
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海・九州西広域漁業調整委員会 

第４回日本海西部会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１５年３月２６日 

水産庁資源管理部管理課 



１ 開催日時 

平成１５年３月２６日（水）１４：００～ 

 

２ 開催場所 

京都タワーホテル 飛雲の間 

 

３ 出席者 

（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、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） 

 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 

 池田正樹 資源管理部沿岸沖合課承認漁業班経営指導係長 

 落合謙一 漁政部水産経営課経営改善班経営改善係長 

 田代真一 漁政部水産経営課企画調整班 

 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 

 栗田雅弘 境港漁業調整事務所長 

 小泉満代 境港漁業調整事務所資源管理計画官 

 加藤秀樹 境港漁業調整事務所資源管理係長 

 櫻林正夫 瀬戸内海漁業調整事務所資源管理計画官 

 

４ 議 題 

 （１） 平成１５年度資源回復計画関係予算について 

 （２） 日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画の実施状況及び一部見

直しについて 

 （３） 第２期資源回復計画対象魚種候補について 

 （４） その他 
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５ 議事内容 

 

開    会 

 

○小泉資源管理計画官 

  それでは、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

４回の日本海西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 名の委員に御出席いただいており

ますので、日本海西部会事務規程第５条の規定に基づき、本部会が成立していることをご

報告いたします。 

  それでは、吉岡部会長、議事進行をお願いします。 

○吉岡部会長 

  本日は年度末の大変お忙しいところ、委員の皆様方をはじめ、来賓の皆様方御出席いた

だきまして、厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

  さて、当部会におきましては、昨年の９月 11日に開催いたしました前回の部会におきま

して、日本海西部アカガレイ資源回復計画について及び第２期資源回復計画対象魚種候

補・優先順位についてということで審議を行いました。特にアカガレイに続きます次期候

補魚種につきましては、事務局から提示されたものについて審議をし、最終的にはこれま

での候補魚種を一たん白紙に戻した上で、再度現場漁業者からの資源回復計画に取り組む

べき、あるいは考える魚種についての意見を聴取いたしまして、漁業者から提案されまし

た魚種を今回の部会に提出することといたしたところでございます。このような前回部会

の結果を踏まえまして、本日の部会におきましてはアカガレイに続きます次期候補魚種に

ついて御審議をいただきたいと考えておりますが、そのほかにも平成 15年度の資源回復計

画関係予算、あるいはアカガレイの資源回復計画の実施状況及び見直しという事項もある

わけでございます。 

  限られた時間でございますけれども、委員の皆様方におきましては御審議を十二分にし

ていただきまして、御決定をいただきますようにお願いを申し上げる次第でございます。 

  議事に入ります前に、本日は佐藤資源管理推進室長がお見えになっておりますので、一

言ごあいさつをいただきたいと思います。 

○佐藤資源管理推進室長 

  水産庁資源管理推進室長の佐藤でございます。よろしくお願いします。 

  日本海・九州西広域漁業調整委員会第４回日本海西部会が開催されるに当たりまして、
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一言ごあいさつ申し上げます。 

  本日、委員の皆様方、大変お忙しい中この部会に御出席いただき、まことにありがとう

ございました。 

 皆様既に御承知のことでございますが、資源回復計画につきましては、平成 13年度から

取り組みが始まっております。今の予定では、平成 16 年度までに 50 魚種程度の中から条

件の整ったものについて順次計画の作成に着手するということになっております。そろそ

ろ半ばにさしかかったというところでありますが、平成 13年度から取り組んだ５つの計画

のうち、当部会の範囲におきます日本海西のアカガレイ、関連魚種のズワイガニの資源回

復計画を含めまして、４計画９魚種についての策定と公表が終わりました。残りのマサバ

については、本年の夏ごろを目途に取り組んでいくということにしております。またその

ほかにも、平成 14年度から検討が始まった魚種についてもそれぞれの関係する部会で検討

が進められるところであります。 

  これまで作成されました資源回復計画の状況でございますが、当部会の管轄におきまし

ては、昨年全国的なニュースにもなりましたが、エチゼンクラゲの大量発生ということで

相当操業に御苦労されたということをお聞きしておりますが、それにもかかわらず、資源

管理計画の魚種でもございますズワイガニについては、漁獲量の増大が見られたというふ

うにお聞きしております。それからほかの海域の話ですが、瀬戸内海のサワラも 11府県が

関係する大変調整に困難を極めた資源回復計画でしたが、これも大変いい漁獲になってい

ます。それから伊勢湾、三河湾につきましては関連漁業の対象とずれますけれども、魚種

としてはトラフグを対象にしています。これがはえ縄漁業で史上２番目にいいということ

で、また小底の対象魚種のマアナゴについてもふえてきたということで、今のところ資源

回復計画に取り組んでいる魚種については、これは全部ではないにしても、大変追い風が

吹いています。回復措置としては確実に定性的な管理で資源が少なくても多くても絶対役

立つということをやっておりますが、そういう形で、全体として見ておおむね順調に進ん

でいることと認識しております。 

  今回協議いただきますこの部会につきましては、一たん白紙に戻した後、再度下からの

議論を進めるということで、今後の魚種について議論を行っていただくわけでございます

が、ベニズワイガニにつきましては、大臣管理漁業者におきまして計画の作成に着手する

ことについて合意がされているなど、資源回復計画の取り組みというのは着実に広がりを

見せていると考えております。 

  皆様方も日ごろから参加していただいています地域において漁業者協議会というものが

あります。これが平成 14年度、今年の開催実績を調べたところ 797回ということで、ほぼ
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800回全国で漁業者協議会が開かれております。昨年は 420回ということでございまして、

回数が多ければいいというものではありませんが、いわゆる下からの積み上げを非常に丁

寧にやっていき、十分な議論をするということが、その後の安定した資源回復措置がやれ

るかどうかというところの大きなポイントになってくると考えています。 

  それから今年につきましては、予算関係で、資源回復計画におきまして、特に休漁措置

をバックアップするために公共事業の中に資源回復計画において休漁を余儀なくされた漁

業者の雇用対策等の意味も含めまして、その船を用船して海底清掃等を行うという事業を

立ち上げております。後で事務局から説明があると思いますが、ぜひこの事業の積極的な

活用をお願いしたいと思います。 

  また、現在水産庁においては、水産基本計画の着実な実施に向けた組織的な対応を図っ

ていくため、新水産政策推進本部を設置しております。この中に水産業の構造改革部会が

あり、その中に資源管理チームというのがございまして、資源回復計画をより着実に推進

していくため、また、ＴＡＣ制度をもう少し実効あるものとしてどう運用していくかとい

うことをテーマにあげて、検討を進めているところであります。このような中で、資源回

復計画の着実な推進につきましては、本部会がその役割を十分果たすことが資源管理のみ

ならず、本海域の今後の水産業全般の発展につながるものと考えます。このため、委員各

位の御活躍を期待するところであり、このような重大な責任を果たしておられることに対

し、心から敬意を表したいと思います。 

  最後になりましたが、本日お集まりの皆様方の御健勝と今後の御活躍をお祈りしまして、

あいさつとさせていただきます。 

○吉岡部会長 

  ありがとうございました。 

  引き続きまして境港漁業調整事務所長からごあいさつをいただきたいと思います。 

○栗田所長 

  ただいま御紹介に預かりました境港漁業調整事務所の栗田でございます。昨年 10月に赴

任いたしまして、本来なら各委員の皆様方お１人ずつ回ってごあいさつすべきところ、今

日に至りまして大変申しわけございません。この場をかりて再度あいさつさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

  本日は、日本海・九州広域漁業調整委員会第４回日本海西部会の開催に当たりまして、

委員の皆様を初めとした各府県の来賓の方々におかれましては、大変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。日本海西部会の開催に当たり、一言ごあいさつさ

せていただきます。 
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  皆様方には、日頃より資源回復計画をはじめ水産政策全般にわたりまして御理解、御協

