
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回太平洋広域漁業調整委員会議事録 
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水産庁資源管理部管理課              
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１、開催日時 

    平成１３年１０月２９日（月）午後２時～ 

 

２、開催場所 

  霞ヶ関東京會舘（ゴールドスタールーム） 

 

３、出席者氏名（出席委員） 

    石黒勝三郎／澤口政仁／鈴木辰興／木村  稔／佐藤  弘／篠﨑道雄／ 

  外記栄太郎／本城康至／高橋征人／橋ヶ谷善生／鈴木信治／迫間虎太郎 

   網本成吉／井元健二／亀尾猶蔵／林  穂積／植野剛朋／林  秀仁／福島哲男 

   鈴木徳穂／長島孝好／上野敏五郎／砂山  繁／伊妻壯悦／宮本利之／有元貴

文 

   澁川  弘／山下東子 

 

    （水産庁出席者） 

 

   海野  洋    〃 資源管理部長 

    大石修宗    〃 資源管理部沿岸沖合課課長 

    中尾昭弘    〃 資源管理部管理課課長 

    末永芳美    〃 増殖推進部漁場資源課課長 

    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 

    笠原光仁    〃 資源管理部管理課企画班計画係長 

    藤田仁司    〃 資源管理部沿岸沖合課まき網班課長補佐 

    氏家武士    〃 資源管理部沿岸沖合課漁業調整官 

    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 

    望月喜多司  〃 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班資源管理調査係長 

    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）会長及び代理する者の互選について 

    （２）協議事項 

       １）委員会事務規程について 

       ２）資源回復計画について 

    （３）その他  
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議 事 内 容 

 

開 会 

 

○中尾管理課長  

  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第１回の太平洋広域漁業調整委

員会を開催させていただきます。 

 委員の皆様、各都道府県、関係団体の来賓の方々におかれましては、大変お忙し

い中御出席をいただきまして、ありがとうございます。 

 御承知のとおり、本委員会は、さきの通常国会の審議を経て、10 月１日付で一部

改正が行われた、漁業法第 110 条第１項に基づき発足いたしました。今後、太平洋

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をしていただくことになります。 

 本日は、会長等の互選や委員会の事務規程の制定等、委員会の枠組みに関するこ

とや、資源回復計画に関することを議題とさせていただいておりますが、本日、定

員 28 名の全員の御出席をいただいておりますので、漁業法第 114 条で準用いたし

ます漁業法 101 条に基づき、本委員会は成立をしていることを御報告いたします。 

  本日は、委員会発足後初めての会合でございますので、会長がまだ決定されてお

りません。会長が皆様から互選されますまでの間、私、管理課長の中尾が進行役を

務めさせていただきます。よろしく御協力をお願いいたします。 

 

長官あいさつ 

 

○中尾管理課長  

  この会議の開催に当たりまして、水産庁長官からごあいさつをいただく予定でご

ざいましたが、長官は、ただいま別件が入りました関係で、資源管理部長の海野か

ら長官あいさつを代読させていただきます。 

○海野資源管理部長   

  ただいま御紹介いただきました、水産庁の資源管理部長をしております海野でご

ざいます。直前まで、長官はこの会議に出席する予定にしておりましたが、急遽、

他用が入りまして出席がかなわなくなりました。かわりに、私の方から長官あいさ

つを読ませていただきたいと思います。 

 本日、第１回太平洋広域漁業調整委員会が開催されるに当たり、一言ごあいさつ

申し上げます。 

 さて、委員各位におかれましては、このたび、御多忙にもかかわらず本委員会の

委員へ御就任いただき、厚く御礼申し上げます。 

 御承知のとおり、水産庁は、一昨年 12 月に水産基本政策大綱を公表して水産施

策全般の改革に乗り出し、広く関係者や国民全般の議論を経た後に、水産基本法及

び関連法の改正が、本年６月に通常国会において成立したところであります。今後、
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これらに基づき、新たな水産施策を展開していくことになるわけでございますが、

水産庁としても新水産政策を推進する本部を設置し、組織一丸となって具体的な施

策の推進に努めていくことにしております。 

 そのような新水産政策の眼目の一つとして、本日ここに、太平洋広域漁業調整委

員会が発足しました。本委員会は、太平洋海域を管轄範囲とし、複数の都道府県に

またがる水産資源の管理や漁業調整上の問題を扱う機関であり、水産基本政策大綱

の具体的な施策としての資源回復計画の検討を進めていく機関でもあります。我が

国水産史上画期的な意義を持つものとして、その実施に関して全国から注目を浴び

ています。ここに、太平洋海域における資源管理と、それに係る漁業調整の画期的

な第一歩を踏み出すことになったわけです。今後の資源回復計画の成否は、これを

推進すべき本委員会にかかっており、委員各位の責任は嫌が上にも重く、心より最

大の敬意を払うとともに、御活躍を期待するところであります。本委員会がその役

割を十分に果たすことが、資源管理のみならず今後の水産業全般の発展につながる

ものと考えます。 

 資源回復計画は、国民全体の共有財産とも言える水産資源の回復を図り、水産業

の産業としての再生と水産食糧の安定供給を追求するものであり、この実行は容易

ならざるものがありますが、国としても、計画の実施を支援するための関係予算の

確保や、水産業協同組合法、漁業再建整備特別措置法等の関連法令の改正に鋭意取

り組んでいるところであり、これに加えて、地方公共団体、漁協団体それぞれがそ

の果たすべき役割を自覚し、一致団結して取り組むことが最も必要と考えておりま

す。 

 特に本委員会が管轄する太平洋海域は、北海道から宮崎県まで、そして、その奥

行きも海岸線から 200 海里ラインにまで及び、黒潮と親潮が行き交うといった、広

大かつ変化に富んだ漁場を内包し、漁業生産力にしても、他の委員会が管轄する海

域を圧する大きな潜在力を有していると言えます。 

 また、それに比例して、この場で営まれている漁業の種類についても、沿岸漁業

から沖合漁業まで、対象魚種にしても浮魚から底魚までの多種多様な要素で構成さ

れており、その分、資源の管理をめぐる調整問題も集中し、克服していかなければ

ならない課題も山積しております。 

 本委員会の構成は、各都道府県の海区漁業調整委員会から互選された委員と大臣

選任の漁業者代表委員及び学識経験者から構成されておりますが、以上触れました

諸問題を抱える中、太平洋海域の資源管理のあり方及びそれに係る漁業調整等を取

り扱っていく本委員会には、全般的な考慮と公正な立場の堅持が求められます。 

 この点につき、委員各位の格別の御配慮をお願いいたしますとともに、本委員会

での審議が水産基本法の理念に基づき、関係者のみならず広く国民全般の理解と信

頼を得ることとなりますよう、切に期待しております。 

 最後となりましたが、本日お集まりの皆様の御健康と今後の御活躍を祈念いたし

まして、あいさつとさせていただきます。 

                   平成 13 年 10 月 29 日  水産庁長官 渡辺 好

明   代読。 
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資料確認 

 

○中尾管理課長  

  それでは、議事に入ります前に、お配りしてあります資料の確認を行いたいと思

います。 

○大隈管理課長補佐  

  事務局の担当の方から資料の確認をさせていただきます。 

 お配りしてあります資料を順を追って申しますと、 

 配席図 

 第１回太平洋広域漁業調整委員会議事次第 

 太平洋広域漁業調整委員会委員名簿 

 出席者名簿 

 広域漁業調整委員会の概略 

 太平洋広域漁業調整委員会事務規程（案） 

 太平洋北部会、太平洋南部会委員名簿（案） 

 資源回復計画制度の概要 

 資源回復計画の対象とする魚種の考え方 

 資源回復計画制度パンフレット 

以上でございますが ただいま確認させていただきました資料に足りないもの等

ございましたら、水産庁の担当の方まで適宜お申しつけください。 

  

委員紹介 

 

○中尾管理課長  

  続きまして、本日は初めての会合でございますので、資料としてお配りをしてお

ります名簿に沿いまして、各委員を御紹介させていただきます。委員の皆様におか

れましても、一言ずつごあいさつをお願いをいたします。 

 まず、海区調整委員会からの互選委員になります石黒委員でございます。 

○石黒委員  

  北海道の石黒でございます。 

 北海道は一番東の果ての、知床半島の羅臼漁業協同組合に所属をいたしておりま

す。浅学非才なものですが、よろしく御指導いただきますようお願い申し上げます。 

○中尾管理課長  

  続きまして、澤口委員でございます。 

○澤口委員  

  青森から来ました澤口でございます。 

 私は、青森県の三沢市漁業協同組合に所属しております。今後ともよろしくお願

いいたします。 

○中尾管理課長  
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  続きまして、鈴木（辰）委員でございます。 

○鈴木（辰）委員  

  岩手海区の鈴木です。よろしくお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、木村委員でございます。 

○木村委員  

  宮城の木村です。よろしくお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、佐藤委員でございます。 

○佐藤委員  

  福島県の佐藤でございます。よろしくお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、篠崎委員でございます。 

○篠崎委員  

  茨城県の篠崎でございます。 

 きょうは、大石沖合課長さんもお見えでいらっしゃいます。大分御無沙汰申し上

げております。 

  茨城県は、御案内のとおり暖寒両海水が交差いたしまして、沿岸漁業、大・中型

まき網漁業、底びき網漁業等、漁船漁業が主体の県でございまして、何かとこの広

域調整委員会にはいろいろお世話になるかと思いますが、よろしくお願いしたいと

思います。 

○中尾管理課長  

  続きまして、外記委員でございます。 

○外記委員  

  千葉の外記でございます。 

 房総半島真ん中の勝浦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、本城委員でございます。 

○本城委員  

  東京都の本城でございます。よろしくお願いいたします。 

 東京都の漁業海面は、近県の沿岸漁船のほか、九州から岩手、青森まで、非常に

多くの漁船に漁場を利用していただいております。東京都の漁業調整規則をよく理

解していただきまして、円満な操業が行われている点、平素、関係県の委員の方に

は感謝申し上げている次第でございます。そういう意味で、私どもも、漁場の円満

な利用と資源の有効な利用のために委員会がどう機能すべきか、平素考えておりま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○中尾管理課長  

