
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海・九州西広域漁業調整委員会 

第６回日本海西部会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年３月１６日 

水産庁資源管理部管理課 



１ 開催日時 

平成１６年３月１６日（火）１４：００～１５：３４ 

 

２ 開催場所 

東条インペリアルパレス 扇の間 

 

３ 出席者 

（委 員） 

 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、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） 

 竹谷廣之 資源管理部長 

 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 

 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 

 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 

 吉永政信 九州漁業調整事務所資源管理計画官 

 

４ 議 題 

 （１） 平成１６年度資源回復計画関係予算について 

 （２） 資源回復計画の進捗状況について 

    ① 日本海西部あかがれい（ずわいがに）資源回復計画について 

    ② 日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について 

    ③ 次期候補魚種について 

 （３） 資源回復計画に係る支援について 

 （４） その他 
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５ 議事内容 

                 開     会 

 

○ 阿部管理課課長補佐  

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

の第６回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、過半数を超える 12 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部会は成立していることを御報告いたし

ます。 

 それでは、吉岡部会長、議事進行をお願いいたします。 

 

○ 吉岡部会長  

本日は、委員の皆様方におきましては会期末を控えまして大変お忙しいところ御出席

いただきまして、お礼を申し上げる次第でございます。 

 さて、前回の日本海西部会におきましては、日本海西部海域における水産資源の状況

に係る報告をはじめ、日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）の資源回復計画の実施状況、

ベニズワイガニ資源回復計画、次期候補魚種の検討状況等について御審議を実施したと

ころでございます。 

 本日の部会におきましては、まずは事務局から資源回復計画の関連予算について説明

していただき、その後、アカガレイ資源回復計画の進捗状況、見直し案の審議、その後、

ベニズワイガニなどの着手魚種やその他候補魚種に係る検討状況の報告や進め方につ

いて御検討いただきたいと思うわけでございます。 

 また、最後に資源回復計画に係る支援措置の実施状況について事務局から説明を受け

たいと思っております。 

○ 吉岡部会長  

それでは、議事に入る前に本日、水産庁から竹谷部長がお越しでございますので、一

言ごあいさつをいただきたいと思います。 

○ 竹谷資源管理部長  

ただいま御紹介にあずかりました、１月に資源管理部長になりました竹谷廣之と申し

ます。前任の海野同様よろしくお願いいたします。 

 きょうは日本海・九州西広域漁業調整委員会の第６回日本海西部会の開催に当たりま

して、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。本当にお忙しい時期に皆様方お集ま

りいただきまして、ありがとうございます。厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 御案内のように、13 年に水産基本法が制定されまして、それから水産基本計画とい

うことで新しい水産行政が動いてきたわけでございますが、そうした中で、日本海の周

辺水域における水産資源の保存・管理といった問題が非常に大きな政策の柱の一つにな
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っているわけです。それをまた具体化する意味におきまして、この委員会も含めまして

広域の漁業調整委員会が設けられ、またその中で、きょう御審議いただくような資源回

復計画といったものを柱として政策を進めていこうということでスタートしたわけで

ございます。はやスタートしてから、２年半ぐらいがたっているわけでございます。 

 この間、関係漁業者の方々の御熱心な協議を重ねていただき、また委員の方々にも大

変な御尽力をいただきまして、全国的には６計画 12 魚種という形で、現在実施中でご

ざいます。 

 また、第２弾として４つの計画 10 魚種といったものも検討が着々進められている状

況にあるわけでございますが、資源回復計画全体の予定から見ますと、まだたくさんの

残された資源回復計画の課題、計画がございます。 

 もともとのスケジュールから参りますと、16 年度中におよその候補魚種についても

目鼻をつけることが一応の目標になっておりますので、４月から始まる１年というのが

勝負になるわけでございまして、そういった意味では非常に山場を迎えている状況にあ

るわけでございます。 

 そうした状況の中でいろんな課題も見えてきておりまして、後ほど資料で御説明させ

ていただきますが、都道府県がこうした資源回復計画にどういうふうに関与していくの

か、また負担をどう仰いでいくのかという点も課題でございます。また、既に成果が上

がっている資源回復計画におきましては、ふえてきた魚種の販路の確保の問題といった

課題も出てきておるようでございますので、そうしたいろんな課題にこたえていく必要

があるということもございます。 

 他方、16 年度までが一応計画着手スタートのめどということでございますが、17 年

度以降に向けてどういった第２ステージを迎えていくのかということがございまして、

それに向けて予算をより使いやすい方向に持って行くには、どういった課題を踏まえて

体制をとっていったらいいのかということも検討課題になっておりまして、私どももち

ょっと 17 年度の話ですけれども、徐々に今ごろから検討を始めていこうという状況に

差しかかっているわけでございます。 

 いずれにしても、ここ１年ほど新しい第２ステージに向けましても、また第１ステー

ジの締めくくりという意味におきましても、重要な１年というものを迎えますので、委

員の先生方、また関係漁業者の方々の一層の御努力をお願いしたい、また御期待申し上

げまして、私のあいさつとさせていただきたいと思います。ひとつよろしくお願いいた

します。 

○ 吉岡部会長  

部長、どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして部会の議事に入りたいと思いますが、まず、お配りしてお

ります資料について事務局から御確認をお願いしたいと思います。 

○ 阿部管理課課長補佐  
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それでは、お手元にお配りしてある本日の資料について確認させていただきます。上

から説明しますと、議事次第、配席図、出席者名簿、委員名簿、あと資料１、資料２－

１、これは１枚紙です。資料２－２、資料２－３、資料２－４、資料２－５、これも１

枚紙でございます。それで資料３でございます。 

 それで、実は当初事務局で準備していた資料のうち、資料２－３について差しかえを

させていただきました。差しかえの内容については、資料の２枚目の見直し（案）のと

ころの、島根県の減船の部分の実施時期のところが、「検討中」となっていると差し変

わっている。差し変わっていないものは、現行のところにある「平成 14 年３月」とい

うのがこの見直し（案）の欄にも入っているというものでございます。差し変えが行き

届いてなければ事務局に申し出てください。 

○ 吉岡部会長  

よろしゅうございますか。 

 

                議事録署名人の選任 

 

○ 吉岡部会長  

それでは、進めさせていただきたいと思います。 

 部会事務規程第 11 条にありますように、後日まとめられる本部会の議事録の署名人

を選出しておく必要があるわけでございまして、事務規程では会長から２名以上指名す

ることとなっておりますので、まことに僭越でございますけれども、私の方で指名させ

ていただきたいと思います。今回の部会議事録の議事録署名人としては、海区漁業調整

委員会の互選委員の方から、福井県の平野委員さんにお願いいたします。それから、大

臣選任委員の方から宮本委員にお願いしたいと思います。お二方、よろしくお願いした

いと思います。 

 

          議題１ 平成 16 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、早速、議題に入りたいと思います。 

 まず１番目、平成 16 年度の資源回復計画関係予算についてお願いしたいと思います。

これにつきましては、昨年 10 月に開催されました本委員会におきまして、水産庁の要

求内容について説明を受けたわけでございますけれども、財務省との折衝の結果がどう

なったか等について事務局から改めて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１について説明させていただきます。 

 まず、１枚目に資源回復関係の予算の総括表みたいなものをつけております。２枚目
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以降がその事業に係ります、我々の方で事業の内容を説明するＰＲ版と呼んでおるもの

