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４ 議 題 
 （１）水産資源の状況について   
 （２）資源回復計画の進捗状況について  
 （３）その他  
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                 開    会 
 
○事務局（上田） 皆様、こんにちは。皆さんおそろいですので、そろそろ始めさせてい

ただきたいと思います。 
 ただいまより日本海・九州西広域漁業調整委員会の第７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 13 名の委員の御出席を賜っております
ので、部会事務規程第５条の規定に基づき部会は成立していることを御報告いたします。 
 申しおくれましたが、私、境港漁業調整事務所の資源担当の上田と申します。よろしく

お願いします。 
 なお、昨日の本委員会で説明があったと思いますが、大臣選任委員については石川委員

が委員を辞され、その後任として森本委員が、また、海区漁業調整委員会の互選委員にお

かれましては、石川県が橋本委員から堂委員へ、福井県が平野委員から齊藤委員に交代し

ております。なお、本日、齊藤委員の「齊」の字が間違っているのではないかという御指

摘がございまして、申しわけございません。この場をかりておわびいたします。 
 大臣選任委員の三門委員が８月 24日に急逝されまして、後任については委員委嘱手続の
関係で欠員とさせていただいておりますことを申し上げます。 
 それでは、部会長の吉岡会長様、議事進行をよろしくお願いいたします。 
 
                あ い さ つ 
 
○吉岡部会長 本日は大変お忙しい中を、委員の皆様方におかれましては御出席いただき

ましたことを、厚くお礼を申し上げる次第でございます。 
 さて、前回、第６回の日本海西部会におきまして、日本海西部海域における水産資源の

状況に係る報告を初め、日本海西部のアカガレイ、特に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及び次期候補魚種の検討状況等についての審議を実施

したところでございます。本日の部会におきましては、まず水研センターから日本海西部

における管轄魚種の資源状況について報告をいただきまして、その後、アカガレイの資源

回復計画の進捗状況、そしてベニズワイガニ資源回復計画策定の進捗状況、最後になりま

すけれども、その他の候補魚種に係る検討状況を報告し、今後の課題や進め方について検

討いただきたいと思います。 
 会議に先立ちまして、本日は水産庁から竹谷資源管理部長にお越しいただいております

ので、一言ごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○竹谷資源管理部長 ただいま御紹介にあずかりました水産庁の資源管理部長の竹谷と申

します。よろしくお願いいたします。日本海・九州西広域漁業調整委員会の第７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させていただきたいと存じます。 
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 委員の皆様方におかれましては、昨日の本委員会、また本日の部会と、大変お忙しい中

御出席いただきまして、心より御礼を申し上げたいと存じます。 
 昨日も私どもの次長から申し上げましたように、皆様方に御担当いただいております資

源回復計画につきましては、水産基本計画に基づく政策の大きな柱として位置づけられて

おりまして、非常に政府全体としても期待している政策課題であるわけでございます。そ

うした中で、こちらの部会におかれましては、さきにアカガレイ、それからズワイガニの

資源回復計画を立てていただき、着実に推進いただき、特にズワイガニの資源回復につき

ましては着実な進展が見られるといった状況と認識いたしているところでございます。 
 全体的に見ますと、御案内のように８計画 14 魚種が既に計画が動き始めておりますし、
それに加えて４計画 10魚種について計画が着手されているという状況にあるわけでござい
ますが、当初予定いたしましたスケジュールによりますと、本年度が資源悪化魚種の資源

回復計画の計画着手の最終年ということになっておりますので、最後の追い込みをかけて

しっかりと資源回復計画に取り組んでいきたいと考えているわけでございますが、これも

ひとえに皆様方を中心といたしまして漁業者の方々とのお話し合いの結果まとめられてく

るものでございますので、一層の御尽力をよろしくお願いしたいと存じ上げる次第でござ

います。 
 皆様方の西部会のエリアにおかれましては、日韓あるい日中といった中国、韓国と境界

を接するエリアでございまして、なかなか資源管理上難しい問題があろう、日ごろから皆

様方は御苦労いただいているのではないかと思う次第でございます。私、日韓・日中の漁

業交渉も担当いたしておりまして、先方と議論をしていく中において、入漁条件あるいは

向こうからの入漁に対してどこまで認めるか交渉する中におきましては、やはり我が国が

しっかりとした資源管理をやっている、また、資源の悪化しているものにつきましては資

源回復計画にしっかりと取り組んでいるということを伝えていくことが非常に重要でござ

います。そういった意味においても、この委員会、また部会におきます取り組みというの

は非常に重要であると痛感している次第でございますので、一層の御尽力をお願いしたい

と思います。 
 繰り返しになりますが、残された候補魚種につきましてきょうも御検討を深めていただ

ければと期待いたしまして、簡単ではございますがごあいさつにかえさせていただきます。

よろしくお願いします。 
○吉岡部会長 どうもありがとうございました。 
 議事に入ります前に、本部会の管轄事務所でございます境港漁業調整事務所長が 10月１
日付けで交代なさっておりますので、委員各位に御紹介をいたします。 
○森所長 10 月１日付けで境港漁業調整事務所長を拝命いたしました森と申します。外国
漁船の取り締まり、資源回復計画の推進など、地方における水産行政に務めてまいりたい