  続きまして、高橋委員でございます。 

○高橋委員   

  神奈川海区の高橋でございます。 
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 小田原市漁業協同組合でございます。私たちは、本来の漁業と都市型の漁業の中

で非常に悩みが多いところでございますけれども、本会をおかりしまして、皆様方

にお知恵を拝借しながら、また漁業調整に努力をしていきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、橋ケ谷委員でございます。 

○橋ケ谷委員  

  静岡海区の橋ケ谷でございます。 

 私どもの漁協は焼津市にありまして、小さい方の漁協で、サバ等主に沿岸の生物

を扱っておる漁協でございます。皆様におかれましては、きのうは、豊かな海づく

り大会で大変雨の中を御迷惑をかけましたが、無事終了することができました。あ

りがとうございました。 

○中尾管理課長  

  続きまして、鈴木（信）委員でございます。 

○鈴木委員(信)委員   

  私は、愛知県の出身で、組合長でございます。 

  愛知県は、三重県と静岡県の真ん中にございまして、特にうちの組合は底びきが

重点でございます。一部まき網等もございますけれども、底びきが主立ったもので

ございますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

○中尾管理課長  

  続きまして、迫間委員でございます。 

○迫間委員   

  三重県の迫間でございます。 

  三重県は伊勢湾を抱えて、また、湾港もあり、漁場の豊かなところでございます

けれども、最近、海が汚れてきて、小型魚、小さい魚がどんどんと増えなくなって

きておりますので、環境についてもいろいろと考えているところでございますが、

よろしくお願いいたします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、網本委員でございます。 

○網本委員  

  和歌山海区の田辺漁業協同組合の網本です。 

  田辺は、紀伊半島の西、紀伊水道からほぼ真ん中に当たりまして、まき網、１本

釣り、その他いろいろな漁種を抱えております。よろしくお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、井元委員でございます。 

○井元委員  

  徳島の井元でございます。今後ともよろしくお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、亀尾委員でございます。 

○亀尾委員  
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  私は、高知の亀尾でございます。 

 私のところは四国の西南端の方でございまして、漁協が１月１日に合併しまし

た。これからもよろしくお願いをいたします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、林（穂）委員でございます。 

○林（穂）委員  

  愛媛の林でございます。 

 所属は、豊後水道に浮かびます日振島漁協でございます。愛媛県は豊後水道、大

・中まき網漁業が少しと、あと、いろいろな漁種がありますが、内海ということで

資源もかなり減少しておりますので、この広域の委員会で頑張っていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、植野委員でございます。 

○植野委員  

  大分海区の植野でございます。よろしくお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、林（秀）委員でございます。 

○林（秀）委員  

  私は、宮崎海区漁業調整委員の林と申します。 

 このたび、この広域漁業調整委員会に出席させていただくことになりました。何

とも浅学非才な男でございますけれども、よろしくお願いを申し上げます。 

○中尾管理課長  

  続きまして、福島委員でございます。 

○福島委員  

  福島哲男と申します。 

 青森県八戸市におきまして、大・中型まき網漁業と沖合底びき網漁業を営んでお

ります。よろしくお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、鈴木（徳）委員でございます。 

○鈴木（徳）委員  

  茨城県のまき網漁業協同組合の組合長を仰せつかっております鈴木徳穂です。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

○中尾管理課長  

  続きまして、長島委員でございます。 

○長島委員  

  静岡県の大師丸漁業株式会社の長島孝好です。 

 まき網漁業に従事しております。よろしくお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、上野委員でございます。 

○上野委員  
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  大分県鶴見町の桑原水産の上野でございます。 

 大分県まき網組合の組合長もしております。どうぞよろしくお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、砂山委員でございます。 

○砂山委員  

  私は、北海道釧路市で底びき網漁業を営んでおります砂山でございます。よろし

くお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、伊妻委員でございます。 

○伊妻委員  

  宮城県石巻市で宮城県沖合底びき網漁業区組合の副組合長をしております伊妻

です。よろしくお願いします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、宮本委員でございます。 

○宮本委員  

  愛媛県八幡浜市で、125 トン型の二艘びきの沖合底びき網漁業を経営しておりま

す宮本でございます。 

 あわせまして、大分、宮崎、鹿児島、愛媛等の沖合底びき網漁業の組合でありま

す日本西海漁業協同組合の代表理事をしております。よろしくお願いいたします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、有元委員でございます。 

○有元委員  

  東京水産大学で漁法を担当しております有元と申します。 

 各地、各漁業地で勉強させていただくという形でお世話になっている立場ですけ

れども、この席でも勉強させていただくという気持ちで参加させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○中尾管理課長  

  続きまして、澁川委員でございます。 

○澁川委員  

  私は、ただいま農林漁業信用基金という金融の補完をやっておる制度に携わって

おりまして、なかなか漁業事情厳しく、金融情勢厳しい中で、漁業界にいかにお金

が回るかということに腐心しておるところでございます。澁川と申します。よろし

くお願い申し上げます。 

○中尾管理課長  

  続きまして、山下委員でございます。 

○山下委員  

  明海大学の経済学部で環境経済論という授業を担当しております。山下東子と申

します。 

 明海大学はディズニーランドの近くですが、千葉県の浦安というところにござい

ます。よろしくお願いいたします。 
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○中尾管理課長  

  以上で委員の紹介を終わらせていただきます。 

 また、この場に出席をしております水産庁幹部を御紹介をさせていただきます。 

 まず、資源管理部の海野部長でございます。大石沿岸沖合課長でございます。末

永漁場資源課長でございます。佐藤漁業管理推進官でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

議 題： 

１  会長及び代理する者の互選について 

                     

○中尾管理課長  

  さて、本日の最初の議題でございますが、会長及び会長の職務を代理する者の互

選についての議事に入らせていただきます。 

 会長と会長職務代理者は、漁業法及び漁業法施行令の規定により、委員会委員に

おいて互選することとなっておりますが、いかがいたしましょうか、お諮りをいた

します。 

○鈴木（辰）委員  

  私は、次の点から委員を推薦したいと思います。 

 一つは、この太平洋は管轄範囲が非常に広いということ、それから、その間の漁

業調整等もあろうと考えられること、それから、やはり広い漁業の知見があるとい

うことが大事なことだと思いますので、そういう点で学識経験者の方から選ばれた

方がいいと思います。その点で、澁川先生は水産行政等についても造詣が深いと聞

いておりますので、会長に推薦したいと思いますし、会長代理には、同じくそうい

った意味で水産大学の有元先生がいいのではないか、このように思います。 

○中尾管理課長  

  ありがとうございました。 

 ただいま鈴木（辰）委員より、澁川委員を会長に、有元委員を会長代理に推薦す

る御発言がございましたけれども、皆様にお諮りいたします。 

 今の御意見につきまして、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○中尾管理課長  

  それでは、皆様の御了解が得られたということで、会長には澁川委員、また、会

長代理には有元委員にお願いをいたします。 

 澁川会長におかれましては、会長席に御移動をいただきたいと思います。 

 それでは、恐縮でございますが、会長に一言、御就任のあいさつをお願いいたし

ます。 

○澁川会長  

  ただいま会長を仰せつかりました、先ほどもごあいさつ申し上げましたけれど
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も、農業漁業信用基金で金融に携わっております澁川でございます。 

 本委員会は、海野部長さんからお話がございましたように、資源の管理という大

変重要な問題を扱っているということでございます。その上、初代の会長職を務め

るという大変重責を任されたわけでございます。 

 何分にもこの委員会、新しく設置された委員会でございまして、私自身、今後こ

の委員会をどのように進めていくのか、率直に言って、手探りな部分が相当あろう

と思います。さまざまな困難が予想されておりますし、現実に我が国周辺水域の漁

業問題の解決、これに向けて少しでもお役に立つことができますように、委員の皆

様方並びに事務局である水産庁の御協力もちょうだいしながら、円滑な議事の運営

に努めてまいりたいというふうに思います。何とぞよろしくお願いを申し上げま

す。 

 それでは議事を進めてまいりたいと存じます。 

 初めに、私とともにこの苦難の道を歩まなければならない職務代理者の有元先生

に、一言ごあいさつをちょうだいしたいと思います。よろしくお願いします。 

○有元会長代理  

  会長職務代理という役を仰せつかりました有元でございます。 

 出番はないからという約束でお引き受けしておりますので、続けて勉強させてい

ただくつもりで頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２  協議事項 

（１）委員会事務規程について 

 

1)委員会の概略の説明 

 

○澁川会長  

  それでは、協議事項に移りたいと思います。 

 まずは、本委員会の運営のルールでございます事務規程について制定するという

作業が必要になってまいります。 

 そもそも本委員会がいかなる性格を持つものであるか、今まで委員の皆様もそれ

なりにお話は耳にされているかとは存じますけれども、ここで改めて、おさらいの

意味も含めまして、委員会の事務局を務めることになります水産庁に、本委員会の

概略と設立の経緯などについて説明を求めたいと思います。お願いします。 

○大隈管理課長補佐  

  事務局の方から、御説明申し上げたいと思います。資料の方は、「広域漁業調整

委員会の概略」としてお配りしてありますものです。 

 まず、この委員会の設置に関しますスタートラインと申しますのは、1999 年 12

月、かれこれ２年近く前になりますけれども、そこで水産庁から公表されました水

産基本政策大綱であります。その中におきまして、都道府県の区域を越えて広域的
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に分布回遊し、なおかつ、その資源を漁獲する漁業種類が知事管理漁業と大臣管理