をつけております。 

 それでは１枚目で説明しますけれども、資源回復計画の加速化のための関連予算とし

て、資源調査の充実、資源回復計画の普及・促進、ＴＡＣ制度の適切な運営、資源管理

型漁業の推進というものがありますが、その中で今回の予算において特に増額が認めら

れたものとしては、一番最初は、我が国周辺水域等の資源調査というものがあります。

これは資源評価の結果を毎年水産庁の方で公表しているわけでございますが、それに係

る調査を行っている事業で、水産総合研究センターの方に委託して実施しているもので

ございます。 

 資料の２枚目を見てください。この中で事業内容がいろいろ書いてあるんですけれど

も、特に増額が認められた内容としては、２の事業内容の（１）資源評価調査（拡充）

というところで、ＴＡＣ対象魚種、資源回復計画対象魚種等を対象とした調査を充実す

るということであります。ここにおいて資源回復計画における管理措置の効果みたいな

ものを調査していくことになります。 

 また、その下に（２）資源動向要因分析調査というのがあります。これは海洋環境の

変動によって、資源変動が起こるんじゃないか、そういうふうなメカニズムを解明する

ために、中長期的な資源動向を把握するという目的で、そういうふうなものを実施する

こととしております。それが主な増額の内容でございます。 

 また１枚目に戻っていただきまして、次に大きな増額の内容としては、下に下がって

いただきまして、真ん中あたりにあります資源回復計画に基づく漁獲努力量の削減に対

する支援措置でございます。減船・休漁、不要漁船のスクラップ処理等を支援及び休漁

期間中の漁業経営の維持等ということであります。これについては資源回復等推進支援

事業ということで、約 20 億を新規で予算がついております。ただ、この具体的な中身

については４ページにありますが、内容としては、平成 15 年度まで減船事業と休漁等

の支援事業の２つの事業の枠組みがあったんですが、それを一本の事業に統合した。統

合して 20 億円になったという御理解をしていただければと思います。平成 15 年度で実

施できた内容をそのまま 16 年度に移行する。ただ、規模としてはくっつけた形にして、

より減船・休漁、今まではそれぞれの事業の事業費枠で縛られていて、そこの予算を使

い切ればもう使えないという状況、減船したくても減船できない、休漁したくても休漁

できないという状況になっていたんですが、それを合わせることによって、よりフレキ

シブルな対応ができるようになったということでございます。 

 また１枚目に戻ってください。あと増額した内容で大きなものとしては、下に下がっ

ていただきまして、施設整備、栽培漁業対策における資源回復のための重点化というこ

とでございます。その内容については、漁業経営構造改善事業のうち何とか何とかとか、

水産資源増強施設整備事業のうち何とか何とかとか、水産資源増殖ブランド・ニッポン

推進対策事業のうち何とかというのがありますが、一番上の事業は、我々の方で言って
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いる沿構事業というのがあります。漁協とかの施設整備に対して、資源回復計画を実

施・推進している漁協に対して重点化して実施するということで、重点化した内容とな

っております。施設整備の内容として、新しい施設に対して支援することになったとい

うわけではなくて、既存の施設整備メニューで資源回復計画のやっている漁協に重点化

して、今後実施していく内容になったということでございます。 

 また、真ん中の部分の施設整備でございますが、これは県営の栽培センターに対する

施設整備費の助成でございます。これにつきましても、今までもそういう助成はしてお

ったわけでございますが、資源回復計画を推進する対象魚種を生産するための県営セン

ターであるとか、そういうふうなものを重点的に配備することになったということでご

ざいます。 

 また、その下の水産資源増殖ブランド・ニッポン推進対策事業、これは栽培の種苗生

産放流に係る補助事業でございます。これも今までも技術開発とか大量放流に係る助成

をしておったわけでございますが、これを資源回復計画対象魚種に重点化したという内

容でございます。詳しくは資料の６、７、８についておりますので、また見ていただけ

ればと思います。 

 あとにつきましては、ほとんど昨年と同じか若干増ですので、それほど事業の内容の

変更はございませんので、説明としては以上とさせていただきます。 

○ 吉岡部会長  

ただいま事務局の方から説明を受けたわけでございますが、この件につきまして御質

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。 

 よろしゅうございますか。 

 御質問がないようでございますので、次に進めさせていただいてよろしゅうございま

すか。 

 

      議題２ 資源回復計画の進捗状況について 

        ①日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画について 

 

○ 吉岡部会長  

それでは、次に進めさせていただきたいと思います。議題の２つ目でございますが、

資源回復計画の進捗状況について、その１つ目が、日本海西部あかがれいの資源回復計

画についての進捗状況に入りたいと思います。 

 本部会に関係する資源回復計画としましては、「日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）

資源回復計画」が既に実施されているところでございます。また、「日本海沖合ベニズ

ワイガニ資源回復計画」につきましては、資源回復計画に着手することが承認されまし

て、具体的な削減措置等について検討がなされております。 

 つきましては、前回部会以降の漁業者協議会の開催状況、アカガレイ資源回復計画の
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削減措置等に係る進捗状況、回復計画の見直しについて事務局から説明をお願いしたい

と思います。 

○ 阿部管理課課長補佐  

それでは、アカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画関連の御説明をさせていただきま

す。資料としては資料２－１、資料２－２、資料２－３を説明させていただきます。 ま

ず資料２－１でございますが、これはアカガレイだけではなくて、全体的な会議の開催

状況でございます。本部会に関係する県としては、石川から島根までの全６県ございま

す。それで前回の部会におきまして、次期候補魚種に関して、底びきだけではなくて、

ほかの漁業種類についても検討を進めるとか、栽培漁業対象種についても検討を進める

とか、いろんな課題があったかと思うんですが、そういうものを反映して、かなり幅広

い漁業種類において検討がなされているのではないかと我々の方としては思っている

わけでございます。 

 その中で、特にベニズワイガニにつきましては、大臣許可漁業者における会議を３回

実施しまして、このうち我々の方は２回について参加したんですけれども、かなり活発

な議論がなされて方向性が打ち出されましたので、後ほど報告させていただきたいと思

います。10 月からこの３月上旬までという短い期間ですが、かなりの会議が開催され

て、検討が進んでいるということになっております。 

 続きまして、資料２－２でございます。日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）資源回

復計画の削減措置とか漁場環境保全措置の平成 15 年度の実施状況でございます。これ

は資源回復計画の中の、資源回復のために講じる措置と実施期間の部分を抜き出して、

それに実施状況の欄を追加したみたいな形にしておりますので、その削減措置の内容に

ついては、資源回復計画の内容どおりになっております。 

 簡単に御説明いたしますと、石川県においては、保護区の拡大、保護礁の設置、分離

網の導入というのがありますが、これについては順調に実施がなされているということ

でございます。 

 福井県の分離網の導入も、実施が予定どおりなされております。 

 京都府における保護礁の設置、分離網の導入、操業回数の削減、休漁・休漁漁船の活

用についても予定どおり実施がなされております。 

 兵庫県における保護礁の設置、保護区の設定につきましても、保護区の設定について

は実施中でございますが、保護礁の設置についてはどこの漁場に設定するかということ

で、兵庫県だけではなくて鳥取県、島根県とも関係する内容でございますので、今関係

県の間で調整しているところでございます。 

 鳥取県の保護礁・保護区の設置、休漁、小型魚の保護につきまして、保護礁・保護区

の設置については、兵庫県の保護礁の設置と同様の部分がありまして、関係県で調整を

行っているところでございますが、休漁、小型魚の保護につきましては、順調に平成

15 年も予定どおり実施されたということでございます。 
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 島根県の措置についても、目合い拡大、採捕の自粛、休漁については予定どおり実施