力をいただきまして、大変ありがたく感謝しております。皆様方御承知のとおり、昨年９

月に開催されました部会におきましては、アカガレイに続く次期魚種について一たん白紙

に戻してという御意見が多数を占め、また沿岸を含めた広範な意見を聞くべきではないか

という御意見等々がございました。そういった中で、私どもとしましては、候補魚種につ

きまして現場の漁業者の意見を広範に聞くことによって、本日は資料の中に整理させてい

ただいております。何とぞ前向きな御審議をよろしくお願いいたします。 

  私ども調整事務所、また当部会が管轄する水域は、島根県から石川県の沖合いという非

常に長い海岸線を持ち、また、沿岸から沖合まで広い海域にわたっております。また、そ

の中には日韓の暫定水域が存在し、１つの魚種に対して漁労を行う漁業種類、またその魚

種等々が非常に多く、操業そのものも輻輳操業しているという現状の中で、特に韓国との

問題、暫定水域の問題等避けて通れない課題が多々あると考えております。しかしながら、

現在のこの海域をめぐる状況を見ますと、漁業者の意見からでございますが、ある魚種に

ついてはやはりどうしても早急に資源回復しなければならないというお話もございます。

また、その他の魚種についても資源動向の変動を見越して回復計画の作成を念頭に検討し

ていかなければならないというふうに考えております。 

  先般、吉岡部会長のところにおじゃましたときにこういった話がございまして、ハタハ

タがホタルイカを食べている。ハタハタを資源回復するに当たって何ができるか。ある地

域ではハタハタを主に漁獲し、ある地域ではホタルイカを漁獲しているというような現状

がある。そういう現状の中でいかに調整を図りながら実効ある回復計画に乗せていくか、

それは君たち、非常に難しい話だよというようなお話があったり、また、石川県において

たまたま資源回復に関係する調整委員会だったと思いますが、その中で、ヤナギムシガレ

イを回復計画に乗せようというお話の中で、そこは底びき業者なんですが、底びき業者全

般としては自主規制を強化していこう、一方、その他の漁業者で反対意見がある。こうい

った地域、地域によってそれぞれの立場、地域特性の中でのいろいろな意見があるという

ことをお伺いしました。私のところに課せられている仕事としましては、やはりこういっ

た地域の実態を十分に把握しながら、この回復計画をきちんと整理し、また早急に回復し

なければならない魚種についてはしっかりとやっていくという姿勢が必要ではないかとい

うふうに考えております。 

 私事でございますけれども、実は私は、ＴＡＣ制度の導入のときに担当しておりまして、

各漁協にコンピューターを設置して報告システムをつくっていくという仕事に携わったこ

とがございます。それで、いろいろ皆様方と協議しながら円滑な導入を図るべく努力した
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ところでございますけれども、一応暦年で報告するシステムなんですが、実は１月 31日ま

での任意の報告だったんですが、任意の報告の中で、ここの西部会が管轄する漁業者の報

告率は 99％だったという実績がございます。１県だけ２月１日にファックスが故障してず

れ込んだという結果がありました。ちなみに比較しますと、太平洋の方は報告が 60数％だ

った。これだけ管轄する西部会の漁業者は非常にまじめにやっていたということが私の心

の中にずっと残っておりました。いつかこの恩返しはしなきゃならんというふうに考えて

いたところでございますが、このたび回復計画を進めていく中で、私自身何らかの形で恩

返しができればというふうに考えているところでございます。また、調整事務所の中では、

昨年 10月、資源管理計画官というのが実員配備されまして、本日事務局の１人として計画

官がおりますけれども、また資源管理係長といった強力なスタッフを抱える中で、業務を

遂行していきたいというふうに考えております。あくまで実効ある回復計画の中で、皆様

の御意見を聞きながら、円滑な導入を図っていきたというふうに考えているところでござ

います。 

  本日は特に次期候補魚種について御議論していただくことを予定しておりますけれど

も、委員各位におかれましては忌憚のない御議論をお願いし、本日の部会が実り多いもの

となるようお願いしまして、私のあいさつとさせていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○吉岡部会長 

  どうもありがとうございました。 

  議事に入りたいと思うわけでございますが、まずお配りをいたしております資料の確認

を事務局のほうからしてください。 

○小泉資源管理計画官 

  配布している資料につきまして確認をさせていただきます。まず、議事次第、本日の座

席表、出席者名簿、続いて委員名簿、それから６枚綴りの資料１、３枚綴りの資料２－１、

１枚紙の資料２－２、２枚綴りの資料２－３、４枚綴りの資料３－１、２枚綴りの資料３

－２、続いて１枚紙の資料３－３、同じく１枚紙で資料３－４、５枚綴りの資料３－５、

それから委員の方のみに我が国周辺水域の資源評価の冊子、ＴＡＣ対象魚種の資源評価に

ついてお配りしております。不足の方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

議事録署名人の指名 

 

○吉岡部会長 
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  それでは、議事録署名人の選任になるわけでございますけれども、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の署名人を選出をしておく必要

があるわけでございまして、これにつきましては、部会長から２名以上を指名ということ

になっておるわけでございまして、僣越でございますが、私のほうで指名をさせていただ

きたいと思うわけでございます。これまでも名簿順に担当していただいておりましたので、

今回の議事録の署名につきましても、海区漁業調整委員会の互選委員の方から島根県の屋

田委員、大臣選任のほうから和田委員のお二方にお願いをいたしたいと思いますので、ど

うぞひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。 

 

議題１ 平成１５年度資源回復計画関係予算について 

 

○吉岡部会長 

  それでは、議事に入ります。まず、平成 15年度の資源回復計画関係予算について、事務

局のほうから説明をお願いいたします。 

○齋藤管理課課長補佐 

  水産庁管理課の斎藤と申します。よろしくお願いします。 

  資料１を使いまして資源回復関係関連予算の説明をしたいと思います。 

  平成 15年度資源回復関係の予算でございますが、全体予算が非常に厳しい中で、資源回

復計画を含めまして資源管理の必要性といったものを財務当局にも理解していただきまし

て、必要なものは増額、新設して所定の額を確保したところでございます。１枚紙で関連

予算を並べておりますが、これは大きく分けて２つのタイプがございます。資源回復措置

ということで、資源回復計画本体の推進を図るもの、例えば休漁に対する支援、改良漁具

を導入する場合の支援措置や資源回復計画の種苗放流事業もしくはその漁場環境保全にか

かる経費といった実行経費でございます。そしてもう１つは関連支援措置で資源回復計画

を側面的に支援していく措置、例えば資源回復計画を作成いたします会議費やベースとな

ります資源調査にかかる経費などとなっております。 

  資料が細かい字で書かれてあって大変見にくくて恐縮ですが、次ページ以降に特に資源

回復計画に関連の深い事業を載せておりますので、そちらのほうで説明していきたいと思

います。 

 ２ページ目、資源管理体制・機能強化総合対策事業ですが、前回の部会でも要求時点の

ものを説明しましたが、事業内容等についてはほとんど変わっておりません。また、前年

度予算０と書いてありますけれども、これは形上の話で、今回新しい予算を増額して要求
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するに当たりまして、既存事業を何本かまとめまして１本として整理したということで、

見た目は新規事業となっておりますが、中身は平成 14年度からの継続事業がほとんどとな

っております。 

  ２．事業内容ですが、（１）として資源管理に必要な情報の提供で、これは主に海洋調

査を通じ環境を把握し、それを漁業関係者へ情報提供していくという趣旨のものでござい

ます。（２）といたしまして多元的な資源管理型漁業の推進で、これも従来より続けてお

ります資源管理型漁業、こちらのほうを量・質・コストといったものを一体的にとらえた

観点で資源管理型漁業を推進していくものとなっております。また、新しい内容といたし

まして、漁協による資源管理・営漁指針の作成があります。これは漁協地区の中で魚価で

すとかコストといった総合的な対策を図って、最も適した生産方式を漁協が指針として示

すということとなっております。新しい取り組みを行うことから前年の同様の事業に比べ

まして 5,000万増額いたしまして、２億円の予算を確保しております。そして（３）の広域

的な資源管理への協力で、①といたしまして資源回復計画の作成及び普及の推進となって

おりますが、これは 13年度から行っております資源回復計画の作成に当たります会議の開

催費に対する支援等となっております。そして、また新しい内容といたしましては、今年

から運営が本格的に始まることになっていますＴＡＥ制度の報告体制の整備を新しくやっ

ていくことにしております。最後に（３）の②といたしまして、漁獲可能量の適切な管理

ということで、これはＴＡＣの報告にかかる事業費となっております。 

  続きまして３ページ目の資源回復推進等再編整備事業（見直し）ですが、こちらのほう

は資源回復計画に基づいて減船を行う場合の減船経費を支援するものです。15 年度概算決

定額が若干前年から減っておりますが、これは資源回復計画以外の減船事業の中でメニュ

ーを一部見直した結果、全体額の予算として下がったということでございます。 

  続いて４ページ目にまいりたいと思います。資源回復計画推進支援事業（拡充）、こち

らのほうは平成 14年度から行っている事業で、資源回復計画に基づいて休漁の実施や改良

漁具を導入するための経費の支援であり、本部会の管轄水域の計画でもご利用いただいて

いるところですが、平成 15年度予算は６億円で、前年度より２億円アップしたところでご

ざいます。これも資源回復計画の本数がふえてくることに関連いたしまして、所定の経費

を増額して確保したということでございます。 

  続いて５ページ目にまいりたいと思います。こちらは資源回復支援基盤整備事業、これ

が平成 15年度の支援事業の中で目玉的なものではないかと考えております。これは、あい

さつで佐藤室長のほうからも申し上げましたが、公共事業を使いまして、資源回復計画に

基づいて休漁している漁船を活用して、海底清掃、海底耕うんといった漁場保全事業を行
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っていくものとなっております。当然公共事業で行うということですので、それに参加す