漁業といった管理主体の異なるものが混在するような資源、そういう資源の合理的

な管理といったものを話し合う場といったものが既存の海区漁業調整委員会制度

の中では必ずしも十分ではなかったことへの対応として、資源の管理といったもの

を主題にした協議を行い、必要に応じて関連した漁業調整を行う広域的な機関とい

ったものの設立が必要であるということが言明されたわけであります。 

 その流れを受けまして、漁業関係の法律改正の第一弾といったものがことしの春

の国会にかけられまして、１つには水産基本法の制定、もう一つには漁業法の改正、

さらには海洋生物資源保存管理法（通称ＴＡＣ法）の改正といったものが行われた

わけですけれども、その中の漁業法の改正におきまして、従来の漁業調整委員会制

度に追加される形で、「広域漁業調整委員会」が設立されることとなりました。 

 具体的に申しますと、後ろの方に漁業法の関係条文の抜粋がありますけれども、

その漁業法の 110 条で設置が定められ、太平洋海域には太平洋広域漁業調整委員会

を、日本海・九州西海域には日本海・九州西広域漁業調整委員会を、そして瀬戸内

海には瀬戸内海広域漁業調整委員会といった、３つの広域漁業調整委員会が設立さ

れる運びとなったものです。 

 ただし、多分お気づきと思いますが、資源の管理といいましても大回遊する浮魚

資源ならまだしも、比較的回遊範囲の狭いような資源ですと、太平洋、日本海とい

った範囲で扱うにはちょっと広過ぎる部分がございますので、実際の運用について

は、資源の分布なども考えまして部会といったものを設け、その中で行っていくこ

とになるかと思っております。 

 この委員会の機能と申しますのは、まず、そもそもこの委員会の設置の目的とい

ったものが広域的に分布回遊する資源の管理というものが根底にございますので、

当然、複数都道府県にまたがる海域に分布回遊する資源管理についての検討を行う

ということにあります。また、今後、資源管理に関する取り組みの中で大変に大き

なウエートを占めていきます資源回復計画、この資源回復計画に関する審議といっ

たものを、かなり集中的に行っていただこうと考えております。 

 また、これが委員会が委員会たるゆえんでございますけれども、資源回復計画に

関連するものも含め、資源管理の適切な実効性を担保するために必要な場合には、

「委員会指示」といったものを発動する権限を有しているといった点がございま

す。これが水産政策審議会等の一般的な「審議会」と一番大きな差でございまして、

この広域漁業地域委員会といったものは、具体的に漁業者が従うべきことに関して

「委員会指示」といった形を通じ、一種の命令を発動することができるといったこ

とでございます。これら資源の管理、回復計画、委員会指示の発動ということにい

たしましても、いきなりなにかの決定が行われるものではなく、当然それに至るま

でには必要な調整といったものもこの場で行っていただくということになります。 

 委員の構成といたしましては、まず、都道府県の海区漁業調整委員会の中から各

都道府県単位で互選していただきました委員の皆様方。それから、国が直接管理し

ております大臣管理漁業、一般的に沖合漁業と言われることが多いですけれども、

そちらの代表の委員の方々。それから、学識経験ということで、水産関係の経営、
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経済、漁業調整といった方面に知見をお持ちの方々の中から選任させていただいて

おります。 

 また、部会の設置につきましては、部会の中でできるだけ沿岸漁業の方の委員と

沖合の方の委員の人数というのは、それぞれバランスをとりまして、どちらか一方

に偏ったというものではなく、バランスのとれた議論が行えるような運用に心がけ

ていきたいと思っております。 

 なお、この具体的な委員会の管轄する海域といったものは、漁業法に基づく漁業

法施行令、政令に書き込まれており、各委員会といったものの範囲を明示しており

ます。部会の範囲につきましては、後ほどこの委員会の事務規程に関する際に御説

明申し上げますけれども、具体的な線は明記せず、およそ何々県から何々県の沿岸、

沖合海域を部会の管轄範囲とするという方向での整理を行おうとしております。 

 およそ以上でございます。  

○澁川会長  

  どうもありがとうございました。 

 まだよくわかりませんけれども、どうやら広域漁業調整委員会は３つ設けておら

れると、こういうことでございまして、既に瀬戸内海と日本海・九州西の委員会は

開かれているということでございますから、私ども太平洋広域漁業調整委員会はス

タートが最後の委員会でございまして、既に開催された２つの委員会での挙動がま

ことに気になるわけではあります。しかし、さようなことを今言っても事務局は困

るでしょうから、まずは進めさせていただきます。 

 ただいま事務局の方の説明で、委員会設立の経緯、概略についての説明がござい

ましたけれども、何かご質問等ございませんでしょうか。 

 時間もございますので、いずれにしましても、この会の方向性はこれから決まっ

ていくというようなこともございましょうから、後ほど、また質問がございました

らいただくということで運ばせてもらいます。 

 

2)事務規程の説明 

 

○澁川会長  

  それでは、事務局の方で事務規程（案）を準備されておるようでございますので、

これについての説明を求めます。事務局、どうぞ。 

○大隈管理課長補佐  

  お配りしてあります資料の「太平洋広域漁業調整委員会事務規程（案）」に沿っ

て説明させていただきます。 

 この事務規程（案）と申しますのは、漁業法施行令の中に、委員会の会議の事務

については各委員会で定めることができるという規定がございまして、それに基づ

いて定めさせていただこうとしているものです。 

 内容といたしましては、既に廃止になりました法定連合海区漁業調整委員会、そ

れから、各県の海区漁業調整委員会の方で使われておりました事務規程の内容に沿

って作成したものですございます。 
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 基本的には、この事務規程がとりあえず手元にあれば、委員会の会議といったも

のを進めるのに不自由しないことを念頭に置いてつくったものでございますので、

例えば３条であります委員会の組織定員の話とか、会長及びその職務とかいった事

項に関しましては、漁業法とか漁業法施行令とかといった法律の中に書いてあるも

のも、あえて記入させていただいているものです。 

 １条の所掌事務から追って説明させていただきますと、この太平洋広域漁業調整

委員会といったものは、基本的には、漁業法施行令で定めてあります太平洋の海域

におきます資源管理及びこれに係る漁業調整に関する事項を協議し、農林水産大臣

から意見が求められた場合にはそれに対する答申、もしくは意見の具申ができると

いった性格のものでございます。 

 ２条の事務局については、これは水産庁が直接管轄いたします。 

 ３条の委員会の全定員は 28 名ということでございます。 

  ４条から１３条につきましては、会長及びその職務、会議の運営等につきまして

定めておりますが、これは従来の海区漁業調整委員会と同様であり、この部分につ

きましては説明を省略させていただきます。 

 なお、この広域漁業調整委員会を設立するに当たりまして大きな問題となりまし

たのは、大変に大きな委員会でございますので、資源の種類によっては全委員にお

集まりいただいて話し合いをするというのでは、必ずしも効率がよろしくない部分

があるということでございます。そのような部分については、できる限り部会の単

位での実質的な協議といったものが必要と思われましたので、この事務規程の第 14

条において、部会の設置に関する規定というものを設けさせていただきました。 

 この太平洋広域漁業調整委員会には、太平洋北、太平洋南、この２つの部会を設

置させていただこうと思っております。その範囲につきましては、太平洋北につい

ては北海道から茨城県に面する海域、太平洋南部会におきましては千葉県から宮崎

県に面する海域ということで考えております。浮魚資源ですと、南と北の委員会に

またがって分布する資源といったものも当然想定されるんですが、底びき網等を中

心に漁獲対象としておりますような底魚資源につきましては、およそこの海域にお

いて南北の区切りというものがつけられるであろうといったことから、このような

線引きということを想定させていただいております。 

 そして、部会を設けるなら、その委員をどのように規定するのかということも出

て参りますが、まずは、部会の区域内に設置された海区漁業調整委員会から互選さ

れた委員の皆様方。北部会であれば、北海道から茨城県までの各県から互選された

海区代表の委員。それから、農林水産大臣が選任した漁業者代表の委員、北部会で

すと都道府県の方が６県になりますので、それに対応する形で大臣選任の漁業者代

表の委員の中からも選任させていただこうとしております。それから、中立的な立

場の学識経験委員さんにつきましては、全員参加していただこうと思っておりま

す。 

 そして、この部会の審議の結果というのは、これは委員会の下部組織として設け

られるものですので、当然部会の審議の結果といったものは委員会に報告をしなけ

ればならないという規定も設けさせていただきました。 

- 14 -



 

 もう一つ、今後この広域漁業調整委員会の中におきましては、資源の回復計画に

関する審議がかなりのウエートを占めることになりますが、これにつきましては、

部会の審議の結果をもって委員会の結果とできるものとする専決事項とできると

いうふうな規定を設けさせていただいております。繰り返しますけれども、これは

委員会の運営の効率化を図っていく必要があるといった趣旨から設けさせていた

だいたものです。ただし、例えばこの回復計画の保管措置として、または一般的な

資源管理関係の話し合いの結果として、「委員会指示」といったものを発動する場

合におきましては、これは漁業法上「委員会」に対して権能が与えられているもの

でございますので、部会の単位で実質的な話し合いを行ったとしても、それは最終

的な委員会指示の発動に当たっては委員会本体で協議を行っていただく必要があ

ることが特徴でございます。 

 それから、第 15 条で専門部会の設置といった項目も設けさせていただいており

ます。これは、部会が基本的に常設の組織として設置されるのに対しまして、専門

部会といったものは、例えば特定のテーマ、ごく関係県、関係漁業などが限られる

ような事項とか、もしくは漁場環境の保全等の特別なテーマについて話し合いを行

う必要があるという場合は、この委員会の議決を経た上で、少人数による専門部会

の設置といったものもできるというふうな規定としているものです。ただし、関係

してくる都道府県もしくは漁業者代表の委員の人数といったものは当然限られた

ものになることが予想されておりますので、ここにおきましては、議事の決定は全

員一致で決することといたします。また、専門部会の場合には専決権というものは

なくて、あくまでも議事の結果を委員会に報告し、委員会の承認が得られて初めて

効力を発するといった形をとろうとしております。 

  第 16 条には他の広域漁業調整委員会との協議といった項目を設けております。

これは、太平洋広域漁業調整委員会の中で今後いろいろ協議の対象となる資源は、

基本的には太平洋の海区の範囲内で分布回遊が完結する資源ということで想定を

しておりますけれども、何分魚の話でございますので、例えば北海道の知床半島か

らの線であったり、宮崎県と鹿児島県の間に引くことになりました線についても、

それを跨いで分布・回遊する資源といったものも当然想定されており、また、資源

自体はどちらか片方のエリアに分布回遊していても、それを漁獲している漁業関係

者の方々が、例えば太平洋広域漁業調整委員会の海域でもあっても、この線の向こ

う側の沖縄県や鹿児島県の漁業者の方々が普通に操業しているような事例といっ

たものも考えられます。 

 ある資源に関して資源管理や回復計画を審議し、場合によっては委員会指示とい

ったものを発動する場合、関係する漁業者の方々の意見といったものは必ず汲み上

げて行かなくてはならない訳ですから、このようにまたがって分布回遊する資源、

もしくは両方の広域委員会の範囲の漁業関係者の方々が利用する資源につきまし

ては、必ず２つの広域漁業調整委員会の間で協議を行った上で必要な処理は行うこ

ととし、そのために必要に応じて合同委員会を設置して話し合いを行うべしという

ふうな精神を盛り込んだものでございます。 

 あと、17 条、18 条というのは、規程の改正についてはこの委員会の議決によっ
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て行うこと、委員会の庶務は水産庁において処理すること、としているものです。 