されたということでございます。 

 資源の積極的な培養措置でございますが、これは、特になしと書いているんですけれ

ども、アカガレイに関するものとしては、今のところ種苗の放流もなされておりません

し、漁場整備みたいなものも特にしておりませんけれども、関連魚種であるズワイガニ

につきましては、保護礁の設置などが進み、その効果もあって、資源が回復したという

話をされる漁業者の方もいらっしゃいます。 

 ３番目は漁場環境の保全措置でございますけれども、福井県、京都府、島根県で海底

耕耘・海底清掃の実施というのを予定しておりますが、これについても、３県とも予定

どおり実施されたということでございます。 

 なお、この資源の状況については資源評価の結果を待たなければいけないので、次の

部会で報告させていただくことになると思います。 

 続きまして、資料２－３でございます。日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）資源回

復計画新旧対照表（案）となっておりますが、この資源回復計画については、実施しな

がら、適宜見直しながら、よりいいものにしていく方向で資源回復計画を進めていって

いるんですが、今回の見直し内容につきましては、１枚目のところにありますとおり、

見直し（案）のところが新しく追加される部分でございます。現行のところが既存の枠

組みでございます。今までは石川県から島根県までの小底、沖底漁業者を対象としてい

るんですけれども、島根県については、県東部の沖底船だけを対象としておりました。

これについては、東部船と西部船で比べると、アカガレイの漁獲で言うと東部船の方が

とっている、西部船の方が少ないということで。また、西部船の方については、アカガ

レイの資源回復計画に取り組むということで、当初の段階ではまとまってなかったとい

う状況があるんですけれども、資源回復計画が着実に実施されてきているということで、

やはり西部の漁業者にある程度認められたということがある、県の御努力もある、業界

の御努力もあるかと思いますが、県西部の漁業者におきましても、東部と同じ島根県の

行う削減措置を西部船についても取り組むということで、西部の漁業者の会合で了解さ

れまして、西部船につきまして、平成 16 年度より実施するということになりました。

ちなみに沖底の島根県の西部船につきましては、７カ統の 14 隻が対象漁船となるわけ

でございます。 

 続きまして、２枚目でございます。これはかなり小さい字で見にくいんですが、漁獲

努力量の削減措置について追加の措置を実施することになっております。それについて

は、島根県において１カ統の減船を行う。実は現行の資源回復計画においても、資源回

復計画の公表が 14 年の９月だったんですが、それに先立つ 14 年の３月に島根県では沖

底の減船１隻実施しました。また、島根県においては減船による漁獲努力量の削減を実

施した方がいいということで、漁業者の方から話がありまして、この 16 年度内の実施

に向けて、現在漁業者の間で調整が進んでいるところでございます。これにつきまして
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は、具体的な船名とか実施時期等がわかりましたら、また次の部会で報告させていただ

けると思います。 

 下の方に行きますけれども、６の資源回復のために講じられる措置に対する支援策と

いうところでございます。今までの支援策のところにおいては、休漁と漁具の改良に係

る部分で、資源回復計画推進支援事業という事業の枠を使ってやりますということが書

かれておったんですけれども、この島根県が実施する沖底の減船につきましては、先ほ

ど 16 年度の予算で説明しました資源回復等推進資源事業のうち、再編整備事業という

ふうな枠組みを使ってやっていくことについても検討したいということがありまして、

この内容を追加させていただいております。 

 資源回復計画の見直しの内容については以上でございまして、これにつきまして今回

了解いただければ事務手続を進めて、今年度内には見直した内容の資源回復計画を公表

する手続きをとりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○ 吉岡部会長  

どうもありがとうございました。 

 アカガレイの資源回復計画の削減措置につきましては、概ね予定どおり実施がなされ

ておるということでございまして、なおまた、平成 16 年より島根県の西部の沖底船も

対象に加わっておるわけでございまして、島根県東部船と同様の削減措置等に取り組む

ことについて詳しく説明があったところでございます。本件につきまして御意見、御質

問ございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、アカガレイ資源回復計画の見直し案について、本部会として了承するとい

うことにさせていただいてよろしゅうございますか。ありがとうございます。それでは、

本部会としては了承することに決定させていただきます。 

 

         ②日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画について 

 

○ 吉岡部会長  

次に、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が、この計画に

つきましては、説明しました前回の部会以降の検討状況及び今後のスケジュールにつき

まして、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○ 阿部管理課課長補佐  

それでは、資料２－４をごらんください。「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画

の作成にかかる検討状況及び今後のスケジュールについて」と書いておりますけれども、

この内容につきましては、前回部会から今回部会までの間に、ベニズワイの大臣許可漁
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業者の漁業者協議会を３回開いておりますが、その内容の結果をとりまとめたものと、

また、今後のスケジュールについてその会議の中で確認したものを内容としております。 

 まず１でございますけれども、漁業者協議会での検討結果でございます。対象漁業者

である日本海ベニズワイガニ漁業、これは大臣漁許漁業でございますけれども、漁業者

協議会において、以下の内容について合意しておりますということでございます。 

 検討状況でございますが、前提として、次で言うまとまっている削減措置については、

資源回復等推進支援事業などによる国、関係県から支援措置が実施されることを前提と

したものであるということでまとまっているものでございます。 

 （１）番目は、回復計画に盛り込む削減措置の方向ということで、①休漁期間の追加

ということでございます。現在、指定省令において操業が認められていない７、８月と

いうのがありますけれども、それ以外の期間は９月から６月の 10 カ月間については操

作できるわけでございますが、７月、８月の前後に 15 日ずつ、具体的には６月 16 日か

ら６月 30 日、及び９月１日から９月 15 日の計 30 日間の休漁期間を追加するというこ

とでまとまりました。この休漁期間中には、休漁漁船を活用して、漁場の環境保全措置

を実施するということもまとまっております。 

 ②減船でございます。必要に応じて適宜実施するということでございます。減船対象、

また減船対象漁船が出てきた場合には、その漁船の操業漁場であった部分については、

保護区域として保護することについても具体的な減船の話が出てきた段階で検討して

いきますということになっております。 

 ③その他の削減措置でございますけれども、今後、ベニズワイガニの資源調査などに

よって、対象海域内で主産卵場など資源管理のために特に保護すべき海域が確認された

場合には、その海域を保護区として規制することについても検討しますということにな

っています。 

 また、小型ガニの保護を目的とした操業方法の見直しや漁具の改良についても、今後

検討することとなっております。 

 （２）の資源の積極的培養措置といたしまして、資源調査によって、対象海域内に雌

ガニが集中するような海域が見つかったとすれば、そういう海域に対して、成熟雄ガニ

の放流についても検討するということでまとまっております。これについては科学者と

も行政研究担当者会議を開いて確認したんですけれども、その効果についてはまだ定か

ではないし、効果があるかどうかをここでは言及できないんですけれども、１回船に揚

げたものを再放流することの効果みたいなものについても、今後検討していきたいとい

うことになりました。 

 続きまして、（３）の漁場環境の保全措置でございますが、日韓財団の基金で残置漁

具回収を今までも実施しているんですけれども、それについては引き続きやろう。また、

休漁期間中に漁場清掃、海底耕耘を実施することにする。 

 また、今後の進め方ですが、この１の措置の実施に当たっては、資源回復等推進支援
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事業等による国、関係県からの助成が不可欠である。また、削減措置の実施により、こ