る漁船については所定額のよう船料を払うこととなっております。こちらの事業は現在水

産庁の計画課を中心に関係県について事業のヒアリングを行っているところでございます

が、まだ初年度ということもあって、なかなか具体的に県の公共事業担当がどういった事

業であるかということを理解しておらず、足踏みしているような状態となっております。

この手の保全事業については、従来、効果の算出方法をいたしまして、耕うんした漁場面

積、回収したごみの量といったものに比例して漁獲量が増大するというようなことから効

果を算出してきたところです。既存の公共事業を考えますと、効率的な土木事業といった

ものを行っていけば事業量に比例して魚が増えていくという算出方法をとっておりました

ので、土木的な効率を追求することが一番ということにもなりかねないところです。海底

耕うんの専業船といった船を使うよりは、単純に土木的な意味を見ると、小さな漁船を使

うと効率が劣るということが県の土木担当のほうで難色を示している理由の一つであると

聞いてきております。ただ、こういった従来の考えでは、魚が無限にあるということであ

れば当然魚礁をつくればそれに魚がついていくことも言えると思いますが、実際、漁場を

改良してもきちんとした管理をしていかなければ、魚を増やすことにはつながらないと考

えているところでございます。資源回復支援整備事業につきましては、資源回復計画とセ

ットで行うということから、効果算出につきましては、従来の構造物に関してどれぐらい

魚がふえるかといったものにプラスして、資源回復計画による効果といったものをプラス

して効果を見ていくことを考えております。ただ、こういった効果をどう出していくかと

いったことは、現在計画課のほうでマニュアルをつくって、県に示していくこととしてお

りますし、また、漁船が随意契約できるような形に事業要綱の整備を進めることとしてお

ります。さらに本事業については起債対象とすべく現在総務省に対して要求中であり、平

成 15 年度は 94 億円となっておりますので、ぜひ関係される府県におかれましては、本事

業の積極的な活用を進めてもらいたいと考えております。 

  最後に６ページ目ですが、我が国周辺水域資源調査等推進対策（拡充）、こちらのほう

は資源管理の一番のもとになります水産資源の調査を水研センターの方に委託して行うも

のということで、前年度に比べて拡充して確保しております。 

  こういったさまざまな予算などを使いながら、今後とも資源回復計画を含めた資源管理

について進めてまいりたいと考えております。 

  事務局の説明のほうは以上です。 

○吉岡部会長 

  ただいま事務局のほうから詳しく説明があったわけでございますが、この件につきまし
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て、委員の皆様方からご質問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。 

○和田委員 

  前にも何回も申し上げているとは思いますけれども、今予算を概略説明していただいた

んですけど、一応魚価支持対策、魚価対策というところは、具体的にはこの項目を見ます

と入っていないような気がするんですけど、どうなんでしょうか。 

○齋藤管理課課長補佐 

  魚価対策も別途加工流通課等で講じていますが、本資料はあくまでも資源回復、資源管

理に着目してまとめた場合はこういうふうなまとめ方になります。当然広い意味で考えて

いけば、魚価対策ですとか、当然漁港の建設みたいな話もつながってくるのかもしれませ

んが、あくまでも資源管理回復計画のための関連予算という形でまとめたものでございま

すので、水産庁の予算の中で魚価対策というのが全く抜けているということではございま

せん。 

○和田委員 

  これはお願いになりますけど、一応資源回復計画である程度資源管理といいますか、漁

獲量を減らして回復を待つという格好になるわけですが、ただ、これは前にも申し上げま

したけれども、一応経営的には収入といいますのが漁獲数量掛ける魚価でございまして、

今の社会的な面もありますけれども、経済情勢等を考えてみれば、非常に国際要因等も大

きく、ある程度魚価の安定的といいますか、例えば５年間の資源回復計画、10 年間の計画

など、そういった面で実際に実効を考えるのだったら、やはり魚価要因としてどのように

対策を打っていくかというのも非常に大きな政策といいますか、問題であるというふうに

思うわけですけれども、お願いといいましたのは非常に難しいことだと思いますので、極

力充実した魚価対策がとられるようお願い申し上げます。 

○佐藤資源管理推進室長 

  実は資源回復計画は、魚価の問題が恐らく次に問題になってくると思います。それは今

の資源が悪い状態における悩みより別の次元の悩みになるんですが、必ずそれは大きな問

題になってくるということは避けられないと思います。既に資源回復がある程度図られて

きて急激に獲られれば、直ぐに魚価安になります。昭和 60年代までのように獲っても獲っ

ても魚を買ってくれる時代が事実上終わっています。食糧自給率等についても先ほどの施

策の中に上げてはいますが、現実に何が起こっているかという面から見ますと、少なくと

も飽和状態にある。そういう中で、魚が増えた時に例えば太平洋のマサバもそうですけれ

ども、あれが昔のように 100万トン近くもし増えたらどういうことが起こるかというのは、
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恐らく魚価が 10円、20円の世界にまた入っていく可能性があります。いずれにしても、こ

の多元的資源管理型漁業の取り組みでは、そのアプローチは最初から組んで、資源を増や

す以上に付加価値を上げるという感じなんですが、我々はいろいろな価格維持施策をやる

ということでは、恐らく今の構造であれば、問題は流通段階における漁業者の手取り率が

一貫して減ってきていることです。農業のほうはまだ消費者が 100円払えば 50円という金

額は生産者の取り分にあるようですが、漁業者は昭和 40年代に 50％ぐらいもらっていたの

が今 25％です。つまり今の水産流通のその辺から併せて対策をしないと、今の流通機構を

前提に、昔のように魚を増やしていったら、恐らくパンクしてしまうだろうということが

あります。秋田のハタハタも増えていますから、あそこも恐らく４～５倍ぐらい去年に比

べて獲れた。大問題になっているのは魚価です。一方一般消費者は、秋田のハタハタとい

うのはどこできちんと売られているのか。そういう流通のところについて相当一般の県民

の人から、魚を増やすのはいい、しかし、それをどうやって自分たちのところにきちんと

届けるのかというところについて、漁業者が努力をしないと、獲ってくればいい時代はも

う終わったのじゃないかという話があります。今、和田委員御指摘のように、いわゆる従

来の水産庁がやっている魚価安定の施策、これも直接補助金が出たりいろいろありますけ

れども、ちょっとそれはＷＴＯの中で難しいと思うんですが、いずれにしても、その問題

は資源回復をすればするほど全国的に問題になってくる。それが流通について漁業者が魚

を増やす、管理すると同じぐらい魚の売り方を従来以上の形できめ細かにやっていかない

と、恐らく魚は増えたけど実収入は余り変わらないということになる可能性があると思い

ます。だから、そういうことについても並行してやっていかないといけないいうふうに思

います。 

○吉岡部会長 

  きょうお集まりの皆様方は、今室長のほうからいろいろお話がございましたけれども、

資源が増えれば魚が安くなるのだというふうなことでございますけれども、私はそうあっ

てはならないという考え方を持っておるわけでございまして、少なくともそれは国のほう

で逆に消費拡大を図るような施策を考えていかないことには、ただ漁業者だけが一生懸命

になってやりなさいよ。これは無責任ではなかろうかなと、私は思っております。ですか

ら、今後といたしましては、資源回復計画を推進しようと思えば、やはり魚価対策、消費

拡大を国のほうで積極的に進めていただくという方向で皆様方のご理解を賜っておきたい

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） 

○吉岡部会長 
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  ありがとうございました。 

  それでは、ほかにご質問がないようでございますので、次に進まさせていただきたいと

思います。 

 

議題２ 日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画の実施状況及び 

一部見直しについて 

 