  あと、この附則というのは、本日付で適用ということで行わさせていただきたい

と思っております。 

  以上でございます。 

○澁川会長  

  ありがとうございました。 

 この事務局提案につきまして、御意見、御質問等ございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

○本城委員   

  大きく分けて２点お伺いしたいんですが、第１点は、第２条で委員会事務局は水

産庁に置くという御説明でございましたけれども、水産庁のどこに置くのでしょう

か。 

 それから、従来の調整委員会の事務局は知事部局から独立した形で運営されてい

るわけですが、それと同じような概念のもとにこの事務局は運営されるのかどう

か。その２点をまず伺って、次の質問に入りたいと思います。 

○大隈管理課長補佐  

  委員会事務局は、事務規程では単に水産庁とだけしておりますけれども、実質的

には水産庁の資源管理部管理課、こちらの方で行うことになっております。 

 そして、独立させた事務局といった形で設けるかということにつきましては、こ

れは農林水産省内部の組織の話になるんですけれども、今のところは、具体的に専

門の事務局を設けるといった方向に話は向いておりません。実質上、水産庁の資源

管理部管理課の方で行うということでございます。 

○本城委員  

  わかりました、ありがとうございました。 

 この事務局の運営というのは大変なことだろうと思いますので、少なくとも現在

の課長補佐級の方が事務局長になって運営されないと、十分な運営はできないのじ

ゃないかというふうに思って伺ったわけです。 

 第２点でございますけれども、この広域漁業委員会の事務規程の中には、他の広

域委員会との関連は述べられているんですが、従来の漁業調整委員会との関係につ

いては触れられていないわけです。これは、現在の段階でいろいろ文書にするのに

難しい面があってそうされたのじゃないかなとは思いますけれども、ここのところ

は、現実的な漁業調整においては非常に重要な話だろうと思うわけです。 

 この広域漁業調整委員会ができるに当たって、私ども東京都の委員会内部ではい

ろいろな議論が漁業者から上がってきます。やはりいろいろな危惧があるわけで

す。漁業者の方は簡単に、従来の調整機構の上部機構になったらうまくないぞとい

う発想をしますけれども、委員会の中で議論しているところでは、とにかく地元の

海区漁業者の経営の安定と健全な発展が保障されているならば、我々はこの広域漁

業調整委員会の運営に協力していきましょうよ、という話が出ております。 

 しかし、いろいろ問題がありますので、先般、東日本ブロックの調整機構の会議

の折に私どもの方から提案しまして、一言で言いますと、広域漁業調整委員会の決
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定につきましては、地元海区調整委員会の要望だとか意見というものが十分尊重さ

れること、もう一つは、でき得れば制度上の担保として、例えば地元の調整機構の

同意を必要とするとか、そういう仕組みは考えてもらえないだろうかという意見が

ありました。これは東日本ブロックの皆さんの御賛同も得ているところでございま

して、従来の調整機構との関係というものを行政的にある程度明確にされておいた

方が、今後、運営に当たってよろしいのではないかということでございます。 

 そういうことに関連して、非常に思想的な話になるかもしれませんけれども、従

来の漁業法における広い意味の漁場計画という概念と、この資源回復計画という概

念のすり合わせみたいなものも伺っておいた方がいいのではないかなというふう

に思っております。 

 以上です。 

○大隈管理課長補佐  

  一般的な海区漁業調整委員会との関係ということでございますけれども、この広

域漁業調整委員会を構成する委員の皆様の中におかれましては、海区漁業調整委員

会の意向を背負っていただくということで、各都道府県の海区委の中から互選で出

てきていただく委員がおいでになるわけです。 

 また、これは委員会の運営上の話になりますけれども、この広域漁業調整委員会

の中で、今後資源管理に関する話し合いが行われていきますが、個々の議論の対象

となるような関係海区の方の意図といったものを一方的に無視し、単純に多数決で

押し切るような運営といったものはやはりまずいということが前提にございます。

その部分は十分注意いたしまして、この会議の場で審議を尽くし、関係者の方々の

了解もいただいた上で物事を決定するというふうな形の運営に心がけていきたい、

そういう姿勢で臨ませていただきたいと思います。 

 それから、漁場計画というのは、漁業権ということとはまた別のお話でしょうか。 

○本城委員  

  広い意味で漁場計画というのには、資源保護法の考え方も入ってきて、資源をど

う利用するかという内容は入ってきているわけですね。だから今回の場合は、力点

としては、水域調整法式みたいな考え方よりも、もっと広い意味で、資源の利用は

どうあるべきかという点を主体に置いて考えていくとするならば、その辺は若干漁

場計画と性質は異なっているわけですね。その辺、ちょっと思想的なことですから、

素人が法律的な内容もわからずに伺ったわけなので、余り心配した質問は要らない

と思いますけれども、ちょっと伺っただけです。 

○大隈管理課長補佐  

  了解いたしました。 

○本城委員  

  ですから、今伺ってわかりましたけれども、そういう今お答えいただいたような

形で運営されれば非常にいいわけなんですけれども、そういうことは、この委員会

の運営規程にかかわる部分で何も触れられないんですか。従来の連合海区漁業調整

委員会と海区調整委員会の関係については、前の漁業法では触れられてますよね。 

○大隈管理課長補佐  
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  従来の漁業法におきまして、例えば単海区の委員会指示、連合海区漁業調整委員

会の委員会指示、それから法定連合海区の委員会指示といったものが規定されてお

り、それらの委員会指示の内容がぶつかった場合どうなるのかという規定もござい

ます。それでは、単海区の漁業地域委員会の指示よりも法定連合海区漁業調整委員

会の指示などの方が優先するというふうな規定になっておりましたけれども、本日

はその条項といったものは資料の方に入れておりませんでしたが、今回の漁業法改

正でもその流れといったものが引き継がれております。それで、単海区の委員会指

示よりも太平洋広域漁業調整委員会等の広域漁業調整委員会の委員会指示といっ

たものが優先するというふうに法律上規定されております。それもございますの

で、先ほど御懸念がありましたように、単海区の意思といったものを無視した形で

広域漁業調整委員会が一方的な決定を行うようなことは、これは大変に危険な発想

でもございますので、そういうことがないよう運営上気をつけていくべきことだと

思っております。 

○本城委員  

  ありがとうございました。 

○澁川会長  

  ただいま本城委員より御質問がございましたけれども、ほかに、ございませんで

しょうか。 

 ないようでございましたら、とりあえず全体の姿を整えなきゃならないというこ

とが当面の課題でございますので、仕事の内容についてまだ疑義も出てくるかと思

いますけれども、進めながら折に触れて対応するということで、当座進めさせてい

ただきたいと存じます。 

 それでは、事務規程についてはこの案で決定し、本日付で制定するということに

してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○澁川会長  

  それでは、事務規程についてはこの案で決定し、本日付で制定といたします。 

 

3) 議事録署名人の選任 

 

○澁川会長  

  それでは、事務規程が一応採択されましたので、それに沿った手続を踏んでまい

りたいと思います。 

 続きまして、事務規程の第 12 条でございます。読み上げますと、「議事録は、

会長及び会長の指名する出席委員２人以上がこれに署名するものとする」、となっ

ております。本委員会の議事録の署名人２人を、私が指名申し上げるということに

なっております。 

 まことに僣越でございますけれども、私の方で指名させていただくということで

御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○澁川会長  

  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して、海区漁業調整委員会の互

選委員の方から石黒委員さん、大臣選任の漁業者代表委員の方からは福島委員さ

ん、お二方にお願いをいたします。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

  

4) 部会の設置に関する確認、部会委員の指名 

 

○澁川会長  

  次に、事務規程第 14 条でございます。14 条といいますと部会に関する事項でご

ざいますけれども、背景につきましては、先ほど水産庁の担当からも説明がござい

ました。本委員会では、太平洋北、太平洋南の２つの下部機関を置くことになった

わけでございます。各部会を構成する委員につきましては、部会の設置される海域

の関係県から互選された委員さん、学識経験委員さん、それに大臣選任の漁業者代

表委員の中から、会長が指名する委員というふうになっております。 

 この委員会は、同一の資源の利用といった観点から、沿岸の漁業と沖合漁業とバ

ランスのとれた議論が行われる必要があるということでありますので、事務局の方

で準備してお配りしてございます部会委員名簿（案）としたいと思いますが、御意

見はございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 ○澁川会長  

  ありがとうございます。 

 それでは、意見がございませんようでしたら、このとおりにさせていただきたい

と思います。 

 なお、各委員の皆様におかれましては、明日午前 10 時、太平洋南部会、午後に

は太平洋北部会が開催されますので、それぞれ関係委員の皆様に御参加いただきま

して、さらに資源管理の問題などについて議論を深めていただきたいと思います。

よろしくお願いを申し上げます。 

 