のベニズワイガニというには加工用としてかなり現状として回っているわけでござい

ますけれども、加工業者等への影響も考慮する必要があるので、今後この１の措置の実

施内容については、国、関係県の予算の支援事業等に係る助成の予算の動向とか、加工

業者の反応等も見きわめた上で、最終的にまた漁業者協議を開いて決定することになっ

ております。 

 また、その会議の中で、兵庫県のかにかご漁業者協議会の決定の話がありまして、兵

庫県のかにかごは、兵庫県の沖合海域上にちょうど大臣許可と知事許可を分ける線があ

りまして、それの西側で大臣許可船が、東側で知事許可船が操業している状況がありま

す。兵庫県の漁業者からすると、同じ漁場だということがありまして、その資源回復計

画で大臣許可船、兵庫県に所属する船は１隻しかいないんですけれども、１隻とあと知

事許可船、これは９隻いるんですけれども、それと合わせて兵庫県の漁業者協議会では

考えていきたいので、ついては、大臣許可漁業者が実施するとしている日本海沖合ベニ

ズワイガニ資源回復計画に対して、兵庫県の知事許可船も参画したいというお話がござ

いました。 

 それで我々の方から、参画するということは、大臣許可漁業者が実施する削減する措

置に対して県の漁業者が実施するということなんですね、ということを言いましたとこ

ろ、県のかにかご業界の出席されていた方が、そうですということですので、それであ

ればということで、今後につきましては兵庫県知事の知事許可のかにかご漁業者とも連

携しながら、この資源回復計画をつくっていこうということで、大臣許可漁業者がまと

まりました。 以上が、これまでの３回の漁業者協議会でまとまった内容でございまし

て、振り返りますと、休漁については７、８月ということ、今決まっている禁漁期間の

前後 15 日ずつ休漁することについては、実施する方向で漁業者はまとまっている。減

船については適時実施する。あとの措置については、資源調査の内容等、各種調査の結

果を踏まえて今後検討していきますということ。あと事業の休漁についての実施等につ

いては、やはり支援事業の枠組みを使ってしかできないので、それについては予算の獲

得状況を見守っていくということでございました。あと、兵庫県の知事許可の漁船を対

象としてやるということでございます。 

 今後のスケジュールでございます。今説明しました漁業者協議会での合意内容を踏ま

えて、資源回復計画については、事務局としては、最終的に漁業者協議会での削減措置

の最終決定がなされた段階で、資源回復計画をこの広域漁業調整委員会に、日本海西、

日本海北の部会に諮りたいということで考えております。 

 なお、回復計画案の提出は、関係県における予算状況などを踏まえることになります

ので、次回と言いますと９月か 10 月ぐらいになるんですが、このときにはまだ県の予

算の立ち上がりのところでございますので、このときにある程度県の方向性が出ていれ

ばこのときに出せるのかもしれませんが、状況がまだ混沌としているということであり
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ますと、県の予算がこの時期にならないと固まらないので、来年のこの時期の広域漁業

調整委員会の部会に諮ることになるかもしれないということでございます。 

 説明は以上です。 

○ 吉岡部会長  

ありがとうございました。 

 詳しく説明を受けたわけでございまして、大臣許可漁業者の漁業者協議会におきまし

て、資源回復計画で取り組む削減計画としては、現在の７月、８月の休漁の前後に各

15 日ずつ 30 日間休漁することや、最終的な削減措置の決定は、国や関係県の平成 17

年度の予算の見通しを踏まえて決定するということでございますし、兵庫県の知事許可

漁業者も、本回復計画に参画することで検討されていることが決まっているようでござ

います。 

 また、漁業者協議会での検討を踏まえまして、本部会への資源回復計画案の提示、本

年秋ごろ開催予定の次回部会、または来年度末、17 年の２月か３月ごろでございます

が、開催予定の部会に提案されるということでございます。ただいまの事務局からの説

明に対して御意見、御質問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。 どうぞ。 

○ 風無委員  

北海道でベニズワイガニを操業しているものですから、ちょっと興味深いので試験研

究の南部長にお尋ねしたいんですが、資源の積極的培養措置として、雌ガニが集中して

いる海域に成熟の雄ガニをどっかから持ってきて、生きた状態で放流すると。ベニズワ

イの海域はかなり水深が深くて、それを１回表層に上げてまた深いところに戻して、そ

の生存率というのを研究されていると思うんですが、そういうデータがあれば教えてい

ただきたいんですが。 

○ 吉岡部会長  

どうぞ。 

○ 南日本海漁業資源部長  

日水研の南です。ただいまの御質問ですけれども、実際のところまだうたちの方では、

しっかりした数値で生存率が幾つであるという結果は出していません。これは特に季節

によって随分違うと思いますので、季節を変えた調査をこれから組んでいかないとわか

りません。特に夏場はなかなか難しい。これは漁業者の方はよく御存じだと思いますけ

れども、冬にどれくらい残るかという調査はしないといけないと思います。今後の課題

として承っておきます。 

○ 阿部管理課課長補佐  

事務局からつけ加えますと、この内容については、あくまでも漁業者協議会での内容

なんです。それで漁業者協議会で盛んに言われていたのは、ズワイガニもそうなんです

けれども、雌が集まるんだと。そうしたらそこに雄を入れるという。自分たちは漁業で
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雄をとっているので、その雄を放流するということであれば、何か資源回復につながる

んじゃないかということをかなり強く言われていて。ただ、南部長のおっしゃったとお

り、１回揚げた雄をもう一度再放流したことによる効果とかそこら辺もわかってないし。

わかってないんだけれども、研究所サイドの話ではかなり否定的だったんです。ただ、

否定的とは言いながらもデータがないわけですから、完全にデータを持って否定するわ

けにもいかないので、ここについては今後の調査研究の中で、いろんなデータの蓄積を

持ってやりましょうという話になっている。どちらかと言えば研究者サイドから出てき

た話ではなくて、漁業者の意見として、こういうふうなことがまとまっているというこ

とでございます。 報告までです。 

○ 吉岡部会長  

よろしゅうございますか。 

 そのほかにございましたら。 

 私から１点お尋ねしていいですか。この休漁期間で６月 15 月、９月 15 日、２月にま

たがって 15 日ずつ 30 日にするわけですね。私ども心配するのは、その考え方はいいん

だけれども、半月出ましても船員保険料なんかは１カ月払わなければいけないわけでし

ょう。それについて業者は、納得したことで 15 日ずつ分割してなさっておるんでしょ

うか。そこら辺についてわかる範囲で結構でございます。 

○ 阿部管理課課長補佐  

なぜ 15 日、15 日に分けて 30 日をとったのかというのは、国も県も全然わからない

んです。わからないというのは、実は漁業者協議会を３回持ったんですけれども、資料

２－１にあるかと思いますが、12 月８日に開かれた会議と 16 年３月に開かれた会議に

つきましては、国が入っているんですけれども、実はこの 15 日間ずつ決めたのは、こ

の中にある１月 22 日の漁業者だけで集まった協議会の結果として報告されたわけでご

ざいます。それで、そこら辺の関係はどうなのかというのは、事務局としてはちょっと

把握しておりません。 

○ 佐藤資源管理推進室長  

これは私の方の推定ですけど、この 15 日間、15 日間に船は港にいなくて、海底清掃

ということで一つの行為をやっているんだろうと思うんです。そういう面からすると、

これがまき網のように本当に浜にピタッととまって完全に乗組員の人も田舎に帰ると

か、そういう状態でないことを前提にしているのではないかと思います。これも私の推

定でございます。その間の契約関係がどうなっているのかなと。 

○ 吉岡部会長  

そこまで計算してできているものならいいですが、ただ単純に 15 日ずつ休みますよ

となった場合に、船員保険料の余分なものを払っていかなければならないから、そこら

が十二分に検討されてそうなっているのかなということをお聞きしたんですが、海底掃

除だとかをするということなら結構ですよ。 
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○ 阿部管理課課長補佐  