○吉岡部会長 

  ２番目の日本海西部アカガレイ資源回復計画の実施状況及び一部の見直しについてを議

題とさせていただきます。事務局から説明をお願いいたします。 

○小泉資源管理計画官 

  それでは、日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画に基づく削減措置と漁場

環境保全措置の実施状況ということで、資料２－１に基づきまして説明させていただきま

す。 

  これにつきましては資源回復計画のうち、資源回復のために講じる措置と実施期間のと

ころを抜粋してあります。また、右端に現在の実施状況について入れております。 

  簡単に御説明いたしますと、平成 14年度実施措置は、いずれの府県についても計画どお

り措置済みということです。それから、平成 15年度実施措置につきましても、いずれの府

県についても計画どおり実施予定ということとなっております。平成 16年度実施予定の兵

庫県、鳥取県ですが、保護礁の設置を行う予定ですけれども、これにつきましては、設置

場所について調整中ということであります。 

  続きましてページをめくっていただきまして、漁場環境の保全措置についてです。これ

につきましては、実施する３府県につきまして、平成 14年度計画どおり実施しております。

また、平成 15年度も計画どおり実施予定になっております。 

  続きまして資料２－２に移らさせていただきます。アカガレイの漁獲量と漁獲金額につ

てまとめております。左上のほうから順番に図１は、アカガレイ漁獲量について、漁業種

類別に示しております。図２は、アカガレイ漁獲金額について、漁業種類別に示しており

ます。図３は、アカガレイの漁獲量について府県別に示しております。続きまして図４は、

アカガレイの漁獲金額について府県別に示しております。これらのデータは府県からの聞

き取りによる情報をまとめたものでございます。 

  なお、注意するべき点としましては、例えば図１の 2002年の漁獲量が例年に比べまして

若干減少しているというようなところが気になるところではございますが、これにつきま
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しては、冒頭あいさつでもありましたように、エチゼンクラゲの発生に伴いまして、ある

地域によれば、例えば９月、10月で平年のアカガレイの漁獲努力量の約 10分の１にとどま

っているところもあるというようなことが漁獲量の減少につながっているというふうに分

析しております。ただし、これにつきましては速報値でございますので、若干の修正とい

う可能性もございますのでその点御了承ください。 

  続きまして資料２－３に移らさせていただきます。資源回復計画につきましては毎年検

討を加え、必要があると認められた場合においては計画を見直すということになっており

ます。このたび、下に波線をつけておりますけれども、ここの部分について見直しをした

いと考えております。 

  それは次のページになりますが、島根県のところです。これにつきまして努力量削減の

ため、また現場の関係者の方々の了解を得たということで、従来の削減措置に加えまして

休漁を追加させていただいております。沖合底びき網漁業です。４月、５月のうち一定期

間で 15年度より実施したいと考えております。また、（３）漁場環境の保全措置につきま

しては、同じく島根県のところで海底耕うん・海底清掃のところですが、沖合底びき網漁

業で、現在禁漁期間中の６月から８月で実施するということでありましたけれども、４月、

５月のうち一定期間に変更させていただきたいと考えております。つまり、さきに述べた

新たな４月、５月のうち一定期間の休漁期間中に実施するということで見直したいという

ことでございます。以上の見直しにつきまして提案させていただきたいと思います。 

  事務局からは以上です。 

○吉岡部会長 

  それでは、ただいま事務局のほうから説明があったわけでございますが、ただいまの説

明につきましてご質問等ございましたら、どなたでも結構でございます。 

○橋本委員 

  この２ー２の資料ですけれども、底びき網以外のアカガレイの漁獲量が出ていますが、

これは何で獲っているんですか。 

○小泉資源管理計画官 

  刺し網が主にその他の中に入っているということです。 

○吉岡部会長 

  よろしゅうございますか。 

○橋本委員 

  はい。 

○吉岡部会長 
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  そのほかに。どうぞ。 

○三木委員 

  資料２－１の中で、漁場環境の保全措置として、福井県さんのほうで海底耕うんと海底

清掃を書いていらっしゃるということですが、これは休漁船の活用なのか、違うのかとい

うことと、更にこれがどういう範囲、隻数等、その内容について教えていただきたいと思

います。 

○阿部管理課課長補佐 

  まず質問の最初の休漁船を活用しているかどうかということですけれども、基本的には

この資源回復計画の対象漁船であります小型底びき網漁船を使っています。対象漁船では

ありますけれども、資源回復計画で新たに、今までの規制以上に休漁して海底清掃などを

やるというわけではなく、通常の禁漁期間中、６月から８月までというのは制限条件上操

業できないことになっていますので、その期間に漁業者がみずから自分の漁場をきれいに

するということです。 

 それから、対象の場所と隻数につきましては、すみませんが事務局のほうでは詳しく把

握しておりません。福井県の県の担当者の方でフォローできるところがありましたらお願

いします。 

○福井県松﨑主任 

  福井県の水産課の者ですが、福井県の地先沖でやっておりますが、隻数についてはちょ

っと細かいところまで持ってきていませんので、また事後報告させていただいてよろしい

ですか。 

○三木委員 

  これはまだ環境保全事業として実施しているわけではないということなんでしょうか。 

○阿部管理課課長補佐 

  （３）の環境保全事業で実施しているものがその対象漁船を使った海底耕うんと海底清

掃事業であるということです。 

○三木委員 

  海底耕うんをしたことによって、した業者に対して幾らか支払われるという段階にもう

既になっているんですか。 

○阿部管理課課長補佐 

  それは公共事業で、資料１のところで公共事業の説明をしましたけれども、今回説明し

たのは資源回復計画で新たに休漁することになった漁業者を活用する海底耕うん事業とい

うことで説明したのですが、実はその海底耕うん事業自身はこの資料１で説明した事業以
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外にも既にできるメニューがありまして、それを使って以前より福井県が公共事業のメニ

ューで取り組んでいるものです。これについては、船を用船して海底耕うん事業に当たっ

てもらうので、所要の規定の経費に基づいてお金を払っているということになります。 

○三木委員 

  ありがとうございました。今後この海底耕うんというものが広い範囲で行われるという

ことになりますでしょうから、どのように行われているのか、ちょっとお伺いしたかった

んです。ありがとうございました。 

○吉岡部会長 

  そのほかに、よろしゅうございますか。 

  それでは、別段異論もないようでございますので、日本海西部アカガレイ資源回復計画

一部見直しにつきましては、本会としては了承するということにさせていただいてよろし

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、了承するということにさせていただきたいと思い

ます。 

 

議題３ 第２期資源回復計画対象魚種候補について 

 

○吉岡部会長 

  次は、３番の第２期の資源回復計画対象魚種候補についてでございます。アカガレイに

続きます次期の候補魚種につきましては、冒頭で申し上げましたとおりに、前回部会にお

きまして各府県からの要望事項に基づきまして事務局から候補魚種について提示がありま

したけれども、すべて一たん白紙に戻しておるわけでございます。そういうことで、対象

漁業を底びき網漁業以外の沿岸漁業やその他の漁業種類も含めた見地から、再度現場の業

者から資源回復計画に取り組むべきと考えます魚種について意見を聴取いたしまして、漁

業者から提案されました魚種を今回の部会に提示するとしたところでございます。従いま

して、これまでの検討状況と漁業者から提案をされました魚種について、また今後どのよ

うに展開していくのかについて、事務局から説明があるわけでございます。説明がありま

した後に、各委員さんからご意見を伺いたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

したいと思います。 

  それでは、事務局のほうから説明をお願いいたします。 
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○小泉資源管理計画官 

  前回部会においてアカガレイに続く次期候補魚種につきまして、御審議いただいた結果、

底びき網漁業以外の沿岸漁業、その他の漁業種類も含めた見地から、再度現場において検

討してくるようにということでしたので、実際現場のほうで協議会を多数開催いたしまし

て意見聴取に努めたところでございます。その結果につきましては、資料３－１のとおり

でございます。県別、漁業種類別に漁業者協議会での意見について整理したものにつきま

しては、資料３－３のとおりとなっております。また、それをもう少し簡単に見やすくし

たものにつきましては、資料３－２のとおりでございます。説明につきましては、資料３

－２に基づいてさせていただきます。 

  候補魚種として魚種名が具体的に上がったものといたしましては、ベニズワイ、ハタハ

タ、ニギス、ヤナギムシガレイ、沿岸性カレイといった５つのものが上がってきておりま

す。順に意見等について簡単にご説明します。 

  まず、ベニズワイにつきましては、かにかご漁業の大臣許可、知事許可がありますけれ

ども、大臣許可につきまして、本年の２月 26日に境港にて開催されました日本海かにかご

漁業協会の大臣許可船漁業者会議において、大臣管理分につきまして先行して次期候補魚

種とするということで意見が一致しております。また、今後、計画内容の検討に着手する

ということで了承されております。これにつきましては、これまで主漁場でありました、

今、暫定水域になっております場所で、韓国漁船との競合が生じ出漁ができなくなったと

いうことがありまして、漁獲量が非常に減少しているという背景がございます。今後は、

暫定水域を除いた我が国のＥＥＺ内での資源管理をしていくということで、この回復計画

の取り組みが検討されてきたというふうに承知しております。また、現在のところ、業界

内での検討を待つというところではございますが、減船や休漁、保護区域の設定など今後、

措置として考えていけるのではないかと考えております。続きまして知事管理分について

ですけれども、大臣許可船の漁業者会議において次期候補魚種とすることについて一致し

たことを受け、兵庫県の知事許可船漁業者も検討を進めることとなっております。 

  ２つ目はハタハタです。京都府の底びき網漁業者協議会では、次期候補魚種とすること

で合意されております。また、更に石川県の底びき漁業者の地区別の協議会でも、地区に

よりましては目合いの拡大など小型魚保護を行うということで意見が出ております。また

他方、朝鮮半島までこの魚種につきましては回遊するという特性がありますので、日本だ

けでの管理が効果があるかどうか、また今年は特に漁獲量が多いということで資源状況が

悪くないのではないかというような意見もございます。 

  ３つ目は、ニギスです。鳥取県の沖底漁業者協議会が候補魚種として上げております。
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回復措置としましては、改良漁具の導入による小型魚の保護というのが想定されておりま