（２）資源回復計画について 

                     

○澁川会長  

  次に、大きな議題の２つ目になります。 

 先ほど来説明の中に、当面は資源回復計画について御協議いただくという話がご

ざいましたが、次の協議事項は資源回復計画についてでございます。1999 年 12 月、

水産基本政策大綱の公表を受けまして、本年６月 29 日の国会において水産基本法

及び関係法令の改正が成立したところでございます。これによりまして、水産政策

の大きな柱として、悪化した水産資源の計画的な回復措置を図る資源回復計画の枠

組みが本格的に動き出したわけでございます。 
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 本委員会の管轄する海域におきましても、資源の状況等を勘案すれば、主に太平

洋中部から北部にかけて分布回遊する例えばサバ資源や、太平洋北部会の海域での

沖合性カレイ類、太平洋南部会で伊勢湾における小型底びき網漁業の漁業対象魚種

に対する取り組みが有力な候補と考えられているように聞き及んでおります。 

 それぞれの資源については、明日の部会で詳しい検討が行われることになるわけ

でございますが、本日のこの場では、資源回復計画の概略や現在の検討状況及び本

委員会に求められている役割などについて、事務局から一括して説明をちょうだい

したいというふうに思います。 

 それでは、佐藤漁業管理推進官、よろしくお願いを申し上げます。 

○佐藤漁業管理推進官  

  管理課の佐藤でございます。 

  それでは、「資源回復計画制度の概要」というペーパーと、もう一枚、最後にご

ざいますが、「資源回復計画の対象とする魚種の考え方」、この２つの資料に基づ

いて御説明したいと思います。 

 それでは、当面本委員会の具体的な審議の対象になります資源回復計画制度につ

いて御説明いたします。既に委員の皆様方におかれましては、漁業者説明会、また

海区の委員会において概略御説明をお聞きになっているかと思いますが、改めてこ

こで説明させていただきます。 

 まず、資源回復計画の目的でございます。我が国は、これまで資源管理型漁業ー

ーこれは約 10 年間の歴史があります、それと、４年前からＴＡＣによる管理制度

を、資源管理に関しての大きな２つの施策として実施してまいりました。しかしな

がら、結果的に見ますと、多くの魚種で資源が減少傾向にあります。こういう問題

点を踏まえまして、これらの事業の問題点等をこの４年間、いろいろ議論してまい

りました。その結果、資源の悪化の原因が人為的な漁獲圧の強さによるものにつき

ましては、減船なり休漁なりといった努力量の削減を行わざるを得ないと。これを

一つの中核に置きます。 

 ただし、努力量の削減のみでは漁業者にいろいろな面で影響を与えますので、そ

の対象資源が種苗放流が可能なものの場合は、その努力量抑制と同時に放流を強化

していく。さらに、その資源の減少が、対象魚種の稚魚なり成育の場における漁場

環境の悪化が原因の場合は、単に努力量の削減だけでは資源の回復は達成すること

はできない。こういう３つの、とらないこと、放流すること、漁場環境を守ること、

こういう３つのものを計画的に、かつ、それに関連する漁業種類すべてを横断的に

取り込んでいくというものであります。 

 ２つ目、概要でございますが、まず、資源回復計画の性格についてでございます。

資源回復計画というのは、広域種については国、一部都道府県の範囲にとどまるも

のは都道府県がつくることになっておりますが、これは国が、また都道府県が、い

わゆる上から押しつけて強制的に措置するというものではなく、何を講じていくか

という議論の過程においては、漁業者の合意を図りつつ作っていく。ただし、合意

に至り結果が出た段階におきましては、これは資源保存管理法または漁業法におい

てその実効性を担保する、こういうふうになっております。そういう面からします
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と、資源回復計画は自主的な管理の延長においての合意形成と同時に、その内容に

ついてはＴＡＣのような公的管理制度を加えるというふうに、自主的管理と公的管

理の両相まった性格を持ったものでございます。 

 次に、資源回復計画の枠組みでございますが、どこでこれをつくるのかというの

は、まさにこの広域漁業調整委員会で協議すると。先ほど本城委員からもございま

したように、この議論の過程においては、次のページでも御説明しますが、関係漁

業者はもちろん、関係海区の委員の意見も踏まえて作成していくということです。 

 ２番目の特徴は、基本的な計画というものは国なりがまとめていきますが、それ

に対応して、具体的にどういうことをそれぞれの関係漁業者が実施していくかとい

う面で、漁獲努力量削減実施計画、こういうものを同時的につくっていくというの

が一つの特徴になっております。国、都道府県は、この実施計画を実行するに当た

りまして、従来から、いわゆる管理措置の必要性は認めても、それを実施していく

におきましての漁業者に与えるいろいろな経営的問題、これを解決していくという

ことで、来年度に向けて予算要求をしておりますが、経営安定支援策を講じる、そ

れから、先ほど言いましたように、これら各種事業を使いまして、増殖なり漁場保

全関連措置などに支援をしていくということになっております。 

 それから、資源回復計画そのものの内容につきましては、ここに挙げていますよ

うに、対象魚種、回復目標、期間などを定めます。次に、４番目はどういう手法で

どういうレベルまで下げていくのか、それに対しての必要な経営安定措置はどのよ

うに講じていくのか。５番目は、放流と環境保全。このような措置全体を回復計画

として定めていこうと思います。 

 次に、それに基づいて関係漁業者団体におきまして、以下の、 1、 2、 3 と書い

ておりますが、よりその具体的実施計画に沿ったものをここでつくっていくことに

なります。特に 3 などにおきましては、その具体的な経営安定策を講じるに当たっ

ての資金の調達方法、また、場合によっては関係漁業者間において負担関係が生じ

た場合は、それをどういうふうに持っていくか。単に資源回復計画を作っただけで

終わらせないよう、具体的な実行措置等を併行してセットで協議をしていくという

ふうに考えているところであります。 

 なお、次のペーパーは、それを図に置きかえたものでございますが、資源回復計

画は大きく３つのパーツから成っております。右の上の枠組みは、いわゆる資源回

復計画をつくるに当たっての合意形成の枠組みでございます。右の上にございます

が、この資源回復計画をつくる際に広域漁業調整委員会を利用していく、ここで協

議調整を行っていく。その下にございますけれども、当然この場に御出席の関係県

の知事さんとも協議をする。その際は、この委員会に海区委員の代表が必ず出てこ

られていますので、広域漁業調整委員会の議題は事前に各海区に知らされ、その結

果も各委員会におりていくということになっております。先ほど御指摘がありまし

たように、当然海区の意見を踏まえてやっていかなければならないというふうに考

えております。 

 なお、例えば知事管理漁業において何らかの漁業規制が必要となったら、当然そ

れは各都道府県の漁業調整規則において措置をするということになります。そうい
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う形からも、十分ここは連絡をとっていくということになります。 

 なお、その下にございますが、この資源回復計画を作成するに当たっては、同時

並行的に漁業者協議会というものを予算措置で設けております。今、業種別、地区

別合わせてそれぞれ全国に約 200 の漁業者協議会を、このために設置、または設置

しようとしております。いかなる資源が対象になったとしても、それに関連する漁

業者が必ずその内容に意見も言い、その結果についての調整も行っていく場をつく

ろうということにしておるところであります。これが一つの今回の特徴でありま

す。 

 そこで決まったものにつきましては、先ほど申し上げましたように、従来ありま

すＴＡＣにおいては、ＴＡＣで公的な担保をする。新たにＴＡＥ、努力量隻日数規

制に該当するものは、それで担保していく。この左側については、従来どおり、水

政審の方の議論の方に移っていきます。それから、右の下にございますが、資源回

復に関しての実施計画を受けて、それに対しての必要な経営安定措置を講じてい

く、こういうふうな枠組みになっているところであります。 

 次のページは、この委員会の当面の業務の予定ということを整理しております。 

  まず、10 月までにこの委員会の立ち上げをするということになりますと、早速こ

の委員会の業務に入っていくわけでございますが、先ほど大隈の方から説明もあり

ましたように、この２番目、所掌する海域におきます資源管理に係る一般的業務、

これは関連漁業の横断的努力量の調整ということになりますが、これは漁業法に規

定された広範な業務になります。これは、この委員会の恒常的業務として、今後、

将来にわたり実施されていくものであります。特に、そのうち資源回復の対応が必

要だという魚種につきましては、３の資源回復計画の取り組みに入っていくわけで

ございます。 

 そこに２つ分けております。まず第１点は、資源回復計画を作成することに関す

る協議でございます。これは予算措置との関連がございますけれども、この計画作

成は、本年残る半年を含めまして３年半、16 年度までの３年半で計画をつくってい

きたいというふうに予定しております。 

 ２としては、それに基づく実施でございます。その実施につきましては、計画が

まとまり次第、その翌年から実施していく。一応平成 14 年度から 23 年度のこの 10

カ年の間におきまして、資源の減少の原因になっている過剰な努力量を削減し、23

年までに資源の減少が回復に向かうという方向を達成したいというふうに考えて

いるところでございます。 

 なお、資源につきましてはいろいろな不確定な要因がございますので、計画を実

施する中で、毎年必要に応じてモニタリングをし、その結果を踏まえながら、また

その計画を見直していく、このような作業がこの委員会の当面の作業になってくる

というところでございます。 

  それで、申しわけありませんが、その残り１ページを後でまた説明しまして、最

後に残っている「資源回復計画の対象とする魚種の考え方」というところから先に

御説明させていただきます。 

 私どもは、平成 11 年、12 年と、ことし 13 年度までの２カ年間余りにわたりまし
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て、資源回復計画というものを実施していくに当たって、どのような魚種が一応考