大半の漁業者が周年雇用だと聞いております。部会長から指摘されましたようなこと

は心配しておりましたが、それは大半が周年雇用なのでやっていけるというふうに聞い

ております。 

○ 吉岡部会長  

私が反論するわけではございませんけれども、大型のベニズワイは周年雇用かもしれ

ませんが、今回、兵庫の知事許可船が９隻入っているわけですね。それは漁期が終了す

ればすぐ切ってしまうわけですね。正直申し上げて周年雇用じゃないわけですわ。だか

ら、そこら辺が十二分にね。せっかく前に進めたものがバックするようでは困るので、

私はあえて心配だったからそういう発言をさせていただいたわけでございますが、そこ

らにつきましては、今後また事務局等で十二分に。兵庫県の方々もいらっしゃるわけで

すから、そこら辺も十二分に説明されて、問題点があるならば次回でも出していただき

たいと思います。 

 そのほかに御質問。どうぞ。 

○ 屋田委員  

島根県でございますけれども、先日３月 12 日なんですが、島根県の方に水産庁長官

が来られまして、その席で日韓問題について、かにかご漁業者から長官に要望というこ

とでお話されておったんですが、それの中身でございますが、暫定水域の中のカニが非

常に減少している。そのために日本のＥＥＺの方に韓国漁船も越境して出てきているよ

うな状況だと。それくらい暫定水域の中の資源が悪くなっているんだということで、む

しろ韓国漁船のかにかご、ばいかご、底刺しとかそんなのがあるわけなんですが、それ

ら同士の中でも競合が、暫定水域の中ではやられているという話があります。 

 一方、日韓の暫定水域の中での民間協議というのは全然進まないということで、自分

たちはＥＥＺを獲得したために暫定水域ができて、かにかご漁業者というのはいわば犠

牲者なんだと、こういう言い方をされておる。そういった中で資源回復計画に乗って頑

張っていこうということでありますが、休漁をやっていくときに特別な支援措置という

んですか、休漁に対して、今までは通常こうだけれども、もう少し上乗せするような形

のものはできないだろうかという要望もございました。 

 それから、最近、県の方も非常に状況が厳しくて、果たして県費が上乗せされるかど

うかということも非常に疑問に思っているところなんです。やっていただくとありがた

いわけなんですが、そういった状況の中で国の方としても、この暫定水域の犠牲者とい

う言い方をしておりますので、何か特別の計らいがあってもいいんじゃないかというこ

とで、ひとつ御検討をお願いしたいと思います。 

○ 吉岡部会長  

何かコメントがございましたら。 

○ 竹谷資源管理部長  
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今屋田委員の方からお話がありましたように、確かに最近の取り締まりの状況等聞い

ておりますと、暫定水域から越境というような形に近い形で、韓国漁船がかにかごをや

っている実態が見られるようですので、かにかごの押収もやっている状況があります。

確かに資源状況は悪いので、毎年の日韓の交渉の際には、暫定水域の資源問題を政府間

でも議論しましょうということを何度も提案しているんですけれども、端的に言えば領

土問題等いろいろ問題がありますから、向こうは乗ってこないという状況が続いていま

す。 

 他方、民間で少し話を進めるという議論もその場で出るわけですけれども、民間の話

も一部進展している部分もありますが、全般的にはなかなか進まない状況です。そうい

った暫定水域の問題があるんですが、これは今年の６月以降ぐらいから取り締まりの話

が始まって、資源状況の話を専門家で行い、かつ来年 2005 年のいろいろな操業条件を

決める中で、またいろいろと提起していきたいと思います。それが１つです。 

 もう一つは、日韓の協定が結ばれ、かつ暫定水域もできたということについては、日

韓基金ができたわけですね。日韓基金の中でいろいろな方途があるんですが、そういっ

たものを活用していくということにとりあえずは。日韓ができたことによる犠牲の代替

と言いましょうか、補う措置としてはそれがあるわけです。資源回復は資源回復で、あ

る意味では全国ベースの話としてありまして、一応全国ベースの話と、それから日韓の

話とはちょっと仕分けて考えていただくことかなと思います。 

 それから、県費の扱いの話は後で資料があって、またまとめて説明をさせていただく

ことになっておりますが、一言で言えば、県が財政が厳しいから国が肩がわりというロ

ジックは極めて難しいということなんです。非常に状況が悪くなりまして、地方分権の

議論があって、国と地方の役割分担を決め、国がやることは国が、地方がやることは地

方がという、財源まで手当するみたいな分権の考え方です。 

 ところが、従来は補助金とか分担金という形で国と県が共同してやる余地が広くあっ

たんですが、だんだんそういう余地が狭まってきている状況の中で、県がいわゆる県費

を出していくことが難しくなっている状況はありますけれども、逆にその分は国から県

に財源を移したというのが財政当局の立場ですから、県が出さない分を国が出すんです

ということにはなかなか結びつかないと思います。そういう中でいろんな工夫をしてい

ただきながら、県の方にも地域経済にもいろいろ利益が及ぶんだということを県に御理

解いただきながら、やっていくしかないのかなと思います。 

 いろんな事例は後で御紹介するはずですので、またそちらのときに説明させていただ

き、さらにまた御質問等があればその場でというふうに思います。 

○ 吉岡部会長  

そのほかにございましたら。よろしゅうございますか。 

 それでは、今お話がございましたように各県、国におきましても非常に財政状況が厳

しいことは十二分に承知しているわけでございますけれども、漁業者自体は、休漁する
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ということにまとまっておるようでございますので、あとは休漁支援にかかわる県の負

担分の予算確保を待っておるというのが現実の姿ではなかろうかと思っておるわけで

ございまして、どうかひとつ予算の確保に向けて、各府県御出席だと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。特に兵庫県におきましては、９隻、今回こうした参画

をいたしておるわけでございますので、そういう事態になりましたら、早目に予算措置

をしておいていただけますように上層部の方にもお伝えいただきたい。特に御要望申し

上げておきます。 

 それでは、そのように決定して、御了承した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。ありがとうございました。 

 

           ③次期候補魚種について 

 

○ 吉岡部会長  

それでは、次に進ませていただきます。次期候補魚種の検討状況、並びに今後の検討

方向について事務局から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２－５で説明させていただきます。 

 資料２－５なんですけれども、この中で前回部会に提案のあった着手魚種及び候補魚

種の検討状況ということでございます。魚種がリスト状になっておりますが、それを一

つ一つ説明させていただきます。 

 ベニズワイガニですけれども、もう先ほど説明したとおりでございますので、これは

省略させていただきます。 

 ハタハタでございます。これについては、前回、前々回の部会でも申し上げましたけ

れども、京都府の底びき網の漁業者協議会においては、もうハタハタをアカガレイの次

の魚種としてやるということで合意がなされておるということです。 

 前回の部会では、それ以外のところでの話が進んでいないので、各県の漁業者協議会

でハタハタをどうするかというのを確認してくださいというのが宿題だったかと思い

ますが、鳥取県から新しい話がありました。鳥取県の底びき漁業者は、水試で実施中の

改良漁具試験の結果、これはハタハタに関連した漁具でございますが、それがよければ

改良漁具の導入による推進についても漁業者は検討してもいいという話をしていると

いうことでございます。 

 その他の県の底びき漁業者からは、ハタハタは最近とれ出しているじゃないか。また、

アカガレイの資源回復計画が始まって、まだ明確な成果が出てないのに次の魚種にとり

かかるのはどうかというふうな話があって、現段階では時期尚早という意見が多い状況

でありまして、それほど進展はなかったということでございます。 

 ニギスでございます。ニギスについては、鳥取県の沖底漁業者協議会で意見が出たと
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いうことで、前回の部会の資料にも載せておったんですが、この２月に県のヒアリング