と思いますので、皆様方、今後どうぞよろしくお願いいたします。 
○吉岡部会長 次に、境港漁業調整事務所の日本海西部会を担当いたしております上田氏
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を御紹介いたします。 
○事務局（上田） 皆さん、初めまして。日本海西部会を担当させていただいております

上田でございます。ふだんは資源管理計画官ということで資源を担当させていただいてお

ります。見てのとおりのそこつ者でございますが、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。 
 それではお配りいたしております資料の確認を事務局からさせていただきます。 
○事務局（上田） それでは資料の確認をさせていただきます。１枚目が第７回日本海西

部会ということで議事次第でございます。その次にありますのが席次表。次が資料２－１

ということで日本海西部関係府県の漁業者協議会の開催実績。資料２－２ということであ

かがれい（ずわいがに）の実施状況。続きまして２－３ということでベニズワイガニ資源

回復計画にかかる検討状況。２－４は二つございます。資料２－４－１ということで次期

候補魚種の検討状況の概要、２－４－２ということで平成 17年度より予算化されます包括
的資源回復計画の検討状況です。その後についております参考というのは、資料２－４－

１のもとになるデータが記録されております。あとは、資料３として最後にお諮りします

日本海西部会事務規程新旧対照表ということで、事務局から提出させていただいている資

料を添付してあります。 
 すいません。追加資料がございます。皆さん既にお気づきかと思いますけれども、出席

者名簿がついております。それから委員名簿。それから、資料１として水産資源の動向。

それに日本海・九州西広域漁業調整委員会参考資料がございます。 
 よろしいでしょうか。 
○吉岡部会長 よろしゅうございますか。 
 それでは進めさせていただきます。 
 
               議事録署名人の選任 
 
○吉岡部会長 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部会の議事
録の署名人を選出する必要があるわけでございます。事務規程におきましては会長から２

名以上を指名することになっておりますので、僣越ではございますけれども私から指名を

させていただきます。 
 今回の部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

から京都府の佐々木委員、大臣選任委員の方からは本川委員のお二方にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 
 
             議  題 
             （１）水産資源の状況について 
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○吉岡部会長 それでは議題(1) でございますが、日本海西部海域におきます水産資源の状
況についてでございます。水研の方から御説明をお願いいたします。 
○白井室長 日本海区水産研究所の白井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

座ったままで失礼いたします。 
 お手元の資料１をごらんいただいて、１ページ目は日本海関係のまとめの表になってお

ります。昨日出席された方は既にごらんになっていると思うんですけれども、今からお話

しするアカガレイについては左側の（ＴＡＥ種）と書いてあるところにあります。2004年
の資源状態、中位・横ばいとなっておりまして、その横に 2005年漁期のＡＢＣについての
数字が入っておりますのでごらんになってください。 
 続きましてアカガレイの、ことし資源評価票として出させていただいた内容について簡

単に御説明を申し上げます。資料は２、３、４ページにあります。本来はカラーなのです

けれども、白黒のコピーなものですから、ところどころわかりづらくなっておりますので、

そういうところをつけ加えながら御説明いたします。 
 アカガレイは北海道を含めて北方性の魚類として広範囲に分布しておりまして、日本海

側でも大変重要な魚種と位置づけられます。日本海においては水深 150 ～700 ｍに分布し
て、沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業の重要な対象魚種となっております。 
 漁獲の動向については次のページにグラフがございますので、それを見ていただきたい

と思います。ただ、折れ線グラフで府県別の漁獲量が入っているんですが、白黒だと見え

ないので、申しわけないんですけれども棒グラフの方だけ見ていただいて話を聞いていた

だきたいと思います。 
 ここでは 1991年以降の漁獲量を石川県から島根県について見ております。これしか資料
としてお出しできないのは、国がまとめている農林統計の中にアカガレイという項目があ

りませんので、全域についてそれ以前にさかのぼることができておりません。90 年代前半
には 2,000 トンぐらいだったものが、95年ごろには 3,000 トンを超えて、その後は 3,000 
～3,500 トンぐらいで安定している。日本海北部、富山県以北の海域では、およそ 400 ～
500 トンぐらいで安定した状態が続いているということで、90年代の半ばぐらいからは全
体的にほぼ安定状態に入っているように思われます。 
 本資源の資源評価方法についてグラフの下に書いてございます。農林統計の方がだめだ

ったものですから、沖合底びき網統計、これは 80年ぐらいから利用できる形で整理がなさ
れておりますが、それを参照いたしまして資源水準と動向の判断をしております。それか

ら当方で行っておりますトロール調査の結果を加味して資源管理方策に役立てて、最終的

なＡＢＣ算定というところまで話を持っていっております。 
 先ほど見ていただいた漁獲量のグラフですが、これは 91年からなので、これだけ見ると
大変よさそうな感じがするんですけれども、実はそれ以前に戻るとちょっと様子が違って