えられるかということにつきまして、関係都道府県の水産試験場、行政、また国の

水産研究所の関係者の意見を踏まえまして、整理してまいりました。ここで、きょ

う御提案します候補魚種をどのようにして絞り上げたのかという整理の過程を御

説明したいと思います。 

 これは平成 10 年度の資源評価に基づいて、11、12 年と議論してまいりました。

当然、現在と資源の状態は変わっております。近年の漁獲量は、この平成８年より

も、御存じのとおり、減少してきております。 

 平成８年度の漁獲実績ベースで見ますと、当時の沿岸・沖合の漁獲量というのは

約 500 万トンありました、これは一部の魚種は除いております。それに対して、水

産研究所が調査対象にしている魚種は約 326 万 6,000 トン。うち、今のとり方をし

ていると今後とも資源が減少すると思われるものの分類が、約 190 万トンございま

した。次に、そのうち、その減少の原因がいわゆる自然的要因と考えられるものー

ーもちろん、全く魚をとらないということはどの資源にとってもいいことですが、

減船・休漁という漁業者に負担を与えてまで魚をとらないこととしても、その結果

として漁業者にもたらす利益がどの程度確実かという確率論から見ますと、むしろ

子どもが生まれたときの海の要因に大きく左右される魚種はちょっと資源回復計

画の対象とするのはいかがなものかという形で、とりあえず、例えばここにはマイ

ワシとか、単年性魚種、浮魚資源でありますイカとかサンマについては除外いたし

ました。 

 その残る部分につきまして、100 万トンでございますが、このうち、例えば我が

国周辺に分布していながらも、ロシア、中国、韓国の水域にもまたがっており、我

が国だけで資源管理しても、必ずしも十分な成果が認められないおそれがあるとい

うものなどを除きまして、最終的には、国の資源評価になっている対象魚種の 67

万トン、それから、国としては資源評価の対象にしていませんが、各都道府県が従

来から資源管理型漁業等で地域重要種としてやっているもの、その中から３万ト

ン、合わせて約 70 万トンを、とりあえず今後の資源回復計画の作成候補として議

論していただいてもいいのではないかということで抽出したわけです。 

 それが次のペーパーにございますが、これを資源の分布範囲なりブロックに分け

ましてまとめたものであります。ここには、約 40 魚種の 61 系群、こういうものが

挙がっております。そのうち、特に平成 13 年度中にでも、可能であれば早急に資

源回復計画の作成に取り組み、14 年度からの中で実施を開始したいというもの、こ

れを◎で、示しておりますが私どもの方として、いろいろ意見を踏まえて御提案さ

せていただいているところであります。 

 それから、○は、今後早い段階にそういうものを検討していってはどうであろう

かということで、優先順位の高いものではないかと。ここに挙げている魚種は、あ

くまで私どもとして判断したものであり、未だ漁業者の方におろして協議をきちん

としたものではございません。そういう面からすると、今後これをたたき台として、

漁業者の方と御相談してまいっていきたいというふうに考えているところであり

ます。そのやり方につきましては、もう一度、前のペーパーの最後になりますけれ

- 23 -



 

ども、見ていただきたいと思います。 

 少し細かい字で申しわけないんですが、「資源回復計画に係る今後の作業スケジ

ュール(案)」ということになっております。これが、この広域漁業調整委員会の今

後の作業スケジュールと、それに対応しまして行政研究担当者会議と先ほど申しま

したが、この資源回復計画をつくるに当たって、この公的委員会と同時に漁業者の

協議会を設置して、そちらと並行的に協議を進めていくという仕組みの、この３段

階のものになっているところの手続を御説明したいと思います。 

 本日は 10 月委員会のところにありますけれども、本日の委員会の目的としまし

ては、部会を設置していただくという議題と、明日になりますが、部会単位での資

源状況の説明をさせていただきたいと思います。 

 次に、具体的な検討テーマとしましては、まず、平成 16 年度までの３年半、ど

ういう魚種を対象として、また、それにどうやって優先づけをつけていくかという

ことの素案を検討していくことについて、手続を今後議論していただきたいという

こと。もう一点は、ここに特定魚種と書いておりますが、これは平成 13 年度から

でも資源回復計画の作成に取り組みたいということです。 

 というもののここに示した２つの素案をもってーーここで中身を決めるという

ものではございません、今後の検討のたたき台となるものとして、本、委員会で御

了承が得られましたら、それを担当者会議へ持ち込んで、さらに具体化して、それ

をそれぞれの漁業者協議会で議論をしていただく。候補魚種と優先順位の協議と、

平成 13 年度中の具体的な資源回復計画案の協議を並行的に進めまして、これを本

年度末に開催したいと思っています部会、また、必要であれば、年が明けて委員会

もございますけれども、そちらの方で最終的に決定するスケジュールとしておりま

す。これが、今やっていかなきゃいけない作業の一つであり、もう一点は、13 年度

中にできればつくっていきたい特定資源の回復計画の案の決定ということになっ

ております。 

 それが、先ほど御紹介がありましたように、当太平洋委員会としてはマサバ。た

だし、これは卓越年級待ちという条件がついておりますけれども、これはまた、明

日御説明したいと思います。それから、太平洋北部会では沖合性カレイ類、太平洋

南部会では、ここでは◎でトラフグになっておりますけれども、トラフグも含めた

内湾の底魚類という形のものを、特定魚種として議論していってはどうかというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○澁川会長  

  ただいま盛りだくさん話を伺ったわけでございますが、個別の議論は別途行うと

いうことにしまして、とりあえず、今の説明に関連しまして御質問がございました

ら、どうぞお願いいたします。いかがでございますか。濃密なお話でございました

けれども、御疑問がございましたら、何なりと結構でございます。ございませんか。 

  では、とりあえずこのまま進めて、後ほどまた議論が戻るということも十分あり

得ますので。後ほどご質問がありましたら、よろしくお願いします。 

 事務局からの説明がございましたけれども、会長職の私が要約するというか整理
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しますと、私どもの広域漁業調整委員会に求められている役割としましては、複数

県の海域にまたがって分布回遊する魚種の資源管理問題全般についての審議を行

うことではないか。ただし、当面の取り組みとしては、事務局の方では資源回復計

画に関する事項についての調査審議を行って、それに対して委員が意見を述べると

いうことになるのではないかというふうに思われます。 

 本日の委員会では、どうも個別の資源回復計画について何か決定を行うというよ

うな性格ではなさそうでございまして、今後の資源回復計画の作成に向けた作業の

手続や手順に関する２つの事項について審議を求めているということでございま

す。 

 さらに、これを区分けしてみますと、委員会における回復計画の調査審議を、本

委員会と部会とでどういうふうに分担していくのかということがひっかかります

し、第２点目としては、本年度中に一体どんな作業を行うかという、その予定のと

ころが問題のようなことでございます。 

 まず、１点目の委員会と部会の調査審議の分担についてでございますが、具体的

に申しますと、委員会事務規程をちょっと見ていただきたいんですが、この後、部

会に任せるということなんですけれども、部会のところの 14 条の第７項のところ

に、「委員会は、部会の設置された海域において完結する資源の回復計画の調査審

議については、部会の調査審議の結果をもって委員会の結果とできるものとする」

というような表現があるわけであります。本委員会では、どのようにするのかとい

うことについての意思決定を行うということでございますので、この表現、部会の

範囲をまたいで分布回遊する資源については本委員会で最終的に調査審議するこ

とになりますけれども、部会の範囲に完結するという表現がされておりますけれど

も、その完結するということが明確であるというふうに判断された場合には、当該

資源の回復計画は部会にお任せするということでいいかどうかということを御了

承いただきたいと、かようなことになっておりますけれども、この点、皆さんの御

意見をいただきたいと思いますが、いかがでございますでしょうか。 

 どうぞ、外記さん。 

○外記委員  

  一つの例としてサバを考えてみますと、サバは太平洋全域にいるようでございま

す。特に今の段階では、東京都島部の海域で産卵をしまして、北上索餌をして、ま

た帰ってくるというふうな繰り返しをしております。今の分け方が部会として、南

部会で生まれて、北部会に泳いでいって、回遊しているサバを、一つの部会だけで

結論を出して、それが太平洋部会の意見だというふうにまとめることについては、

ちょっと問題があるのではないかなというふうに私は思います。 

○佐藤漁業管理推進官  

  明日また、個別の魚種について、どういうふうに私どもが今後の管理措置を考え

ているかというのを御説明をしたいと思うんですが、今の件につきましては、当然

太平洋系群のマサバについては、この委員会での議論を踏まえて決定していくべき

ものというふうに考えております。ただ、資源管理措置の中身として、段階的に、

一度にどの水域も同じことをするのではなく、例えば明日御提案しようとしている
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のは、まず、稚魚が生まれたら、その稚魚をまず第１段階で保護しましょうと。そ