がありまして、県から話を聞くところによると、ニギスについては、鳥取県でどうも提

案していると言っているけれども、まだ一部漁業者にとどまっているということでござ

いますので、県でまとまっている状況ではないのでということで話がございましたので、

そういうふうな内容に前回からトーンダウンした形の内容となっております。 

 また、ほかの漁業者協議会でもそれほど話は進んでおりませんので、既に体長制限を

励行しているところもあるとか、いろいろ話がありまして、現段階では検討がほとんど

進んでおりません。 

 ヤナギムシガレイでございます。これにつきましては、京都府の底びき漁業者協議会

でアカガレイをやっておりますが、その次はハタハタだと。ハタハタの次としてはこの

魚種だということで、第３番目の候補としてヤナギムシガレイが挙がっているものでご

ざいます。 

 また、この内容につきましては、石川県では、一部地域の小底漁業者で目合い拡大に

よる小型魚保護の意見が出されている。また、ごち網漁業者による操業自粛が検討され

ている。石川県では地域の中で、石川県内の特に地域別でさまざまな検討がなされてい

る状況でございますが、その下にありますとおり、それ以外の県の底びき漁業者協議会

においては、どちらかと言えば困難と。それほど進んでいないではなくて、やりません

みたいな話を言っているところも中にはございます。 

 沿岸性カレイ類でございます。これについても、石川県の底びき網とか刺し網の沿岸

漁業者の漁業者協議会で検討がなされてきたものでございますが、石川県ではそういう

ふうな検討が継続してなされておりますが、それ以外の県においては、対象魚種として

取り組むことには困難。県によってはかなりきつい、もう資源も悪くないしやらないと

か、この魚種を対象魚種にするともうとるものがなくなるのでできませんとか、かなり

厳しい意見も出ているようでございますが、そういうふうな話があります。 

 その他でございます。アナゴ、ヒラメ、サヨリでございます。これは県から聞いた情

報でございますけれども、福井県においては、栽培漁業として、多くの県でヒラメを取

り込んでいるわけでございますけれども、それを資源回復計画の中で連携してやりたい。

また、できれば県単でやりたいという話を考えているということでございまして、漁業

者側から明確な意見が上がってきているものではないけれども、県としてはそういう意

思をお持ちだということでございます。 

 また、これは全く新しい話でございますが、福井県の沖底漁業者、アカガレイ回復計

画に県東部と西部の漁業者が一致してやることになったという話をしました。また、島

根県の沖底漁業者協議会においては、アナゴ資源がかなり減少してきているので、次期

候補魚種としてはアナゴがいいんじゃないかという話で、もう既にこれは沖底漁業者の

間では合意されているということでございます。 

 ただ、島根県においても、これはその他の沿岸漁業者も漁獲する、メインでとってい
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る漁業者もおりますので、そういうところに対する今後話し合いを持って行かなければ

いけないということで報告を受けております。 

 以上が、これまでの部会に上がったもの、また、前回部会以降に新しく上がったもの

をまとめたものでございます。これについては、まだ明確に資源回復計画に着手する段

階にはない。まだ地域的にやろうじゃないかという話が来た段階であって、これを資源

回復計画に取り組むには、ある程度広域的な枠組みを整えられるかどうかということを

今後検討していかなければいけないと思っているところでございます。 

 続いて２．でございますが、着手魚種、候補魚種に係る検討方向でございます。 

 ベニズワイガニですが、資料２－４にスケジュール等載せておりますので、そのとお

り進めて行くことを考えております。 

 （２）上記候補魚種。上に挙がっている魚種でございますが、資源回復計画は、平成

16 年度内に資源回復計画に取り組む魚種を決めて、できれば作成まで持って行くとい

うのが当初の予定でございましたので、そういうふうなスケジュールからいくと、残さ

れた期間はあと１年しかないと。なおかつ、広域漁業調整委員会というのは年に４回も

５回も開けませんので、そのタイミングに合わせてある程度整理していかなければいけ

ない状況になるかと思われますので、今後の進め方としては、資源回復計画魚種の決定

の最終年となりますので、資源回復計画対象魚種とすることについて、各地の漁業者協

議会においてこの上記魚種、自分としてはやるのかやらないのか。また、ほかの県がや

るということに対して反対、まあ他の県が反対するということはあれですが、ほかの県

がやると言ったときに、現状程度の漁獲量に抑えること自身も可能性はあるのかないの

かを含めて漁業者協議会でもんでいただいて、ある程度方向性をそこで決定してもらっ

て、その結果を次回部会に報告できればと思っております。 

 それで次回部会におきましては、その漁業者協議会の検討結果を踏まえて、今はこう

いうふうにただ、こういう魚種について検討が進んでいますということで載せておりま

すが、各魚種ごとに資源回復計画をつくるのか、別の方向でやっていくのか、そこら辺

を次回部会で整理したいというのがこちらの希望でございます。 

 その他の検討方向でございますけれども、底びき網が主体で話し合いが進んできてお

りますが、ほかの漁業種類についても、またやっていきましょうということを確認した

いということでございます。 

 また、予算の方で、栽培と資源回復計画はかなり連携した枠組みが構築されてきてお

りますので、そういう部分も踏まえて、栽培漁業と資源回復計画の連携による資源増大

効果を念頭に置いた資源回復計画候補魚種についての検討を進めましょうということ

についてもやっていきたいと。 

 また、県単独の資源回復計画、これは県の地先種でございますが、これに係る漁業者

協議会での検討もやっていただきたい。 

 それで我々の方としては、次の部会までには、次に取り組む魚種をどうするのかとい
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うのをある程度方向性を出さないと、年度内の少なくとも着手することの合意まで間に

合わないと思っておりますので、この半年間は県の人にも御協力いただき、ちょうどこ

の春、沖底とかほかの漁業もそうですけれども、夏場に検討する時間をとれる期間がご

ざいますので、その期間を活用して方向性を打ち出していきたいと思っております。 

 以上です。 

○ 吉岡部会長  

各府県とも難しい選択をしなければならないんじゃなかろうかと思っているわけで

ございますが、次回の部会までに漁業者協議会で魚種ごとの取り組み方向について検討

して、次回の部会においては検討結果を踏まえた方向性を整理するという説明があった

わけでございますが、ただいまの事務局からの説明等について御質問、御意見がござい

ましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 十二分に検討するということで御了承していただけますか。 

 ありがとうございました。それでは、ひとつ次回までに絞れるだけ絞っていただきま

すようにお願いをいたしておきたいと思います。 

 

         議題３ 資源回復計画に係る支援について 

 

○ 吉岡部会長  

次は、先ほど質問もあったわけでございますが、資源回復計画に係る支援についてを

議題とさせていただきます。資源回復計画に係る支援措置については、前回、他の部会

においてかなり活発な議論がなされたようでございます。この際、全国の状況がどのよ

うになっているのか示してほしいという意見も出されたようでございますので、資源回

復計画の関連支援予算の執行状況及び都道府県の実施状況について、事務局からわかる

範囲の中で御説明をお願いしたいと思います。 

○ 阿部管理課課長補佐  

それでは、資料３の御説明をさせていただきます。資源回復計画に基づく漁業者支援

関連予算の執行状況でございます。 

 資料１において、資源回復計画関連予算、16 年度予算ということで説明させていた

だきましたが、その中には資源調査のお金だとか、ＴＡＣの関係のお金だとか、ハード

整備、施設整備の予算だとかも含んでおりましたが、ここで取り扱うのは漁獲努力量削

減措置、具体的には休漁、漁具の改良、減船に対する支援の状況を説明したいと思いま

す。 

 その予算としては、３本の予算があります。１つは、１．にあります資源回復計画推

進支援事業でございます。これは休漁に対する支援、漁具改良に対する支援が主体とな

ったものでございます。 

 平成 14 年度でございますが、これは４億円の予算がついております。予算は国費ベ
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ースの予算でございますので、実際、実施するには都道府県、漁業者が、この国費プラ