いるということで、３ページの中ほどのグラフをごらんください。マークが■、●、▲と

あります。ちょっとこれは書き方が悪いんですけれども、▲の鳥取の分を目で追っていた
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だきたいんですが、これは単位としてはグラフの右側の０から 4,000 トンまでで示してい
て、そのほかの２県分については左側の０から 1,500 トンということで、妙な組み合わせ
をしてしまったものですから、実際には鳥取が 80年あたりではもっともっと上の方にある。
それがだんだん下がっているというようなグラフになっております。 
 そこのところを加味していただいてお話を聞いていただきますが、これは漁獲量のグラ

フで、増減の様子を見ていただいてもわかるんですけれども、80 年代の終わりぐらいから
90 年代の初めにかけて、かなり減っている時期があります。それ以降、石川県の上に行っ
ている部分がありますけれども、その部分ではかなり回復しているように見えます。新潟

県ではそんなに変わっていなくて、鳥取では、80 年代あたりはかなり高かったものが落ち
込んだ状態で今に至っているというような動きになっているわけです。 
 こういった状況から今現在の状況を判断したわけですが、石川県以西の資源は、1990年
代の前半に一番悪くなった状態からは抜け出したんだろう。ただ、鳥取あたりではまだも

との状態には戻っていないということはこのグラフからもわかりますし、トロールの調査

でも隠岐島周辺あたりでアカガレイがほとんど見られなくなってきたというようなことも

あります。そんなことでちょっと地域的なずれがあるわけですけれども、日本海の西側で

はそのような様子、東側の石川から新潟にかけてはそんなに悪くないような状態というこ

とで、全体から見ると 90年代前半に比べて多少高めになっているということで、中位水準。
それから、漁獲量の推移としては近年安定しているということで、横ばい傾向にあると判

断したということが書いてございます。 
 私どもが行っているトロール調査の中で、2001年に生まれた群れがそろそろ漁獲物とし
て入ってくるというのがわかってきております。管理方策の２行目あたりに書いてありま

すけれども、卓越年級群と思われるものが入り込んできた。それが来年あたりの漁期でと

れ始めるのではないかと思われますので、そういう意味では西の方は今後、多少上り坂に

なるのかなと思われます。ただし、それを見越して高いＡＢＣを与えてしまうと、御存じ

のようにアカガレイというのは大人になるのに大変時間がかかる魚なので、特に雌の小型

魚を保護することが重要だということがその中に書いてありまして、状態はそう悪くはな

いんですけれども、まだまだ控え目の状態だと我々は判断しているところです。 
 横ばい傾向ですので、管理方策の表の中にある管理基準というところを見ていただきた

いんですが、３年間の平均漁獲量、これが上限だろうというところを計算しております。

あと、管理方策のところにもありますように、漁獲圧を現状にとどめるとか、禁漁区が既

に設けられていて成果を上げているといったことが書いてありますけれども、ことしのト

ピックとしては、卓越年級群ということがありまして多少上向きですよということで話を

終わらせていただきたいと思います。以上です。 
○吉岡部会長 ありがとうございました。 
 ただいまの水研センターの説明につきまして委員の皆様方から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。 
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 よろしゅうございますか。 
 ないようでございますので、次に進ませていただきたいと思います。 
 
           （２）資源回復計画の進捗状況について 
 
○吉岡部会長 議題(2) の資源回復計画の進捗状況についてでございまして、まず２－１と
して、前回の部会以降に開催されました漁業者協議会等の開催状況につきまして事務局か

ら説明をいたします。 
○事務局（上田） それでは説明いたします。 
 資料２－１をごらんください。我が所の管轄県、石川から島根まで、北の方からしるし

てあります。順を追って説明いたします。 
 まず石川県です。こうして見ますと実にきめ細かくアカガレイ・ズワイガニの資源回復

計画に関して協議会を開いていただいております。主に底びき、その内容は主に改良網の

導入計画について協議会を開いていただいております。 
 福井県においては未開催です。 
 次に京都府です。定置網漁業検討会と書いてあります。これは既に御説明があったかと

思いますけれども、平成 17年に向けて予算化される予定であります包括的資源回復計画に
向けての協議会かと思われます。 
 次に兵庫県です。通常の大型底びき網の協議会に加えて、後ほど議題に上がってまいり

ますベニズワイガニのカニかごの資源回復計画に参入するということで、たびたび協議会

を開いていただいております。 
 鳥取県につきましては、主にアカガレイの増殖場をつくるという話が進んでおりまして、

それに加えてハタハタに関する網目拡大、それから改良漁具の試験といったことについて

それぞれの地区で協議会を開いていただいております。 
 最後に島根県ですが、主に沖底を中心に、これは小型底びきとの調整がかなり重要な案

件になっていると聞いておりますが、その関連で会議を開いていただいております。それ

以外に資源回復計画に係る海底清掃・耕耘の実施計画についても協議いただいております。 
 ２番目にブロック別の漁業者協議会ですけれども、これは境港漁業調整事務所が旗を振