す。 

  ４つ目はヤナギムシガレイです。京都府や石川県の底びき漁業協議会におきまして、一

部の小底の漁業者から目合いの拡大による小型魚保護を行うべきという意見が出ておりま

す。また他方、主対象魚種が獲れなくなるのではないかということで、目合い拡大が困難

だというような意見もございます。 

  ５つ目は、沿岸性カレイです。石川県の底びき漁業者の地区別協議会において、小型底

びき網漁業者から目合いの拡大による小型魚の保護を行うべきとの意見が出ております。

また他方、これにつきましても主対象魚種が獲れなくなるのではないかということで、困

難ではないかとの意見もございます。 

  次のページに移らさせていただきます。これにつきましては、沿岸漁業者の協議会にお

いて出た意見として主立ったものをまとめたものでございます。定置網漁業者のほうから

は、特に石川県では漁業者協議会等で小型魚の混獲について意見が出されております。そ

れを防止するため魚捕り部の目合いの拡大や選択漁具等について技術開発が必要という意

見が出されております。また他方、まき網その他の漁業調整を優先するべきとの意見も出

されております。 

  続いて刺し網漁業です。石川県では、漁業者協議会でメバル類、アマダイ類について今

後再検討をするということになっております。また福井県では、アマダイについて小型の

ものが混獲されるということで、選択的漁獲が可能な漁具の開発が望まれております。 

  船びき網漁業につきましては、石川県でサヨリについて今後再検討することとなってお

ります。また、福井県では小型のものが混獲されるということで、やはり選択的漁獲が可

能な漁具の開発が望まれているという意見がございます。 

  いずれにしましても、沿岸につきましては具体的な魚種というのが今回は上がってきて

いないという状況でございます。引き続き検討していくということでさせていただきたい

と考えております。 

  そして、前のページに戻らさせていただきますけれども、この５つの魚種が上がってき

たのですが、本部会以降、意見を上げた漁業者を主体に、その他の魚種の漁獲実績を踏ま

え、関係県、それから関係漁業者を加えて検討を進めまして、次回の部会にこれらの検討

状況、検討結果を報告させていただくということにさせていただきたいと考えております。 

  なお、次期候補魚種として上げられたものとしましては、魚種の提案漁業者と関係漁業

者について資料３－４のとおり整理してございます。魚種ごとに提案漁業者、それから主

な関係する漁業者を府県、漁業種類ごとに記載しております。それから備考のところにつ
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きましては、漁獲量のウエイトの高いところを記載させていただいております。 

  いずれにしましても、候補魚種として意見が今回上がったものにつきましては、現場で

の漁業者協議会等で上がってきたものということで、その意見を尊重して、まず提案漁業

者を主体に削減措置といった具体的なところについて検討を進めていくということでご審

議をいただきたいというふうに考えております。 

  なお、資料３－５に候補魚種の漁獲量を府県別、漁業種類別にまとめていますので参考

までにご覧いただきたいと思います。 

  事務局からは以上です。 

○吉岡部会長 

  ただいま説明があったわけでございますが、今日の魚種につきましては、各府県に通達

を出して、各府県から漁業者で十二分に話し合っていただいてこの魚種が上がってきた、

このような説明だったわけでございます。果たしてそうかなと、私はそういう思いがする

点もあるわけでございますが、いずれにいたしましても、関係漁業者とお出しになった関

係県を含めて十二分に検討を加えて、次回の部会に報告していただきたいという今の説明

であるわけでございます。なおまた、ベニズワイガニにおきましては、大臣許可漁業者が

資源回復計画の対象魚種としての検討を進めることでまとまっているようでございます

し、兵庫県の知事許可漁業で話が出てきておるようでございますので、これまた具体的な

削減措置の検討を進めていただきたい、このように考えておるわけでございます。 

  いずれにいたしましても、今回の魚種につきましては、おおむね底びきの魚種が主体で

あるわけでございますし、沿岸におきましては先ほど説明がございましたけれども、定置、

刺し網等があるようでございますが、底びき以外から魚種が上がっていないというのが実

態であるようでございます。そういうことでございますので、本日のところは、これだと

いう絞り方をせずして、改めて出されました各府県からの魚種について再度十二分にその

府県で検討を加えていただいて、その魚種が次の候補に上がるようなご努力をして提案を

していただくということにさせていただきたいと思いますが、皆様方のご意見をお伺いし

たいと思います。 

  それから、私は水産庁に一言お願いをするわけでございますが、沿岸を含めた格好にな

れば、私は魚種の候補については、県の方がいらっしゃって大変失礼な言い方をするかも

しれませんが、県に候補魚種を出してくださいという通達を出してこれで通用すると思い

ますが、逆に今のような状態の中で、底びき魚種が中心ということになれば、私はこの魚

種を決めるのには隣府県の調整というものが非常に必要であろうと、私はそういう認識を

しておるわけです。仮に兵庫なら鳥取とも関連性がある。福井なら石川と、あるいはまた
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京都と福井というような隣府県の調整というものが十二分になければ、本当の資源回復計

画は図れないと思っておるわけでございますので、いいのか悪いのか今後の検討を加えて

いただいたら結構でございますが、底びき魚種につきましては少なくとも全底もあるわけ

ですから、県も含めて、全底も中に入れてそうした調整もしていただくことがスムーズに

いく方法の１つじゃないだろうかなと、私はそういうふうに考えますので、今日は別に回

答を求めませんけれども、水産庁のほうではどちらかいい方法を考えていただいたら結構

かと思います。 

  まず皆様方のご意見をお伺いいたしたいと思います。今日は各県から上がってきた、こ

れでいいのか悪いのかということにつきましては再度各府県で検討を加えていただいて、

次回にこれは間違いございません、これについては県が責任を持ってそれを推し進めます

というふうな格好でいきたいという考え方でございますが、委員の皆様方、いかがでござ

いましょうか。どなたでも結構でございます。 

○橋本委員 

  ここに幾つかの魚種が上がっておりますが、私、石川なものでございますので、石川県

の今までの取り組みと今後の課題ということで少しお話をさせていただきたいと思いま

す。 

  お手元に資料が出ておりますとおりに、石川県では８回の漁業者会議を開いておるわけ

ですが、非常に海岸線が長いものですから、まず各地区別にやっておりまして、昨日最後

の底びき漁業者、いわゆる小底・沖底を交じえましての話し合いをした次第でございます。

そこで、これもここに書いてあるとおり地区ごとに意見がまちまちですが、共通していた

点は、ヤナギムシガレイの小型魚を何とか獲らないでおこうじゃないか。ただ、その方法

としまして、一番簡単なのは網目の拡大でございますが、そうすると、他の獲りたい魚種

にも影響するというようなところでちょっとひっかかっておったわけなんですが、大半の

方は底びきとしてはヤナギムシガレイは大きくなると非常に値段がいいんですが、小さい

うちは安いわけです。こういうものをいたずらにたくさん獲って、そして資源の枯渇を招

く。それを持ってきてもこなくても、箱数の違いは少なくなりますが、売上金額では余り

変わらないということです、小型のものが揚がらないので大きいほうが高くなる、そうい

う意見もありましたが、ここで問題は、石川県の場合はごち網というのがございまして、

これもヤナギムシガレイを獲っています。今後このごち網との調整をした上で、再度寄っ

て話をしたい、こういうところが最後の会合の結論でございます。 

  それから、先ほどからいろいろお話が出ておりますとおりに、底びきばかり資源管理の

対象になっているのじゃないか、刺し網にしても定置にしてもほかの魚を獲っている。こ
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のことについても、今もっと力を入れて資源管理の方向で話を進めてくれと、こういう意