スで３分の１ずつを負担するということでございますので、あくまでもこれは国費の予

算でございます。 

 使用実績額のところでございますが、3,800 万でございまして、その内訳としては、

サワラ瀬戸内海系群に係る部分だけになっております。平成 14 年度内にできた資源回

復計画としては、①から④までの計画があったわけですが、平成 14 年度の予算執行で

休漁支援ができたのはサワラだけということでございます。 

 15 年度でございますが、水産庁としては、資源回復計画数がふえることもにらみま

して、前年度の執行状況が悪いにもかわらず、何とか努力して財務省から６億円の予算

を確保したところでございます。 

 これにつきましては、現在の使用見込みを含んだ実績額ですが、２億 6,600 万という

金額になります。これについては①から⑥までの資源回復計画が今でき上がっているわ

けでございますが、サワラ瀬戸内海系群で2,000万以上、日本海西部アカガレイで2,000

万以上、⑥のマサバ太平洋系群の資源回復計画で２億 1,000 万となっておりまして、こ

の大きな４つの計画で予算が執行されているということでございます。このマサバ太平

洋系群については、平成 15 年度は都道府県の負担が間に合わない中で、漁業者が県の

負担分を合わせて３分の１分も漁業者が負担するという、３分の２の負担の中で実施さ

れたものでございます。 

 ２．は資源回復推進等再編整備事業です。これは資源回復計画に基づいて減船するも

のでございますが、平成 14 年度については、減船の予算の執行実績はありません。 

 15 年度については、日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画で沖底船１隻の減

船を、また、マサバ太平洋系群で 4,220 万プラスアルファとなっておりますけれども、

4,220 万というのは、沖底は船団操業ですが、そのうち運搬船を複数隻持っているんで

すが、その１隻を減船する。我々の方では、ミニ減船と。その運搬船がいなくなること

によって効率性が悪くなるので、ある程度の資源保護効果につながるということで、減

船のメニューとして取り扱っているわけでございますが、運搬船１隻の減船を既に実施

しております。 

 また、１カ統の減船を現在予定しておりまして、これについて実施することで今現在、

実施機関の北部太平洋まき網漁業協同組合連合会と調整しているところでございます。

ということでプラスアルファということでございますが、それを含めて 15 年度の実績

となるということでございます。 

 ３番は資源回復支援基盤整備事業です。これは公共事業ですけれども、公共事業で漁

場整備、漁場の造成とか、整備とかそういう事業がありますが、その中で漁場環境保全

事業がありまして、資源回復計画に基づいて休漁する漁船を海底耕耘の中で活用しよう

ということを内容とした事業が平成 15 年度から設けられておりまして、その実績でご

ざいます。予算額としては 94 億円ありますが、使用見込み実績としてはゼロでござい
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ます。 

 続きまして、２ページ目以降が各県ごとの個別の内容でございます。別にこの県がお

金を出した出さないという話をするわけではございませんので、大体各県ごとどういう

状況になっているか動静を把握してもらうためのものでございますので、県名は伏せて

おります。 

 サワラ瀬戸内海系群ですが、Ａ県からＫ県、これは 11 県ありますが、11 県が対象と

なっております。このうち支援の対象となるような削減措置の内容を実施しているのは

サワラ流し網漁業でございまして、休漁期間の設定、網目の拡大に対しては支援事業で

補助ができるということです。 

 また、これに対して漁業者の要望もあった。それに対して県の方で平成 14 年度、計

画の立ち上がりの段階からある程度の予算措置が図られて、漁業者の要望を満たした実

行ができたというふうに考えております。また、15 年度も要望している県で県の予算

が確保されておりますし、16 年度についても休漁を実施するような県で、そういう支

援を望む漁業者に対する支援の予算がとられているようでございます。 

 続きまして、伊勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画でございます。

これについてはＬ県、Ｍ県、Ｎ県という３県が対象県でありますが、このうち、現状で

資源回復計画に基づく漁業者の漁獲努力量削減措置が実施されているのは、Ｌ県とＭ県

でございます。その中で支援事業等で国、県の助成が得られる内容としては、漁具の改

良、これはシャワー装置の導入、網目拡大の内容です。また、休漁期間の設定というの

が支援の対象になるわけですが、これについては、平成 14 年度の実施について県の予

算が間に合いませんでした。 

 15 年度については、休漁とシャワー装置両方についてＬ県、Ｍ県で要求したわけで

すが、Ｌ県のシャワー装置の導入について県の予算が確保できたので、実施という運び

になりました。平成 16 年については、県の頑張りもありまして、休漁に対して県費で

1,500 万近くのＬ県、Ｍ県ともそういう金額が獲得できたことによって、事業費ベース

で両県合わせて 9,000 万近い休漁が実施できることになりました。 

 続きまして、当部会に関係する日本海西部アカガレイ（ズワイガニ）資源回復計画で

す。資源回復計画の中身でこの支援事業の対象となるものとしては、改良網の導入、休

漁漁船活用などがその対象となるかと思いますが、これについてＯ県、Ｐ県、Ｑ県で改

良網の導入に関して県費が確保でき、事業費ベースで 7,000 万近い事業で漁具の改良が

実施されたということでございます。特に 1,000 万単位で予算の支出されたＯ県、Ｐ県、

またＱ県もその 10 分の１ですが、支出されたということで高く評価されるところでご

ざいます。 

 また、Ｑ県においては、休漁期間中の漁船活用ということで、漁場の海底耕耘の実施

をしたいと漁業者が言ったということで、どちらかと言えば休漁するということよりも、

１日休んで漁場清掃をしたいという発案の方が強かったと聞いておりますが、これに対
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して県の予算がついてきたということでございます。この支援については、平成 16 年

度についても実施される予定でございます。 

 続きまして、日本海アカガレイ（ズワイガニ）のＱ県よりも下のＲ、Ｓ、Ｔ県でござ

いますが、こちらの中では、支援の対象として漁業者から要望しているのは、Ｔ県にお

いて公共事業での海底耕耘の実施みたいな話がありました。これについては、一番最初

に説明しました資源回復支援基盤整備事業という枠組みではございませんが、公共事業

による実施がなされたということで聞いておりますし、これが 16 年も継続されるとい

うことで、概ね日本海アカガレイ（ズワイガニ）に関しても、漁業者の要望に対して県

費が確保されたということで、うまく進捗されている、実施されていると評価している

ところでございます。 

 続きまして、太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画でございます。この関係県は６

県です。削減措置の内容としては、保護区の設定ということで、各県の沖合海域にそれ

ぞれ保護区を設定して、そこでの操業を控えるということでございます。これについて

は、制度上の支援の対象ということではありませんので、予算の執行はなされておりま

せん。ただし、漁具の改良であるとか休漁を実施してもいいという漁業者も中にはいた

ということですが、これについては最終的にはそういう方向性は、県の予算もつかず、

実施がなされなかったというところでございます。 

 続きまして、日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画でございます。これについ

てはａ県からｄ県まで４県が関係するわけでございますが、平成 15 年度で言いますと、

ａ県の沖底船、大臣許可船の減船については、県の補助は任意上乗せなんですが、この

任意上乗せ分が県の方で確保されたということで、漁業者の負担が少なくなったという

ことでございます。また、ｃ県において漁具の改良ということで、70 万の予算が確保

されたということでございます。 

 このマガレイ、ハタハタ資源回復計画については、予算の関係もありまして、16 年

度から本格実施ということで話を進めておったわけです。そのうち特にｃ県、ｄ県では、

底びき漁船に対して１カ月程度の休漁を実施するということで、漁業との間で調整を進

めてきたわけでございますが、実はｃ県、ｄ県で明暗が分かれまして、ｃ県においては、

漁業者とある程度休漁するということで金額面も含めた話をしておったんですが、結果

的に予算がつかなかった。他方ｄ県においては、公共事業資源回復計画基盤整備事業で

の取り組みと支援事業での取り組みを組み合わせて、事業費ベースで 6,000 万近い支援

ができることになったということでございます。 

 続いて、太平洋のマサバ資源回復計画でございます。これについては、ｅ県からｍ県

まで９県の該当県がございます。このうち、15 年度については県の予算が間に合わな

いということで、漁業者が県の負担すべき分の３分の１も含めた３分の２を負担するこ

とで実施することになったわけでございます。実はその隣の 16 年度を見ていただいて

も、県費がつきません。これは太平洋の方からは、県費の予算が確保できるようにとい
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うことで、水産庁としても努力しろという話がありましたので、我々の方も県に働きか