らせていただいて開催させていただいたものです。島根県が増殖礁を計画しておられる大

山・隠岐という漁場をめぐって、島根県と鳥取県が調整に入っております。その関連で２

回ほど、各県の行政、２回目は漁業者同士の意見交換会という形で開催させていただきま

した。これは今後も継続してまいる所存です。 
 ３番目になりますが、現在、ベニズワイカニかご漁業の資源回復計画が進行しておりま

すが、これも後に出てまいりますが、昨年の第６回の会合において合意された内容の中に

加工・流通業者との連携も図っていくという事項が含まれております。その部分が少々立

ちおくれておりましたので、まず準備段階の研究会を開くという考え方で、第１回べにか
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ご漁業研究会というものを鳥取県、島根県、両県水試、境港市、境港水産事務所、境港漁

業調整事務所という構成で開催しております。以上でございます。 
○吉岡部会長 ありがとうございました。 
 前回部会以降に各地におきまして漁業者協議会が、ただいま発表がございましたように

開催されまして、検討が進んできたようでございますが、平成 14年にアカガレイ資源回復
計画を開始いたしまして以来、各県ではさまざまな自主規制、保護礁の設置、あるいは改

良網の開発など、熱心な取り組みがなされてきているわけでございまして、本件につきま

して御意見なり御質問がございましたら承りたいと思います。 
 よろしゅうございますか。 
 それでは、２－２といたしましてアカガレイ、特にズワイガニの資源回復計画の実施状

況について説明をお願いしたいと思います。 
○事務局（上田） それでは資料２－２に沿って説明いたします。これも管轄県のうち北

の方から参ります。 
 まず石川県からです。平成 14 年度以来、保護区の拡大、保護礁の設置、そして改良網、
分離漁獲型底びき網の導入ということで御努力いただいております。15 年度に改良網の導
入をして以来、継続実施中ということになっております。 
 福井県も同様に 15年度に改良網を導入しまして、それを継続中です。 
 京都府におきましては、保護礁の設置、改良漁具の導入、操業回数の削減、休漁・休漁

漁船の活用といったことで、休漁漁船の活用というのは海底清掃などに使っているわけで

すけれども、16年度 10月実施予定であります。 
 次に兵庫県です。これについては再々保護区を設置していただいておりまして、そのほ

かに保護礁の設置ということで、それを 16年度予定しております。 
 鳥取県におきましては、小型魚の保護。アカガレイですね。それから休漁、保護礁・保

護区の設置。保護礁の設置については、先ほど島根・鳥取間の調整会議がありますと申し

上げましたけれども、そこにおいて継続審議中でございます。 
 島根県におきましては、目合いの拡大、採捕の自粛、それから休漁、減船。減船につい

ては２そうびき、１ケ統２隻、既に 16年度に措置済みでございます。 
 次に資源の積極的培養については、現在のところまだそういう段階にないということで、

特に行っておりません。 
 漁場自体の保全措置になりますが、福井県、京都府、島根県、それぞれ海底耕耘とか海

底清掃というようなことを、休漁時期の船を活用して実施しております。 
 こうして見渡してまいりますと、それぞれ取り組みは違いますが、各県の事情に応じて

御努力いただいている状況でございます。以上です。 
○吉岡部会長 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の措置等につきましては、前回の会合で審議をいただ

いた計画の変更も含め、おおむね順調に実施されていることが確認されております。また、
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このほかに特にズワイガニに関しましては、本年７月に開催されました因胆底曳協議会に

おいて、従前からの自主規制に加え、新たに保護区を増設することなども合意されている

わけでございます。ただいまの説明につきまして御質問がございましたら、あるいは御意

見がございましたら承りたいと思います。 
 よろしゅうございますか。 
 それでは、別段ないようでございますので次に進ませていただきます。 
 ２－３といたしまして、多少今説明がございましたけれども、ベニズワイガニの資源回

復計画策定の進捗状況について事務局から説明をさせていただきます。 
○事務局（上田） それでは資料２－３に沿って説明させていただきます。その後のベニ

ガニの資源回復計画にかかる検討状況でございます。 
 まず、前回、第６回の部会において確認された事項を御紹介しておきたいと思います。

番号に沿って説明します。 
 １番。資源回復計画等推進支援事業による支援を前提として現在の休漁期、７月、８月

でございますが、その前後 15日間（計 30日）を新たに休漁日として追加する。 
 ２番目です。その追加休漁日には、海底清掃を実施する。 
 ３番目に、減船は適宜、状況に応じて実施することとし、減船実施船が利用していた漁

場は保護区として検討する。 
 ４番目は、その他の削減措置も引き続き検討する。この中には漁具の改良とか、雌の多

い海域への雄の放流、その他いろいろな姿勢の示し方が考えられると思います。 
 ５番目です。国及び都道府県における予算措置状況、並びに加工・流通業者等への影響

も考慮し、動向を見極めつつ、改めて漁業者協議会で削減措置を最終決定する。この点は

大変重要なことでして、ベニガニかご漁業という一つの漁業の問題だけでなく境港という

地域の問題でもありまして、このところは今後、重点的に協議していかなければいけない

事項であると思われます。 
 ６番です。兵庫県知事のカニかご漁業者とも連携を図る。以上でございます。 
 これを踏まえまして、その後の動きを御紹介いたします。 
 まず予算状況です。国といたしましては資源回復等推進支援事業について概算要求中と