見が出ておりましたので、最終的にこの魚種というふうに決定は今の場合にはできません

が、何か１つ魚種を選定するために前向きに努力していきたいなと、このように思ってい

るところでございます。 

○吉岡部会長 

  ありがとうございました。いずれにしましても、今橋本さんがおっしゃいますように、

今日お集まりの各府県の方々もいらっしゃるわけですから、なければないで、再度沿岸漁

業等につきましても各府県で底びきも含めて業者協議会、そうしたものを再度やらせてい

ただいて、兵庫県は兵庫県でございませんよというならば仕方ございませんけれども、改

めて沿岸の魚種についても、そうしたものも魚種がないのかどうか、改めて確かめていた

だいて、あれば上げていただきたい、このように思っておるわけでございます。 

○佐藤資源管理推進室長 

  それでは、先ほど部会長からありましたお話と、今橋本委員からあったもの両方関連し

て、何か決まっているというわけではないんですけれども、いろんなところで話があって、

とりあえず私どもの考え方をまず１つ申し上げますが、いわゆるなぜ沿岸漁業の関係の魚

種が出てこないのだろうかということですが、明日、九州西部会が開かれますけれども、

ここでは、はえ縄漁業の対象のトラフグと沖縄、奄美のほうの一本釣り業者が主として獲

っているマチ類が議題となっています。それから瀬戸内海でもやはり流し網漁業が主体の

サワラなど、決して全国的に見たときに、沿岸漁業者の魚種がないということはないんで

す。恐らく日本海の西では、底びきが漁業のウエイトがそもそも大きく、他の海域と特性

が違うというのが一つあると思います。 

  もう一つは、実は資源管理をやっていて少しずつ分かってきているんですけれども、今

の資源回復計画は、ある程度国が全体を動かしていくからどうしてもたくさん獲れる魚種

からまず狙いをつけていくわけです。そうしますと、アジ・サバ・イワシ、それからイカ、

スケソウ、あとカタクチやホッケなど、そういう漁獲量の多いもので、日本の漁獲量の 400

万トンのたしか７割弱ぐらいいくんですが、残りの 150 万トンというのが実は統計的にい

いますと 350 から 400 魚種ぐらいが漁獲統計の銘柄に上がってきているんです。統計上大

きな魚種からピックアップしていきますとどうしてもそういうものになって、その他数百

ある魚種を一体どういうふうに資源管理をやっていくか。特に定置などもいろいろなもの

が入るし、小底なども、特に西のほうの小底など年間 200 から 250 種類ぐらいの魚を獲っ

ています。一番たくさん獲っている魚でも、ある船は 8.5キロしか年間に獲っていなかった

という事例もあります。つまりこういうところで資源の回復といっても何をターゲットに
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するかという問題があります。そういうものは一々細かく調べていないわけです。そうし

ますと、我が国のようにいろいろな魚種がたくさんあるところで、今のような特定魚種を

狙ったアプローチをやっていたら、恐らく対象魚種の数が尽きてくるのではないか、それ

がかなり見えてきます。今私どもがやろうとしている 50魚種を全部対象にできても、実は

40 万トンしかいかないのです。ところが、日本の周辺の漁獲量というのは 400 万トンです

から、わずか 10％しか資源回復計画は対応しない。うまくいったところでせいぜい線がで

きるぐらいで、点から線に近いところになるんですね。ところが、沿岸漁業やまき網の方

もそうなのですが、いろいろなものを獲っている場合、一部に上がっている考え方は、た

とえば定置の方も待ちの漁業だと言いながらも、昔のブリ定置時代から少しずつブリが少

なくなって、マイワシがわいて目合いを小さくしてきて、今度はイワシも減ってきて、そ

れでは目合いを大きくするかといっても、やっぱり経営が悪いから大きくできない。小型

魚は決して獲りたくないのだけども、そういう魚も入ってくる。それを何とかするべきで

はないかというのを時々聞くわけです。そういう面からしますと、日本海の主要漁業で、

日本の中でも定置と言えば日本海の京都もそうだと思うのですけど、非常に主役となる漁

業です。これをどうやって解決していくかということを今の枠組みの中で排除しているわ

けではないのですが、まさにここに上がってきている刺し網もそうだと思いますが、特定

魚種を狙わない漁業についても、ある程度漁具なり、ある時期の保護なりについてターゲ

ットにしてやっていく必要があるのではないか。そういうものを排除しないでもう少し掘

り起こしながらやってみるのもどうか。その時必ず出てくるのは、まき網の方のことです。

定置の方が言うのは、うちが稚魚を保護している時に沖で獲っているまき網はどうするん

ですかということです。まき網にしても連続して稚魚が獲れていてかなり価格が安くなっ

ている時などは、ある程度休漁するなり、例えばそういうことが支援措置の中でできるの

なら、そのブロック単位で特定の魚種にするのでなく、稚魚をみんなで保護しましょう、

そういう組み立てのものがもし合意できるようであれば、これは面的にどんどん増えてく

る可能性はあるのじゃないかという感じがしております。 

  それからもう一つ、どうしても水産庁が選んだ魚種は統計上、漁獲量の多い方から入る

んですが、県の皆さんに言わせると、魅力がないというか、身近に感じない魚種なんです

ね。県の方が一番身近に感じる魚種は何か。栽培対象魚種なんです。栽培対象魚種も放流

直後の管理というのが必ずしも十分ではなくて、小さいうちに獲ってしまうという事実も

あります。もしその放流直後の一定期間を保護するのに、この資源回復計画で休漁するな

り禁止区域にするということをセットでやれれば、これは種苗放流の財源が減ってきて仮

に半分になったとしても、その後の管理措置がよければそれを維持、また増大もできる。

 - 21 -  



そういうものを狙ったものに発展させないと、終わったときに何か大きな問題が全部残っ

てしまっているではないかということになりかねません。 

また、特定の魚種を対象とする資源回復計画の場合、資源管理というときれいな説明が

できて、特定魚種がこんなに減っているので、計画を作って資源管理をしていきます。こ

れは説明しやすいんですが、一方、定置や刺し網漁業のように何百という種類が何となく

減ってきているものをどうやって回復して結果を見るかという問題については、若干ひね

りを入れたりしなければいけないというふうに思います。稚魚の漁獲というのが実は知ら

ないうちに相当行われていて、漁業者も小さい魚を獲るのは無駄だと思っている。それを

解決することによって幅広く沿岸の人にとっても相当いい効果が出てくるのではないか。

そういうものを何とか皆様方が地域で検討していただき、私どもも積極的なそういう形の

組み立てを今度持ちかけていきたいなと思うんですが、その辺をやることによってこの定

置、刺し網、船びきなども参加しやすい、また自分たちとしても問題と思っているような

ものに間尺に合うような計画がつくれるのかどうかというものを検討してかないといけな

いというふうに思っています。 

  それからもう１点ですが、私どもがＡ県、Ｂ県の意見が違うときにどこで合意できるか

という横並びの調整は今後やっていかなければいけないなと思います。最初にアカガレイ

を選択したときも島根県さんから言われましたが、これは我が県にとってはほとんどウエ

イトがない。それと同じことが青森でもマガレイを提案したときにあったわけです。魚種

の名前も通じないぐらいのウエイトの低い話なんですが、どうしてもたくさん獲れている

魚種は数県に跨りますが、両端の県はほとんど漁獲がない。関心もないわけです。そうい

うところに持っていってわざわざ休漁してくださいとか言ったら、とても受けられません。

しかし、その当該県にとって必要なものがあるのだったら取り組んでくださいということ

で、要するに横断的取り組みが基本的に必要なんですが、余りに厳格にやると、逆に１カ

所壊れたら全部つくれないということになるので、まさにその中の話し合いで、地域の特

性の中でどこまで組み立てが可能かという形を一つ一つ追いかけていかれればと思いま

す。今回たまたまアカガレイやズワイガニというのはここの海域のみんなの共通代表種で

すから、これについては当然合意する。しかし、その地域によってウエイトが違うものな

どが出てくると、生態的に一本だから一緒に参加しろということだけではいかない。じゃ

全部やめますか。これももったいない。どこまでやれるか、どこまでその県もつき合える

か。その辺の組み立てをやりながら、できる中で取り組まないと、余り完璧なものを求め

ると何もできなくなってしまうし、かといってやっても効果はないというものを資源回復

計画ですということで漁業者に提案するというわけにもいかないだろうということで、相
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互に考え方の組み立てのどこかに解決方法がないかということを今後やっていく必要があ

