても、そういうふうな非常に難しい状況下にございますので、ど

うか今後はやはり次の委員会までに十二分に各浜の御意見を掌握されまして、この

場で、随分に議論すべきであると、このように思っておりますので、国がおっしゃ

っても悪いものは悪いと、私はそういうふうに割切るべきだという考え方をしてお

ります。大変乱暴なことを申し上げますけれども、そのかわり我々もやはり決めた

ことについては最大の努力をしていこうと、こういうふうな考え方を持っておりま

すので、そこらについては御理解を賜っておきたい、このように思っておるわけで

ございます。 

 以上でございますけれども、せっかくの機会でございますので、事務局から素案

についても説明を受けたわけでございますし、今後は各委員さんの方からの意見も

十二分に拝聴しながら、素案につきましてはさらなる詰めを行っていきたいと考え
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ておるわけでございます。その素案を基に漁業者協議会等の場で議論を進めるとい

った作業手順について、本日、日本海西部会としてこれを承認したいと思うわけで

ございますが、いかがでございましょうか。お諮りをさせていただきます。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○吉岡部会長  

  よろしゅうございますか。では、御承認を得たということにさせていただきたい

と思います。ありがとうございました。どうかひとつ今後事務局におかれましては、

必要な作業をどんどんと進めていただきますようにお願いをする次第でございま

す。 

 なおまた各委員におきましても、この議題につきましては本日の議論の内容を十

二分に地元に持ってお帰りになっていただきまして、次回の部会におきましてはど

うかひとつ活発な御意見をお願いしたい、このように御要望申し上げておきたいと

思うわけでございます。 

 

３  その他 

 

○吉岡部会長  

  せっかくの機会でございますので、何かございましたら最後にお諮りしますが、

いかがでございましょうか。はい、どうぞ。  

○石川委員    

  この資源回復計画で、漁業者が取組む上で逡巡するというか、二の足を踏むとい

うことがあるとすれば、その一つはやはり負担が一体どれぐらいになるのかと。残

存者としての負担がどれぐらいあるのかというのが一番気になるところでござい

ます。次の会合のときには多分予算がはっきりしてるという時期だと思いますね。

次回は多分１月以降になりますよね。そうすると予算ははっきりしておりますの

で、モデル的でもいいですから一体どれぐらいの、例えば漁獲努力を減らせば個々

の漁業者の負担は一体どれぐらいになるんだというモデルをやっぱり示していた

だく必要があると思うんです。それは漁獲努力量をどれぐらいの大きさで削減する

かということと、何年ぐらいで一体負担していくのかということで、年間払う負担

率といいますか、額といいますか、というのは相当違ってくると思うんですね。そ

の辺ををひとつモデルでいいですから示していただくと議論がしやすいんではな

いかというふうに思いますので、御注文しておきたいと思います。 

○吉岡部会長  

  そのほかにございましたら。はい、どうぞ。 

○山口部長    

  先ほど事務局の方が御説明になりました「日本海西のアカガレイ」という資料１

の表の右下に、漁獲量とＣＰＵＥの棒グラフと折れ線グラフがあると思いますけ

ど、右側にＣＰＵＥと書いてあって、「トン／網」と書いてあるんですけど、とて

も１網当たり 35 トンはアカガレイではないと思いますので、これは㎏の間違いで
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ございます。そこは修正しておいていただきたいと思います。 

○吉岡部会長  

  そのほかにございませんか。 

 それでは、ほかに別段御意見もないようでございますので、本日の日本海西部会

はこれをもちまして閉会したいと思います。各委員あるいはまたきょう御臨席の皆

様方、長時間にわたりまして大変どうもありがとうございました。 

 なお、議事録署名人の橋本委員さん、濱田委員さんにつきましては、後日、本日

の議事録が事務局より送付されてくると思いますので、御署名の程、よろしくお願

いしたいと思うわけでございます。 

 私、冒頭から４時という時間の設定をいたしまして、大変御協力いただきました

こと改めてお礼を申し上げる次第でございます。本日は大変ありがとうございまし

た。 
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