いうことで、淡々と進めております。次に県でございますが、今後予算要求作業が本格化

する見込みでございます。 
 ３番目の漁業者の動向です。この７月、８月にかけて漁労長会議を開催して漁場の実態

を聴取いたしました。実態に応じた漁獲努力量削減措置について、さまざまな選択肢を設

けながら検討していきたいと思っております。次に、先ほど話に出ました兵庫県ですけれ

ども、カニかご漁業者、大臣許可が１隻、知事許可が９隻ですが、これは６月１日から６

月 30日までの１カ月間を休漁期間とするということで鳥取、島根のかにかご協会とも合意
ができております。 
 今後の進め方でございますが、休漁等の漁獲削減努力を行うことにより影響を受けるの
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は加工業者、流通業者ということになりますが、一方、加工業者、流通業者ありきという

話でもございません。この辺は細かな調整が必要なところかと思われます。したがいまし

て、私ども境港漁業調整事務所も含めまして今後の調整に不退転の覚悟で臨みたいと考え

ております。また、予算関係におきましては国及び関係県の確保状況を踏まえつつ、次回

の部会をめどに回復計画の素案を策定していきたいと考えております。以上でございます。 
○吉岡部会長 ありがとうございました。 
 前回の会合におきましては、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

で取り組む削減措置として、現在の７月、８月の休漁の前後に 15日ずつ、30日間休漁する
ということや、最終的な削減措置の決定は国とか関係県の平成 17年度の予算見通しを踏ま
えて決定する、また、兵庫県の知事許可漁業者も回復計画に参画する方向で検討するとい

うことが決まっているわけでございます。また、この前お話がございましたように、漁業

者と行政及び研究、流通・加工業者との連携を図るための活動も継続しているようでござ

います。今後につきましては、本年じゅうに開催される予定であります漁業者協議会の検

討を踏まえ、当資源回復計画の素案は今年度末、17 年３月ごろに開催を予定されている部
会に提出される見込みとのことでございます。ただいまの説明につきまして御意見、御質

問がございましたらお願いいたしたいと思います。 
 どうぞ。 
○森本委員 ベニズワイガニの資源回復計画ということですけれども、これは我が国の排

他的経済水域の中の資源回復計画ということなんでしょうけど、以前は、今の日本海の暫

定水域でもベニズワイガニかごの操業が行われていたと思うんですけれども、現在は大臣

許可漁業の方々は、操業は一切日本の排他的経済水域の中で行われているという理解でよ

ろしいですか。 
○竹谷資源管理部長 ベニズワイガニの大臣承認漁業につきましては、まず排他的経済水

域ですけれども、日本の排他的経済水域は、狭い意味での、本当の排他的経済水域の部分

と、今は日韓協定上「暫定水域」と呼ばれている水域とがありますが、そこも日本の排他

的経済水域であることに変わりはないので、そこも含めまして承認が行われてベニズワイ

ガニ漁業が行われているという形になっております。 
○森本委員 わかりました。操業の実態上は、新聞なんかを見ていると韓国の漁船が排他

的になかなか入れないという話もあるんですけど、ここで言っている資源回復計画は、今

は暫定水域だけれども、我が国の排他的経済水域と思われる水域でも操業が行われて、そ

ういうところも含めての資源回復計画と、こういう理解でよろしいわけですね。 
○事務局（上田） お答えいたします。 
 資源回復計画というのは、先ほど部長がおっしゃった狭い意味での日本の排他的経済水

域、ＥＥＺの中を対象としているものでございます。ところが、資源回復計画を進めるに

当たって、実際、何隻かはもっぱら暫定水域の中で漁獲を行っている船もあるわけです。

そことどのように意見調整していくのかというのが今後の課題になっておりまして、一つ
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の言い方として、前回、かにかご協会全体として休漁なら休漁、減船なら減船をやりまし

ょうというようなことが決まっているから、あとの協議はありませんよというような言い

方もあるんですけれども、業界内部で個々の言い分もございましょうから、その部分はし

っかり調整をしていかなければならないと、そのように考えております。 
○吉岡部会長 よろしゅうございますか。 
 そのほかの委員の皆さんで御発言。どうぞ。 
○齊藤委員 大臣許可と知事許可との違いというのはどういうものでしょうか。 
○事務局（上田） 日本海西部沖合でいいますと、きょうは図を持ってきてなくて恐縮で

すけれども、大臣許可と知事許可を分ける線が描かれております。兵庫県のちょっと西側

から、かぎ状になって立ち上がっております。それで、知事許可船と大臣許可船では、ま

ず船の大きさ、かごの数、そういったものが違います。小型船というのは 20トンまでとい
うことになっております。操業区域もはっきり分かれております。 
 先ほど兵庫県の資源回復計画への参加ということで、休漁期間が昨年業界全体として合