るというふうに思います。 

○吉岡部会長 

  委員の皆様方、ただいま水産庁のほうからいろいろな説明があったわけでございますが、

御意見がございましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

○平野委員 

  福井県の平野でございます。ただいまヤナギムシガレイの説明で石川県からございまし

たように、このヤナギムシガレイというのは、私のほうではワカサガレイといいます。ヤ

ナギムシガレイを獲りに行く船は 70隻ほどおるわけでございます。50隻までは越前の船で

ございまして、小型魚の保護のため平成７年度より自主的に袋網を７節に拡大しています。

がしかし、若狭のほうの嶺南の船が 20隻ほどがまだ調整がとれていません。越前の船と同

様に目合を７節にするといいんですが、別な魚が出ていく、特に重要魚種のカマスなんか

が出ていってしまう。ヤナギムシガレイの小さな稚魚は要らないけど、カマスがほしいた

めに県下全体で網目の拡大に取り組めないという問題が１点ございます。 

 それと、ハタハタですが、今年はどういうわけか石川県から福井県に相当多いわけで、

ハタハタが異常発生したというほど獲れているわけでございます。キロ 100 円から 150 円

というような単価で、去年の 10 分の１から 20 分の 1 の安い値段で販売されているのが実

情でございます。しかし、ハタハタを狙って獲らないとしても水深 100 メートルから 220

メートルまでの間はホタルイカがいるので、４月、５月はホタルイカを獲ります。それに

混獲してハタハタが入る。それでホタルイカを制限したらどうだというので、小型底びき

船は５キロ入れの魚箱で 250 箱、沖底船は 350 箱、それ以上獲った場合には戻ってくると

いうようなことでございまして、おのずとハタハタも漁獲制限されるのではないかという

ことになっておるわけでございます。それと、福井県は海づくり大会で表彰されたように、

改良網を盛んに使っています。14年度は 50隻ほどでございましたが、15年度には 65隻ほ

ど改良網を使う予定です。改良網を使うことによってズワイガニは 90パーセント、アカガ

レイは 20～30 パーセント網から出る。もちろん混獲されるハタハタも 20～30 パーセント

出るということで、全ての底びき対象魚種の資源保護に効果がみられます。そこで主に改

良網を重点的にやってもらいたいということでございます。 

  以上でございます。 

○吉岡部会長 

  今、福井県のほうの実態が話されたわけでございますが、少なくとも福井県のほうでは

ヤナギムシカレイを対象魚種として上げたいということで相談なさって上げられておるわ
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けですから、これが果たして本当に福井県として上げていいものかどうかということにつ

きましては、再度沿岸魚種とも公平な格好の中で検討を加えていただいて、次回に候補魚

種を上げていただくということにしていただきたいと思うわけでございます。 

  何回もくどいことを申し上げますが、今日は各府県の方々がいらっしゃるわけでござい

ますので、次回の会議におきましては、また後水産庁のほうからいつ頃の予定だというこ

とをお聞かせ願えると思うわけでございますが、今日のところは、本日の会議に向けて一

応各府県からこういう魚種を上げていただいている。これでいいのかどうかということに

ついては再度各府県で十二分なる検討を加えていただいて、改めて上げていただいて、次

回の部会でもって検討を加えていく。絞れるものならそういう格好で部会としても絞り込

んでいくような努力をしていかなければならない、そういう方向でいきたいと思いますが、

それでよろしゅうございますでしょうか、お諮りさせていただきます。そのような進め方

でよろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部管理課課長補佐 

  それはそうなんですが、既に関係漁業者の意見が一致しておるベニズワイガニについて

は、これでもう候補魚種として先に削減措置について検討を進めるということでよろしい

でしょうか。 

○吉岡部会長 

  いずれにしましても、ベニズワイであろうと何だろうと、一応改めて各府県に相談して

いただいて、次回に上げていただくわけですから、それだけを先行するというわけにいか

ないのじゃないですか。それでいいんですか。 

○佐藤資源管理推進室長 

  少し整理をさせてもらいますと、一応私どもは資源回復計画の取り組みの段階を三つに

区分しています。まず、この魚種について結果は分からないけれど一回議論をしてみまし

ょう、つまりそれは候補魚種というのはたくさんあるのですが、一応資源回復計画の中身

の検討始めるということで着手という言葉を使っていますが、これが第一段階です。次に

着手に合意したら具体的に何をやろうか、休漁しようか、禁止区域か、何がいいのだろう

ということを検討します。これは定性的な管理の方向ということです。これを決めるのが

第二段階。最後に何を具体的にどうやるか、誰がやるか、それを決める。つまり３段階の

考えであります。今ここで言っているベニズワイについては、少なくとも大臣管理漁業に

ついては、もちろん中身をどうするか、どの程度やるか、支援措置をどう組み込むかとい

ことは決まっていないけれども、少なくともベニズワイについてはやはり何らかの措置を
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資源回復計画でやる必要がある。その合意はとれた。ですから、一応これは着手になると

いう魚種として整理をさせていただいております。としますと、このハタハタ、ニギス、

ヤナギムシカレイというのは、まだこれはどういう枠組みでみんながやるか、逆にやらな

いのかというところの結論が出ていません。 まさに今日出てきたものを半年間もう少し

いいにしても悪いにしても議論しましょうというレベルですから、そういう面からします

と、例えばこれはやらない、これはやるというのが本年の９月の部会までの議論となると

思います。ベニズワイだけは一応関係漁業者がこれについては着手しようということまで

合意がとれています。それ以外のハタハタ、ニギス、ヤナギムシカレイは、一部の関係漁

業者の希望があるますが、それをどういうふうにみんなでまとめていくかということにつ

いて、まだ各県ともその希望する魚種についての意見を集約していません。その前ですか

ら、そういう形に分けてベニズワイについては一応既に関係漁業者に集まっていただいて

具体的などういう措置をしていきましょうかという段階に今後入らせていただきたい。そ

れ以外の魚種については、今部会長が仕切られましたように、みなさん持ち帰って今後ま

た検討していくというふうに私どもとしては整理をさせていただくと大変ありがたいとい

うことです。 

○吉岡部会長 

  同一歩調で私はいくべきだと思いますね。ベニズワイだけを、西部会でこの魚種だけを

先行するとかしないとか、私は再度関係府県もいらっしゃる。鳥取県もベニズワイが関係

あるわけでしょう。兵庫県も県の関係もあるわけでしょう。それだけを今ここで優先しま

すよということだけで事が済むのだろうか。やっぱり再度検討が必要だと思います。 

○佐藤資源管理推進室長 

  少なくともベニズワイについては、次の秋の部会にベニズワイの関係漁業者がいつ、ど

の水域において、何をしますというその考え方が出てきます。つまり資源回復計画の原案

が出てきます。それ以外の魚種はそれは全くこの秋までには間に合わないというふうなこ

とです。ですから、来年の今ごろ、ベニズワイについては資源回復計画の案をこの委員会

にかける可能性があります。それは北も含めてですが、その時に、もちろんそれ以外のハ

タハタ、ニギス、ヤナギムシガレイも間に合えばそうですけど、恐らく今の雰囲気であれ

ばもう少し時間がかかるのではないかと考えています。そうしますと、来年のこの時期に

は明らかにベニズワイについては力を入れてまとめていきましょう。次のステップに入り

ましょう。それ以外の魚種についてはまだまだやっぱり議論が相当残っているのではない

かという感じで整理をさせていただければありがたいです。 

○吉岡部会長 
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  私はあえて抵抗するわけじゃないですが、ベニズワイも出しておきながらいろんな問題

も秘めているわけですから、私はまだまだあると思います。だけれども、この日本海西部

会としてはいろいろな魚種が各府県から初めて上がってきたわけです。初めて上がって、

きょうは絞り込みしません、各府県で改めて十二分な議論をしてくださいと言っています。

それで再度上げていただいて絞り込みしようかということですから、どの魚種も、ベニズ

ワイだろうが、ハタハタだろうが、ニギスだろうが、何でも私は一律でいくべきではない

かなと思います。各府県がどれかを優先してやるということになったら、それだけで上が

ってきた魚種だけを個々に優先していくわけですか。 

○佐藤資源管理推進室長 

  今申しましたように、ハタハタ、ニギス、ヤナギムシカレイなどはまだ明らかにこれに

ついては異論があるというところにありますから、これをある県だけから上がってきたの

でその県だけで資源回復計画を進めましょうということには少なくともなりません。それ

はその県が納得するはずがないんです。自分たちの共有資源なのに、自分のところだけが

そういう削減措置をやるということについては納得することはないわけです。ただし、ベ

ニズワイについては、日本のいわゆる日本海における大臣許可の業界の全員がこれについ

て取り組もうという合意をしました。だから、これについてはもう次のステップに入りま

す。ハタハタその他についてはまだまだです。これは同じく仕切りがいろんなところにあ

りまして、瀬戸内海もそうですけども、サワラはまず作成しました。次にカタクチがあり

ますけど、カタクチは愛媛県が強く要望していますけども、広島県が合意しないというこ

とで先送りになりました。しかし、周防難の小底だけは３県の漁業者協議会で一応着手は

いいということでそれを上げました、という形の整理をして、先週の委員会で、周防難の

小底は着手魚種にしましょう、それ以外については継続検討、そういう整理をしたという

ことです。だから、ここにおけるベニズワイガニの整理は、関係者の合意が一応とれてい

ます。もちろんこれが完全にでき上がるまでは何が出てくるかわかりませんが、中身を詰

める段階にいきましょう。しかし、それ以外の魚種はあくまでまだ候補魚種です。だから、

それについては更にもんで議論をしましょうという形で、ベニズワイとその他の魚種につ

いての整理をそうやっていただければ、我々としたらベニズワイについてはもう次のステ

ップに入っていろいろな関係漁業者との、関係県も含めて協議を進めていきたいというふ

うに考えています。 

○吉岡部会長 

  ベニズワイは県庁も入られて同意がされておるという解釈をすればいいんですね。 

○佐藤資源管理推進室長 
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  まさに関係県も含めてですね。北のほうから南のほうまで、そうです。 