けをしたり、また漁業者団体からも県に対して働きかけをしたわけですが、結果的には

どの県からも予算が充当されなかったということで、平成 15 年度は県の予算が時間的

に間に合わないからということで漁業者に理解してもらったんですが、16 年度におい

てもこういう状況ですので、こういう中で休漁を実施していくことについて、漁業者団

体と話し合っているところでございますが、今のところ方向としては、もうそうなった

ら仕方がないと、16 年度についても漁業者が都道府県の負担分を負担してでもやりま

しょうという方向で話が進んでいる状況でございます。 

 説明は以上です。 

○ 吉岡部会長  

ありがとうございました。 

 各府県の状況等について詳しく説明があったわけでございますが、御質問がございま

したら承りたいと思います。どうぞ。 

○ 三木委員  

今各県の状況を詳しく見せていただいたんですが、この辺の県費が出るか出ないかと

いう話はちょっと置いて、具体的に改良漁具の導入とか休漁船の活用を進めるに当たっ

て細々事務作業だとか、あとそれをきっちりやっているかという管理が大変な作業では

ないかと推察できるんですが、その辺に当たって出ている問題点はありますでしょうか。

その辺は細かなことですが、うまく進むか進まないかのひっかかりになるのかなと考え

たものですから。 

○ 阿部管理課課長補佐  

事業の実施に当たりましては、まず資源回復計画に基づいて削減実施計画というもの

をつくってもらいます。それに基づいて休漁とか減船の事業計画書を組み立てていくん

ですが、その組み立ては、日本海西部のアカガレイで言うと、各県ごとに県の漁連とか

県底なんかがその内容を作成して、それをとりまとめ団体である全底連がとりまとめて、

我々の方に申請してくることになっています。 

 実際、事業の中身が、個々の漁業者に対して直接お金が行くという仕組みになってお

りますので、関係書類の方がかなりきちんとした印鑑証明をとってもらったりいろんな

手続をやって。また、余り計画と違っているとそもそも計画がいいかげんなんじゃない

かということもあるので、できる限り計画内容の変更がわかった段階で、どんどん変更

して申請を上げてもらうという形をとっているので、とりまとめをしていただくところ

だとか、事務作業をやっていただいた漁連とか全底連さんには、非常に迷惑をかけてい

ます。 

 その話は、先週大阪で研修があって、その中で発表者の人が、改善すべき点として水

産庁さんお願いしますという話をしていました。我々も予算が適切に執行されてなけれ

ばいけないで、そこの面からチェックして、おかしなものは変更していくことにしてい
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るんですが、今の状況から言うと、細かい内容に対しても毎回変更してもらっているよ

うな状況になっておりまして、そこら辺の改善には努めたいと思っております。 

○ 三木委員  

どうもありがとうございます。 

○ 吉岡部会長  

そのほかにございましたら。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、ないようでございますので、資源回復計画についての協議事項は終了した

わけでございますが、その他といたしまして、本日の部会で取り上げる事項はございま

せんでしょうか。 

 事務局の方もございませんか。 

 それでは、ほかに御意見もないようでございますので、最後に次回部会の開催日程に

ついて確認しておきたいと思いますが、事務局の方で開催日程が大体いつごろだという

ことがもしわかれば、この際御発言をお願いしたいと思います。 

○ 阿部管理課課長補佐  

今のところ、例年どおり、今回は部会ですけれども、本委員会というのがあります。

それとあわせて秋ごろ、９月から 10 月ごろの開催を予定しております。 

○ 吉岡部会長  

それは東京じゃないですね。 

○ 阿部管理課課長補佐  

東京です。部会については地方でやったこともあるんですが、今まで本委員会は東京

ですので。 

○ 吉岡部会長  

それでは、東京ということにさせていただきます。 

 どうぞ。 

○ 竹谷資源管理部長  

せっかく部会長が前へ進めていたんですが、ちょっと戻って恐縮ですが、さっき屋田

委員から御指摘があって地方負担の話がありましたけど、今資料３の説明をしましたけ

れども、結局この資料３の１ページ目を見ていただくと、ほかの部会でもさっきお話が

あったんですけれども、国で自分で言うのは何ですが、14 年度とっても、15 年度とっ

ても、16 年度とっても、国費は結構確保しているんです。ところが、14 年度は立ち上

げだということもあるんですが、15 年度以降においても、県費がつかないとか。漁業

者の話がまとまらないというのがベースですが、漁業者の話がまとまっても県費がつか

ない。県費がつかないと、国費の方はせっかく予算の枠があってもついていかない。 

 ほかの部会で、国費がそういう余裕があるんなら、県費肩がわりから上乗せはできな

いのか。これはそういうのはできないんですね。国費は、予算をとってくるときに、３
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分の１補助とかこういう条件に合ったものとして国会の御理解を得て予算がついてい

ますから、ほかの枠に余裕があるから回すという性格のものでは残念ながらないんです。

ともかく、国費は比較的枠があるんですけれども、正直その使い残しをしているケース

がほとんどなんです。ですから、今後、漁業者のお話がまずベース、そして県費をいか

に確保していただけるか。そうすると国費の方も使える環境にあるんです。 

 次に、県費をどうやって取っていくかというのを少し考えなければいけないというこ

とがあると思います。それはきょう傍聴されている県庁の方々にとっても、ある意味で

は問題意識は共通の部分もあるのかもしれませんが、まず全体の流れは逆風でして、最

初に申しましたように国と地方の役割分担だ、分権だという話になって、国と地方が一

緒にやるようなジャンルは狭められつつあるんです。そうすると国費も出し県費も出し

というジャンルが難しくなっている。 

 しかし実態的に見ると、こういう資源回復というのは国にとっても非常に大事な仕事

ですけれども、各地域地域にとって非常に大事な仕事なので、もちろん漁業者にとって

も大事な仕事なわけですので、そこはそれぞれの受益なり、あるいは地域に与える影響

なりを御認識いただいて、それぞれが負担していくことしかないのかなということにな

ってくると思います。そこをいかに具体的に地域で御説明していくか。 

 これで２年半たちましたから、これで幾つか成功事例もたまってきた。それから、各

県で前向きに取り組んでいただける県の事例もこうやって御紹介させていただいた。こ

ういう資料を何とかてこにしていただいて、まず 16 年度、地方の負担を含めて前へ進

める道を模索していただきたいと思います。 

 それから、冒頭のごあいさつの際にも申し上げましたが、17 年度からは第２のステ

ージに入って行きます。そうしたら第１のステージで、どこにどういうところで円滑に

進まない理由があったのかというのも並行的に勉強していきますので、きょういろんな

ことも伺いましたし、ほかの部会でもいろいろなことを伺っていますので、それらも含

めて少しでもできるものがあればやっていきたいということで検討も進めていきたい

と思います。 

 また話は戻りますが、16 年度はともかく大事な節目ですので、次につなげる意味に

おいても、ぜひ漁業者の方々の合意形成をベースに、国と地方が一体となって取り組め

るような取り組みを進めていきたいと思いますので、ぜひまた委員の皆様方の格段の御

協力、御支援をよろしくお願いしたいと思います。 

○ 吉岡部会長  

ありがとうございました。 

 ただいま県の方々非常に頭が痛いんじゃなかろうかと思うわけでございますが、国と

しては予算が余っていると、執行できないのは県の責任だとこのような。 

○ 竹谷資源管理部長  

そこまでは。 
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○ 吉岡部会長  

いやいや、そのように私はとったわけでございまして、どうかひとつ私は県が執行で

きないのも、逆に国からもっと県に対して圧力をかけていただきたいなと思うわけでご

ざいまして。せっかくの予算が、国も県も消化できるような考え方を。国が予算をつけ

たから県があとつけなさいというのではなしに、国と県とが十二分にコミュニケーショ

ンを交していただいて、せっかく取った予算がすべて消化できるように、お互いがひと

つ大変難しいとは思いますけれども、消化できますように御努力を御要望申し上げてお

きたいと思うわけでございます。 

 それでは、閉会をさせていただいてよろしゅうございますか。 

 本日は大変長時間にわたりまして、委員各位、あるいはまた御臨席の皆様方にはいろ

いろと貴重な御意見を拝聴いたしまして、厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

 議事録署名人の平野委員、宮本委員におきましては、後日事務局から議事録が送付さ

れますので、署名の方をお願いしたいと思います。 

 これをもちまして、第６回目の日本海西部会を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。 
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