の次、保護してある程度生き残ったら、今度は親の段階になったら、そこまで広げ

て、今度はそこも含めて議論しましょうということになりますと。 

 全体の枠組みとしては、あくまでこの委員会で議論するべきことですが、よりそ

の具体的な第１段階、第２段階で分けたときは、それはこの委員会で必要に応じて

まず最初に、どの海域で何をするかといった場合に、その関係する委員会が、関係

漁業者が、その部会である程度完結できるということであれば、一たん部会に実質

的な審議をお願いする。ただし、それを最終的に回復計画でまとめていく段階は、

当然その第２ステージとしては南部会まで広がってきますので、そこは、南部会が

初めてそういう議論を知ったということはまずいと思います。ただし、第１段階で

やらなきゃいけないときに、南部会の関係漁業者には特別のことを当面はお願いし

ないということがもしあれば、これは北部会で議論をまずやっていくということが

あってもいいのではないか。ただし、原則として、太平洋のマサバはまさに北海道

から宮崎まで、分布は少なくともしている。ただ、漁業と資源管理のものをします

と、もう少し重点化を図っていくということが実際には必要になってくるというふ

うに考えております。 

○外記委員  

  了解いたしました。 

○澁川会長  

  ほかにはいかがでございますか。 

 どうぞ。 

○植野委員  

  資源回復計画の対象魚種の選定のお話があったんですが、２つほどあります。 

 １つは、単純に言えば、対象魚種の生態系がなぜ減ったのかという原因が明確で

ある魚種なら、それをすればいいんですが、佐藤さんの先ほどのお話では、主に資

源回復は人為的な努力量だけで回復していこうというようなお話に聞いたんです

けれども。まず、明日以降に出される魚種については、生態系の研究はどの程度明

確にされておるのか、わからないままに人力でやっていこうとするのか、その辺を、

資料があれば出してもらいたいというのが１点でございます。 

 あとは、環境でやっていこうというお話があったんですが、環境の中にも、例え

ば農業でいう畑づくり、種づくり、肥料というのがあるんですが、日栽協でおやり

になっている栽培魚種と資源回復の対象魚種との整合性というか、資源の回復は種

苗放流でやる場合には、日栽協等である程度財政的な援助のもとに、国の広域放流

としてやっていく考え方も必要じゃないかなという感じもいたします。ただ、どう

してもそういうふうにできない場合には、漁場基盤整備事業で支援していくとか、

そういうような措置も将来的には必要ではないかと思うんです。環境でも藻場造成

ですとかそういうふうなことも、将来、特別な基盤整備の手法を各県なり、いわゆ

る連合海区の漁場としての性格を、この委員会ではどの程度具申ができるのかどう

か。 

○澁川会長  
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  お願いします。答えてください。 

○佐藤漁業管理推進官  

  それでは、私の方から。 

 まず、今植野委員御指摘のまさにそれが、この２年間、対象魚種を絞り上げる段

階において、関係の研究者においても、この資源がなぜ減ったのかというところに

ついては、いろいろと判断があります。漁獲以外のものが明確な原因であるという

のも少ないし、とったものだけによるものだという、逆にそういうこともいろいろ

な複合的要因があるだろうと。そういうことでございますので、今候補という形で

挙げさせていただいているものをさらに漁業者におろして、漁業者は毎日海に出て

おりますので、そういう資源学的な数理的な整理は別にしましても、最も漁場なり

そういう変動を身をもって御存じだということで、その辺の判断も伺いながら、今

後詰めていく必要があると思います。 

 ２点目の、この資源回復計画に関します放流事業と環境保全事業の取り組みが、

従来のような取り組みでいいかどうかという、端的に言いますとそういうものでは

ないかと思うんですが、きょうはちょっと委員会が違うかもしれませんが、最もそ

れが端的に出ているのが、瀬戸内海広域漁業調整委員会になるのではないか。と申

しますのは、瀬戸内海は非常に狭隘で、かつ放流事業なり漁場保全事業が、こうい

うふうに大海に向かって、左右の関係だけではなく漁の向側との関係があります。

だから、非常に海が緻密に使われている。そういうところで、資源のとり方によっ

て、場合によってはお金のやり取りもする、規制もするということになります。そ

の裏腹で言いますと、それを積極的に増殖していこうという行為が、ここの県単位

の振興事業でやっていくという取り組みが適当かどうかということは当然出てま

いります。また、一つの漁場環境保全の行為が、結果的にその資源が回遊するいろ

いろな都道府県の利益になるということになりますと、まずは資源の保護について

の全体的な取り組みをするなら、それに対する放流または漁場環境保全も全体的な

取り組みをするべきでないかという議論は当然起こってくると思います。 

 そういうことは、まさにこれと並行的に進めていく必要があるかと思っていまし

て、例えば瀬戸内海広域委員会なども放流事業の専門部会を置いて、例えば特定の

事業所において種苗生産をし効率化して放流するというようなものとか、漁場保全

事業を一体的に進めていくという議論を進めていかなければいけないと。まさにそ

ういうものが、この広域漁業調整委員会の資源に関するものと付随的に出てくるも

のというふうに考えております。 

 なお、今言われました日栽協の問題は、ちょっときょう担当が来ていないんです

が、日栽協というのは、基本的に技術開発、研究段階の組織であるということにな

っているようでございますので、積極的な資源回復計画に対応した事業展開という

ことになったときに、これがそのまま日栽協の責務という形で整理されるかどうか

は、ちょっとまだ議論が必要ではないかというふうに考えているところでありま

す。 

 以上です。 

○澁川会長  
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  ほかにございませんか。 

 ただいまは、本委員会と部会のかかわり、分担についての話に及んでおりますけ

れども、ないようでございますので、事務局から考えが示されたました今後の資源

回復計画の作成に向けた調査審議の分担については、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ということ

で、委員会として了承したいと思いますが、いかがですか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○澁川会長  

  ありがとうございました。 

 それでは、もう一つございまして、当面の資源回復計画の作成の手順について審

議を行いたいと思います。 

 先ほど来、事務局の説明がございましたけれども、資源回復計画作成につきまし

ては本年度中の作業としまして、平成 14 年度から具体的な資源回復措置の実施を

目指している魚種については、早急な計画の作成が必要とされております。 

  さらに、その翌年度の 15 年度以降の実施を目標に検討を進める回復計画につい

ては、まだ余裕がございまして、その候補魚種をどうするかと、優先順位の検討を

行いたいということでございました。 

 そこで、こういう作業手順でよろしいかどうか、その点について委員会として承

認をいただきたいということでございますけれども、何か御意見、御質問等ござい

ますでしょうか。 

  どうぞ。 

○篠崎委員   

  ただいま、基本的には部会で検討をするということで御了承いただいたわけです

から、明日、具体的な対象の魚種なりそういうものの説明が水産庁の方からなされ

ると思いますので、そういう中で真剣に検討するということがいいと思うんです

ね。そういうことで、部会で慎重な検討をしていただきたいというふうに思います。 

○澁川会長  

  どうもありがとうございました。 

 それでは、取りまとめたいと思います。 

 資源回復計画の作成に向けた当面の計画作成の手順につきましては、本年度中の

作業として、14 年度から具体的な資源回復措置の実施を目標とする魚種についての

計画の作成を 13 年度中において取り組む。それから、15 年度以降の実施を目標に

検討を進めていく魚種に係る計画については、その候補魚種の選定と優先順位の検

討を行うということで、委員会として了承したいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○澁川会長  

  ありがとうございました。 

 それでは、以上の２点を資源回復計画作成に向けた手続や手順に関する本委員会

の意見とさせていただきます。 

 事務局においては、このことを水産庁の関係部署や各都道府県の海区委員会及び
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水産部局、関係業界などへお伝えいただいて、必要な作業を取り進めるようにお願

いしたいと思います。 

 

３  その他 

 

○澁川会長  

  この委員会で当面具体的に形を整えるべきと事項は終わりました。あとはその他

の議題でございます。私は、ここがきょうの一番の重要点じゃないかと思ったんで

すが、今まで事務局の方から説明が多々ございまして、たくさん勉強させていただ

いたわけでございます。 

  以上で資源回復計画の協議事項は終了しましたが、本日の委員会で取り上げるべ

き事項、こういうふうに言うとまた語弊があるんですけれども、ここは当座第１回

のスタートでございますので、これからのこの委員会あるいは部会にどういう期待

を持つかということも含めまして、意見交換をしておいた方がいいというふうに思

われます。 

 それでは、ただいまより、その他の議題として時間をとらせていただきたいとい

うふうに思います。どなたからでもどうぞ。 

 外記委員、どうぞ。 

○外記委員  

  委員会のスタートに当たりまして、調整機関のそれぞれの関連につきましてお尋

ねをしたいと思います。 

 本広域委員会は、あくまでも主とした目的が資源管理であって、従として漁業調

整を行っていくというふうに考えておりますけれども、今まで日本の漁業の場合に

は、各都道府県の漁業調整委員会、それに連合海区調整委員会、もう一つ中央漁業

審議会、いわゆる中審があったように思っておりますけれども、私の考え方では、

広い意味では中審はやはり資源管理及び漁業調整を一つの目的にしていたような

感じでございます。ただ、来年度、許可の一斉更新年を迎えておりますので、その

辺で、今の都道府県調整委員会と広域委員会と、もう一つあります中審の関係をど

ういうふうに考えたらよろしいか、お尋ねをしたいと思います。全く関係がないの

か、それとも関係があるのか。ある場合には、広域委員会の決定事項に対して中審

がどういうふうになるのか、それをお尋ねをしたいと思います。 

○澁川会長  

  ありがとうございました。 

 なかなかそこは私もいま一つよくわからぬところがございますけれども、事務局

よろしく御説明をお願いいたしたいと思います。 

○佐藤漁業管理推進官  

  一斉更新の件につきましては、これはちょっと横におかしていただいて、この広

域漁業調整委員会において、いわゆる狭義の漁業調整問題をどう扱うかという面に

つきましては、いろいろな議論がございました。結論から申しますと、資源の分配
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論というのは、その資源を、だれがどういう形でとるか。それは、船の大きさなり