意したのとは違いますね。６月の１カ月間としてあります。なぜそれが通ったかというと、

全く操業区域も違う、しかも水揚げするところが、兵庫県の知事許可船と大臣許可船１隻

は香住の方に水揚げしております。したがって分けて考えることができるということでこ

のようになった次第です。 
○齊藤委員 例えば私どもの県でも１カ統やっているんですが、例えばさっき事務局さん

から兵庫県と鳥取、島根は一応合意済みでこういう休漁期間を設けたという御説明があっ

たんですが、他府県との協議はこういう中に入ってこないわけですか。休漁期間の設定と

かいう話は。従来ですと７月、８月が休漁期間で、そのほかは１年じゅうやれるというこ

と。 
○事務局（上田） 現在は７月、８月を除いては周年できるということです。大型船です

ね。 
○長谷室長 ベニズワイガニの回復計画、大臣許可船中心で始まっておりますけれども、

こういった部会の場、あるいはかにかご漁業の協会、その中には大臣許可船も知事許可船

も入っておりますけれど、そういった中で進捗状況については説明しておりまして、大臣

許可船が中心になって始めますけれども、同じ資源ですから、関連する知事許可船も参加

したいということであれば一緒にやりましょうというスタンスで話を進めております。そ

ういった中で兵庫県については知事許可船が入ってきているという状況でございます。 
○齊藤委員 もう一つ、水深は明記してあるんですか。かご漁。 
○事務局（上田） はい。制限条件で 800 ｍ以深となっております。 
○齊藤委員 わかりました。 
○吉岡部会長 そのほかの皆さん、いかがでございましょうか。 
 よろしゅうございますか。 
 それでは、前回のとおり、漁業者自体は休漁することでまとまっているわけでございま
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して、今後はその他の削減措置についても検討されているわけでございます。各県ともに

財政状況が非常に厳しいため、その財源を日韓基金から拠出されるよう要望しているわけ

でございます。現在、予算の確保を待っている状況のようでございます。計画が動き出し

たときに慌てないためにも、資源回復措置の中身について早急に、十二分に吟味をいたし

まして、次回に計画案として提出していただけるようにお願いいたしたいと思っているわ

けでございます。 
 よろしゅうございますでしょうか。 
 それでは次に進ませていただきます。 
 次期候補魚種について事務局から説明をお願いいたします。 
○事務局（上田） それでは次期候補魚種について御説明いたします。 
 まず最初に資料２－４－１ということで、後ろの方に細かいことがついておりますが、

それをダイジェスト版にしたのが１枚目の１枚紙です。今回は可能性の判定ということで、

上の括弧の中にあるような形でつけさせていただきました。◎が策定進行中、○が合意済

み・策定待ち、△が検討中、×が見込みなしということです。今回、魚種もやるかやらん

か整理してくれという話もあったんですけれども、なかなか進んでおりませんで、私ども

公といたしまして、今後はもっときめ細やかに、頻繁に連絡をとりながら、それぞれの魚

種を計画の中に入れていくのかどうか検討させていただきたいと思います。 
 まずハタハタです。右の総評のところで御説明いたします。ハタハタにつきましては、

京都府では既に策定へ向けて漁業者間の合意がなされております。したがって広域漁調の

進展次第ではということだったんですが、何分、日本海西部のハタハタというのは朝鮮半

島方面まで高度回遊する魚種でありまして、実態がつかみにくい。現に、去年、おととし

の大豊漁からすると、ことしは大変変則的なとれ方をしている。なかなか予測がつきにく

いという面がございます。また、県によっては小型底びきと沖合底びきとの調整がつきま

せんで、全般的に見れば時期尚早という判断がございます。今後、ハタハタ漁の動向がど

う回復計画の検討に影響するのかといったところも目が離せないところでございます。 
 次にニギスです。鳥取県においては取り組むべきという声がありまして、漁業者意識が

高まれば検討ということになっておりますが、それ以外では時期尚早、あるいは、ほかの

措置を実施中なので追加措置はまだ早いですというような意見がございます。ほぼ検討中

という判断です。 
 ヤナギムシガレイについては、石川県以外では要望がほとんどありませんが、京都府に

おいてはハタハタが広域の対象になれば次の候補として考えておられるということでござ

います。アカガレイ・ズワイガニの資源回復計画の効果を見て判断したいという県もござ

います。 
 沿岸性カレイについてですが、これも石川県以外では要望がございませんで、期待薄と

なっております。また、改良網の導入など実施済みの県もありまして、これもアカガレイ・

ズワイガニの効果次第という意見もございます。 
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 その他の魚種について、サヨリ、ホッコクアカエビ、小型魚全般、アナゴと挙がってお