○吉岡部会長 

  それは大臣許可でしょう。 

○佐藤資源管理推進室長 

  ええ、大臣許可です。 

○吉岡部会長 

  兵庫県のほうの知事許可はどうなるのか。そこで間違ったら困るから、私はあえてそん

なことを言うわけです。大臣許可はそれでいいのかもしれないが、知事許可も兵庫県とし

てはそれでいいのですか。 

○兵庫県高木水産業専門技術員 

  まずその前に検討に着手するという言葉がひょっとしたら少し行き違いがあるのかと思

いますが、部会長もご承知かと思いますけれども、県の中の集まりを２月に１度させてい

ただきまして、その後２月 26日の大臣許可の集まりにも稲葉会長、稲葉会長は知事許可船

の方ですけども、稲葉会長も一緒に境港のほうに出席をさせていただいて、その中で大臣

許可については進めましょうという話が決まりまして、それとあわせて兵庫県については

むしろ力を入れるというと語弊がありますが、知事許可船が９隻ありますので、こちらが

非常に重要ですので、これについても歩調を合わせて検討をしていこうということまでは

なっております。だから、あくまでも検討を始めようということですので、最初から逃げ

ているわけではないですが、ひょっとしたらいろいろ検討した結果としてやはりやめたと

いうこともあり得るという意味での検討を進めるということで私たちは解釈をしておりま

すので、そういう意味合いでいきましたら、もちろん県のほうも最終的には財政支援とい

うのが出てくると考えていますので、そのあたりは本庁のほうとも相談はしております。 

○吉岡部会長 

  では、大臣許可をとりあえず進めるということに今日のところはさせていただいて、あ

との候補魚種につきましては再度沿岸魚種も含めて、各県の方々は、沿岸はないというこ

とでなく、定置などの、先ほども言っておられましたせっかくタイやヒラメを放流したけ

れども、すぐ定置に入ってすべていなくなってしまうというようなことのないような施策

を考えるなら、資源回復計画に盛り込む方向を十分考えるべきだと思いますし、改めて次

回のこの会議におきまして前に進むような魚種を上げていただくようにお願いをしておき

たいと思います。 

  それで、次の部会は大体いつごろの予定をお考えになっておるわけでしょうか。 

○小泉資源管理計画官 
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  今議論いただいたとおり、漁業者協議会を開催し、そこで検討していただくということ

でございますので、開催時期につきましてはこの検討状況を見て、改めて調整をさせてい

ただきたいと考えております。 

○佐藤資源管理推進室長 

  ただ、定例としてはいつものように東京で秋に全体の委員会をやりますので、それは進

捗状況いかんにかかわらず定例的に入れます。 

○阿部管理課課長補佐 

  定例の広域漁業調整委員会、日本海西と日本海北と九州西の合同の広域漁業調整委員会

を年１回開くことにしていますが、それを秋にやることにしていますので、委員の方々に

何回もいろいろな場所に来ていただくのも恐縮ですので、基本的にはその時にやりたいと

思っておりますけれども、今年度太平洋南で１度あったんですけれども、どうしても途中

の段階で開催しなくてはいけないという場合があれば、また別途日本海西部会の委員の方

のみ集まっていただくということもあるということでございます。 

 

議題４ その他 

 

○吉岡部会長 

  ありがとうございました。 

 以上で終わりたいと思うわけでございますが、せっかくの機会でございますので、委員

の皆様方からご希望なり、ご質問なり、ご意見がございましたらお伺いしたいと思います

が、いかがでございましょうか。どうぞ。 

○平野委員 

  ハタハタの生態がよくわからないのでございます。秋田のハタハタは秋田の沿岸で産卵

をするということは分かっているのですけど、能登半島から西にかけてのハタハタがどこ

で産卵をしてどういう具合になるかということが私のほうでは分かっておらないので、日

水研か県のほうで調査をしていただきたいと思います。分かれば説明してください。今年

突然、ものすごく莫大にハタハタの漁獲量が増えたので、生態がよくわからないというの

があるのです。 

○南日本海漁業資源部長 

日水研の南です。今、ハタハタのことを説明せよというお話でしたけれども、簡単には

このお配りしています我が国周辺水域の漁業資源評価の冊子の中にも基本的な生態などの

話が書いてあります。特に日本海の西については非常に複雑な資源構造をしていますし、
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産卵場が韓国の東側にあるとされています。また、今年ですか、鳥取でも卵を産んでいる

ことが確認されたり、非常に新しい知見が出てきていますので、日水研のほうでもハタハ

タの生態についてもう少し深く突っ込んで現在研究しようとしているところです。もしこ

れを読まれてあまり細かいことが分からないということでしたら、私のほうから資料をい

ろいろお送りすることもできますし、これから新しい知見を加えて、特に若狭湾の動きと

いうのは複雑なんですね。能登半島周辺は今後の課題もあるのですが、現在分かっている

ことについていろいろご説明することはできますので、個別にでもいたします。部会長か

ら、今は時間がおしているので簡単にということですので。 

○吉岡部会長 

  私はハタハタだけの問題でなく、今、日本海におきましてもそうでございますが、私の

ところにおきましても、資源回復計画を唱えるなら、まず魚の生態調査をすべきじゃない

か。今は、生態調査が全くできていないじゃないですか。生態調査がきちっとできれば漁

業者も納得して資源保護なりそうしたものを図っていくだろうと思います。全く今の生態

調査といいますのは、少ない予算の中で各府県が試験船でもってそうした調査をするぐら

いで、それも果たしてどこまで交流が図られてやっているかということも疑問視しなけれ

ばならん面も多々あると思います。ですから、私は少なくとも生態調査をすることによっ

て資源管理が図られるのではないか。やはり漁業者の納得するそうした回答がなければ私

はあり得ないという考え方をしておりますので、あえて時間を節約するようでございます

が、ハタハタばかりではないわけでございますので、南さんに福井県に行って説明してあ

げてくださいと言っておるわけでございますので、御容赦をお願いしたいと思います。 

  そのほかにございましたら。 

○楠調査企画係長 

  水産庁漁場資源課で、先ほどの議論にありました資源調査の担当をしております。私ど

もといたしましても、生態の解明というのは資源の管理のポイントを明確にする上で非常

に重要だというふうに思っています。そういう意味では、例えば今回日本海のアカガレイ

におきましても、従来にもまして標識放流調査等を含めて生態面での研究も進めていると

いう状況でございますし、また、今回お配りいたしました資源評価の報告書でございます

が、こちらは資源管理を進める関係の方々により管理をする上でどういったところがポイ

ントなのかというところを提供できるような形でわかりやすく提供したような形でござい

ますけれども、やはりまだ問題としては生態面での知見の提供という部分が弱いなという

ふうには思っているところでございまして、来年度の資源評価の報告にはできましたらそ

ういう資源構造をより突っ込んで説明できるような形で提供することで検討を進めている
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ところでございます。 

  私どもといたしましては、資源のより正確な情報を提供するということも一つの使命と

してあるわけですが、更に、それを分かりやすく皆様方に提供するということを一つの大

きなポイントとして考えておりまして、そういう方向性で仕事を進めていきたいというふ

うに考えておりますので、またいろいろご指導をお願いしたいと思っております。 

○吉岡部会長 

  いずれにいたしましても、生態調査につきましては一層の力を注いでいただきたい、こ

のように思っております。 

  それでは、これをもちまして閉会にいたしたいと思うわけでございますが、本日の議事

録署名人の屋田委員、和田委員におきましては、後日また事務局のほうから議事録が送ら

れる予定になっておりますので、そのときにはよろしくお願いいたします。 

  それでは、大変長時間にわたりまして、すべての案件、特に宿題として各府県でもって

再度検討を加えていただきたい、このことを強く要請をいたしておきますので、どうかひ

とつ沿岸、沖合を問わずして、今我が県に何が必要なのかということを高い見地から検討

を加えていただきまして、スムーズに進みますようにご協力をお願いいたしたいと思うわ

けでございます。 

  今日は来賓の方々、大変ありがとうございました。 

  これをもちまして閉会させていただきます。大変どうもありがとうございました。 

閉        会 
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