りますが、その中で従前より挙がっておりました島根県のアナゴについては、小型底びき

との調整がとれませんで候補魚種からは下げます。そのかわり、後で御説明いたしますけ

れども、新しくできる包括的資源回復計画の方に小型底びき漁業全体ということで組み入

れたいという話になっております。 
 次に、県単独の魚種あるいは先ほどからお話ししております包括的資源回復計画の検討

状況です。資料２－４－２に沿って御説明いたします。 
 石川県。ウスメバルについては調整中です。県単あるいは広域の可能性もありますが、

なかなか前に進まない状況でございます。底びき網漁業、定置網漁業については包括的計

画ということで考えております。 
 京都府におきましては、底びき網漁業、定置網漁業、釣り・延縄漁業ということで、い

ずれも包括的計画で考えております。 
 島根県については、アナゴは先ほど御説明したとおり小型底びきとして包括的魚種で取

り組む。バイについては、県単魚種として今後検討という状況です。 
 先ほどの資料２－４－１、２－４－２を眺めてまいりますと、包括的資源回復計画とい

うものが新しくできることによって、そちらの方でやりやすい魚種というものが見えてま

いりまして、そちらの方に流れているという状況があるようでございます。以上です。 
○吉岡部会長 前回の部会におきましては、今回の部会までに各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、検討結果を踏まえた方向性の整理をするとの説明がござ

いました。その結果、島根県のアナゴのように、検討の結果、候補魚種から取り下げられ

たものもありますし、これまで挙がっていたハタハタ、ニギスなど、大部分の魚種で漁業

者間の調整中、もしくは時期尚早という判断がなされているようでございます。一方、17
年度予算として概算要求中の包括的資源回復計画で対応を考えておられる県も多いように

見受けるわけでございます。 
 いずれにいたしましても、平成 16年度をもって魚種ごとの資源回復計画の作成に着手す
る魚種の登録は終了することになっているわけでございまして、大変短い期間ではござい

ますけれども、再度慎重な検討を重ねていただきまして、次回の部会では最終結果を報告

いただきますようにお願いいたしたいと思うわけでございます。ただいまの説明につきま

して御質問、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。 
 よろしゅうございますでしょうか。 
 
                （３）そ の 他 
 
○吉岡部会長 それでは、その他でございますが、部会事務規程の変更につきまして提案

があるようでございます。変更内容は、水産庁の内部の規程の変更に伴う部会事務規程第

２条、第 15条の改正であります。これにつきまして事務局から説明をお願いします。 
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○事務局（上田） それでは資料３に沿って説明させていただきます。 
 かいつまんで言いますと、今まで本庁の管理課の方で旅費、事務手続等をしていただい

ていたものを、各漁業調整事務所に、「お前のところでやれや」ということで振っていただ

くということでございます（笑声）。したがって「部会の事務局は、境港漁業調整事務所内

に置く」と変更されます。そして、３枚目です。「部会の庶務は、境港漁業調整事務所にお

いて処理する」と、こういうことでございます。以上、よろしくお願いいたします。 
○吉岡部会長 ありがとうございました。 
 いかがでございましょうか。この案でよろしゅうございますか。 
 それでは、事務規程の一部変更につきましては、再度お諮りしますが、この案で決定を

してよろしゅうございますか。 
               〔「はい」の声あり〕 
○吉岡部会長 ありがとうございました。それでは本日付けで変更いたしたいと思います

ので御了承いただきたいと思います。 
 以上で事務局で予定いたしております審議事項は終了したわけでございますが、その他

と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。ありますればお願いいた

したいと思いますが、いかがでございましょうか。 
 どうぞ。 
○齊藤委員 資源回復ということでいろいろな御意見が出ているんですけれども、14 年、
15 年と続いてきた大型クラゲについて、去年でしたか、水産庁あたりが研究をするという
お話を聞いているんですが、ことしは今のところそんなに被害はないんですけれども、こ

ういったよからぬものが来た場合の今後の対策として水産庁はどのようなお考えをお持ち

なのか、今後どのような対策を講じられていくのか、お伺いしたいと思います。 
○事務局（上田） 大型クラゲの議論が、昨日開催いたしました当方の管轄県で開催され

ます主務課長会議で議題に挙がっております。昨年より各水研の連携、また、大型クラゲ

に関する試験研究、漁業実態を集約するための協議会というものを設置してやっていると

ころです。それから、クラゲというのは暖流に乗って西の方からやってくるものですから、

韓国とか中国の研究者とも連携しながら進める体制をとっております。 
○齊藤委員 １点は、我々は、大型クラゲというのは自然的なものでしょう。そうすると

台風並みの扱いをしてもらえんかなという感じで、例えば農業ですと被害を受けた場合、

補助とかいろいろあるでしょう。漁業に関して被害的なものに対する補助的なものが薄い

のではないかという気がするんですよ。 
○事務局（上田） 確かに、養殖でも養殖共済とか、漁業共済なんていうものが…… 
○事務局（上田） それは聞いているんです。おまえらは共済に入っているから、例えば

年間の水揚げがなかったら、被害があったら共済金が入るだろうと言うけれども、私は 40
年生きているんですけれども、漁業者に対する国の援助というものが少ないように思うん

ですけれども、その点はどうですかね。 
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○吉岡部会長 部長、どうですか。（笑声） 
○竹谷資源管理部長 農業とか林業とかと比較して、それぞれ特色がありますから、水産

の方が手厚い部分もありますし、逆に農業の方が手厚い面もあるというのは確かだと思い

ます。そこだけを取り上げていくと農業の方が手厚いんじゃないかという形になりますけ

れども、それぞれの特色があるものですから。 
 端的な例でいきますと、農業の方ですと価格安定制度、あるいは所得安定制度みたいな

ものが非常に強いわけですね。これは全国あまねくお米ならお米をつくっているから安定

制度に乗せやすい。それに対して水産の方でいえば魚価の安定制度というような、水産の

実態に合わせた形になっているわけですね。 
 話を戻して災害の話ですけれども、農業の方で災害に合ったときにどういう対策がメー

ンなのかというと、やっぱり共済制度なんですね。共済に入っていて共済の補償をもらう

というのがメーンの政策です。ただ、農業の場合は米中心の農業が大きいので、強制加入

という形になっていますので、したがって稲作に被害が起きれば当然共済の補償が受けら

れる。逆に言えば掛金を払っているわけですから、共済が災害対策のメーンだというのは

一緒であります。 
 そのほかにいろいろな融資制度があります。融資制度については農業と比べて見劣りす

るという形にはなっていないと思います。ただ、融資も結局は返さなければなりませんか

ら。あとは、１点に集中して被害を受けたようなときに激甚災の指定を受けて手当てをす

るような話ですが、これは農業でも漁業でも、公共事業的なもの、あるいは共同利用施設

的なものの補助率をかさ上げして直すという形が多いんですけれども。したがって、災害

制度についてはそんなに見劣りはしないのではないかなと思います。 
○齊藤委員 もう１点つけ加えさせてもらいますと、ただいま共済のお話が出ましたけれ

ども、我々も漁獲共済というのに入っているんですが、例えば２年続きますと限度額が下

がってくるんですね。限度額が下がってしまうと、共済に入ったってしょうがないという

思いがあるわけです。ある程度の限度額を確保できるからこそ、もし何かあったらという

ので入るわけで、２年続いてがたがたと下がったときに、おまえらはこれだけの範囲しか

だめだぞというのを何とか上乗せしてもらって、例えば最初が 10 万円、その次は９万円、
その次は８万円になった場合に、何とか補填してそのレベルまで上げてもらうような措置

はいかがなものでしょうかね。 
 農業でもそういうことはあると思うんですが、漁業者だけそういう特典はできないとい

えばそれまででしょうけれども。 
○竹谷資源管理部長 共済に詳しい人がきょうは来てないのであれですが、例えば前の年

に被害を受けて限度額が下がっていくというスキーム、保険設計ですから、恐らくそうな

っているんだと思います。その点は調べてみたいと思いますけれども、ただ、限度額を追

加的に上げられますよという制度をつくると、今度は掛金も上がっちゃうんだと思うんで

すね。痛しかゆしだなと思います。現場の声として限度額を上げてもらいたいという御意
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見もあるわけですから、少し勉強してみたいと思います。その場合に掛金の関係がどうな

るのか、少し研究してみたいと思います。 
○吉岡部会長 そのほかに何かございましたら。 
 どうぞ。 
○三木委員 教えていただきたいんですが、包括的資源回復計画、「包括的」という言葉が

出ているんですが、この言葉は、今後実態に合う形で計画が行われ、かつ、「生物多様性」

というようなキーワードで戦略的に予算を獲得というものだと思うんですが、「包括的」と

いう言葉が意味するもの、私が考えたところでは、一つは漁業種類に着目してということ

なので、同じ漁業種類でとれる多種の魚種をまとめてという意味と、二つ目は生態的な、

これがふえればこれが減るとかそういう意味、あえて拡大解釈すれば流通とか加工とか、

そっちも含めて包括的という意味にもとれるかと思うんですが、包括的な計画というのは

どんなものなんでしょうか。 
○事務局（上田） お答えします。 
 今のところは魚種に着目したものではなくて、定置網とか底びき網とか、いろいろな魚

種がとれるものについて、漁業種類に着目して資源の回復を図ろうということで、生物多

様性とか生態系とか、そういった意味まで含ませたネーミングではありません。 
○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、最後でございますが、次回の部会の開催日程について確認いたしたいと思う

わけでございますが、事務局で予定をお考えでございましたら、この際発表していただけ

れば大変ありがたいと思うんですが、どうでしょうか。 
○事務局（上田） 例年にならいまして次の部会は来年の３月ごろ開催させていただきた

いと思っておりますが、いかがでしょうか。 
○吉岡部会長 ３月ごろに予定をしているということでございますが、そのように進めさ

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。 
 それではこれで閉会いたしたいと思うわけでございますが、委員各位、あるいは御臨席

の皆様方におきましては大変長時間にわたり貴重な御意見をいただきまして、ありがとう

ございました。 
 なお、議事録署名人の佐々木委員と本川委員におかれましては、後日事務局から議事録

が送付されますので、署名をよろしくお願いしたいと思います。 
 本日はどうもありがとうございました。 
 
                 閉    会         
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