隻数なり漁期なり漁場なりいろいろな漁業規制の結果、決まるものであります。こ

ういう分配を巡る紛争は、資源の状態がよい場合でも発生する。もちろん、悪い場

合はそれがさらに激化する。 

 ところが、今まで漁業調整の内容を見ますと、いわゆる漁場をめぐっての関係漁

業者間の利害調整。大部分の場合は、自分の分配率を高めようというものになって

いる。このような漁場の利用の形態を巡る紛争は当事者間で議論をしていくという

のが最も適当ではないか。仮にこのような委員会でそういうものを議論しますと、

現場の状況に精通されてない委員とも一緒に議論するということは、必ずしも適当

でないのじゃないかと。それから、この委員会でそういう議論をしますと、まさに

資源管理という共通の、例えば漁場が異なって、漁場で顔を合わせることがない人

の間においても議論をしていかなきゃいけないようなものに、なかなか手が回らな

くなるのではないか。 

 そういういろいろなことがございまして、いわゆる従来から行われている漁場を

めぐるような漁業調整につきましては、従来からの国なり都道府県の行政が入っ

て、当事者間の協議の場をつくって、その間で解決を図っていくということが最も

ふさわしいのではないかというふうに、一応整理はさせていただきました。 

 ただし、資源管理をめぐる調整か漁場の利用をめぐる調整かということを区分す

るのは非常に難しいものがあります。必ず資源の分配をめぐって漁場利用が起こる

わけですから。いろいろな紛争の内容が、まさに資源の利用というか資源管理と非

常に密接な問題であるということであれば、それはやはりこういうところで取り上

げて議論をしていかないと考えます。基本的には、資源の減少をとめられない場合

は、幾ら調整で多少どちらかに有利な分配の調整結果が起こったとしても、資源そ

のものは減少をしていますから、常に次の調整にまた持っていかざるを得ないとい

うことで、紛争が結果的にそれら全体としての漁業の回復とか安定になかなか向か

いにくいということがあった場合は、やはりそこをどこかでとめる必要がある。そ

の資源の内容を見て、利用形態を見て、だれがどういうことをすべきかということ

で、その回復を図っていく、それに支援措置を講じることにより、本質的回復を図

っていく。これがまさにこの委員会の業務と考えているところであります。 

 だから、当然一斉更新などにおいて、１回切りじゃなくて、個々、間断にそうい

う議論をしていきます。一斉更新においても、資源管理も考慮の一つでございます

が、この場においては、専らそういう共通の利益を確保できる、歩み寄ればお互い

にその減少をとめられるといったことについて、どう取り組むかということを中心

に議論をしていくということが必要ではないかというふうに、私の方としては、こ

の３年間いろいろと沖合沿岸のサイドの方と議論をして、そういう形で進めていき

たいと考えています。調整の問題は未来永劫続きますけれども、それを何とか乗り

越えないと、全体としていい結果が得られないのじゃないだろうかというふうに考

えて、運営をしていきたいと思っているところであります。 

○澁川会長  

  ほかにございませんか。 
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 どうぞ、木村委員。 

○木村委員  

  私の方から１つ質問したいと思います。 

 この資源回復計画のモニタリングの中で、いろいろ計画を進めながら資源を増や

していくという状況でございますが、国民の生産たんぱく質の供給については輸入

で補うというようなことが基本法の策定の中にあるようなんですが、我々漁業者が

今一番困っている経営安定策に関連する問題として、価格あるいは輸入業との問題

があります。我々がこれから資源管理しても魚価が暴落して収入を減らしていく可

能性もあり、その辺に関連した経営的な調査はなさっているのでしょうか。その辺、

御質問したいと思います。 

○澁川会長  

  木村委員さんのお話、これは水産庁への質問、我が委員会に付された話かちょっ

と定かでないと思いますので、これは部長ですな、どうですか。 

○海野資源管理部長   

  なかなか難しい御質問でありますけれども、水産の場合におきましては、我が国

周辺での資源を活用しながら、今後とも国民に供給していくというのが基本。あわ

せて、それだけで足らないものについては、輸入などについてもあわせた形で行わ

れていくということが、基本法制定の中でもうたわれているわけであります。 

 しかるところ、我が国周辺で資源の状況が悪くなっているということで、これに

ついて沿岸あるいは沖合、あるいは複数の県にまたがっているような問題について

は、それぞれが別個に互いに向き合ったような状態で何もできないというようなこ

とでは困るからということで、こういう大きな資源回復計画のようなものをつくっ

て広域で調整をしていこうということが、この調整委員会ができたゆえんでもある

わけであります。 

 そういう中で、我が国のたんぱく質をどういう形で供給していくか。あるいは、

確かに輸入がそれを補うような形のものであるかもしれませんし、あるいは畜産物

といったようなものも含めて、いろいろ考えていかなきゃいけない話でありますけ

れども、それに関して、これが行われた場合に、今後どのようなことになるのかと

いうことについて、具体的な形で調査研究というのは、現在、我々の方でしている

ところは特にございません。ただ、そういうことも十分注意していきながら、こう

いったものを進めていかなきゃいけないだろうというふうには考えています。 

○木村委員   

  私ども宮城県では、いろいろな管理、あるいは全県にわたっての管理型漁業をこ

こ７～８年ほどやってきました。イカナゴもそのとおりなんですが、オキアミは岩

手、福島、茨城、宮城と４県にわたって、需要と供給源ということで、漁獲枠ある

いは１隻当たりの割り当て、その辺までやって、一時的には価格は安定しましたが、

去年、一昨年あたりから、商社がポーランドからオキアミを輸入して、我々の６万

トン内外を超えた、全体的に３万トンぐらい入っているようなんですが、価格が半

値になってしまった状況になって、私が代表でやってきたものですから、漁業者か

らは、管理型漁業をやったって何もならないと、こういう批判を今受けている状況
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にあるわけなんです。管理すれば、確かに魚資源は残る状況は、みんな漁業者はわ

かるんですが、反面、輸入されたものの価格の低迷、これの問題を、この部会は別

にしても、水産庁として調査をしていただきたいというのが私のお願いでございま

すが。 

○澁川会長  

  木村委員さん、どうも御心配な点だろうと思うんですが、私も先ほどの質問にち

ょっと窮しまして、部長の方に振らせていただいて申しわけなかったのでございま

すが、木村委員さん、これからこの委員会を進めていくということを私なりに考え

てみましたのでございますけれども、きょうは初会合でございますので、委員の皆

さんも傍聴席においでの方も、さまざまな期待を持って臨んでおられるというふう

に思うのであります。特に木村委員さんのお話に関連して申し上げておきたいと思

うのですが、この広域委員会は年に２回、それから、部会も果たしてどのぐらいの

頻度か、そういう開催状況になるのじゃないかというふうに思われるわけでありま

す。 

 もう一つは、この委員会に付託されております課題を限られた時間内にどういう

ふうに処理していくかという話、それから、この委員会にふさわしい話題は何だと

いう話。先ほど来、外記委員の方からも中央漁業調整審議会という話が出ましたけ

れども、御案内のとおり水産基本法ができまして、委員会は大分形が変わっており

また、基本法絡みの大きな委員会の方に、またさまざまの部会みたいなものができ

ておりまして、それらとの関連で話題の整理をしながら進めていく必要があるとい

うふうに思っているわけであります。 

  きょうは初回ですので、この際、何でも委員会でできるのではないかと、あるい

は期待をしたいというお話が出るかと思いますけれども、その辺は皆さんとこうい

う場で、どういうふうに優先順位を絞って話題を整理し、議論を重ねていくかとい

うことが重要かと思います。ただいま木村委員さんからも２つの御質問がありまし

たけれども、私の感じですと、どうやら今の御質問をこの委員会で諮っていくにし

ては、ちょっと話題が大きいといいますか、支えられないなというカテゴリーに属

するものじゃないかという気がするように思います。 

  ほかにはどうでしょうか、この際。 

 福島委員さんが速かったので、福島さんどうぞ。 

○福島委員  

  先ほど来、冒頭の話の中に、この広域委員会の範囲と申しましょうか、沿岸から

200 海里の中の太平洋海面というようなお話がございましたけれども、資源が減少

する原因といいますか、これには一部漁業者の乱獲あるいは自然現象というような

こともありましたけれども、人間以外のものが資源を乱獲しているというような昨

今、例えばクジラの影響ですね。これについての見解をお伺いしたいと思います。 

○澁川会長  

  この質問は資源管理推進官のところで答えてもらいたいと思います。 

○佐藤漁業管理推進官  

  確かに浮魚を巻いてたら、下からガバッとクジラに食べられてしまって、しばら
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く魚がいなくなったとか、漁業者からクジラの問題はよく聞くところであります。

おっしゃるとおり、生態系全体の観点からクジラによる影響がどのくらいあるかと

いうのは、資源の回復など検討する中では不可欠な問題だと思います。例えば水研

との協議の中でも、必ずそういう形で御指摘があることは聞いております。それに

ついては、我が国周辺のいわゆる鯨類の捕獲調査も最近されていると聞いておりま

す。だから、その辺も当然頭に入れなきゃいけないんですが、だからといって全て

クジラのせいにしてしまうこともどうかと、やっぱりできることはやらざるを得な

いのじゃないかと考えます。 

 ただ、人間の漁獲の比率がどうなっているかも、対象魚種によって大分違うのじ

ゃないかと。だから、そういうのが、余り関係のなさそうな魚種もそちらの方の責

任として逃げていくことはちょっと無理かなと思いますけれども、一般論として

は、当然その部分、全体を考えていかないといけないだろうということは、どこに

行っても、これは沿岸漁業関係の方からも、クジラの問題は言われております。答

えになりましたでしょうか。 

○澁川会長  

  それでは、鈴木委員（徳）さんどうぞ。 

○鈴木(徳)委員  

  先を越されましたが、私もクジラの問題です。まさにこれを言おうとしておりま

した。クジラは生態系をも狂わしていると、完全にこう言い切っている方がいらっ

しゃいます。１週間ほど前も読売新聞で、「当世クジラ事情」なるものを新聞記事

に連載しておりましたが、インターネットのホームページなどを開くと、数字は、

皆さんいろいろな情報があるでしょうから、きょうの場では私も控えておきます

が、一番大きい話では、人間は１億トン獲ってない、クジラは４～５億トン獲って

いると。１日に 250 キロ食べるミンククジラが、ここの海に３万頭もいると。鯨類

が１日 7,500 トンのサバ、イワシ、オキアミその他を食べているという、これは本

当に大変なことだということです。 

  新聞にも出ていましたけれども、来年には、下関で商業捕鯨を含めた会議が開か

れます。ニュージーランドはクジラ採捕の反対国ですが、これに日本が勝って、来

年、下関でやるということ。小泉総理の話でもないですけれども、やはり世論の話

というのは大きな力を持つと思います。広域漁業調整委員会も、この資源回復とい

うことに対しては、クジラの話を抜きにしては私はできないと思います。人間がや

ることだけをということではいけないと思います。ですから、いろいろな報告を聞

いて、そして委員の皆さんが了解できれば、大きな世論の一つとして国に訴えかけ

ることが大事なのじゃないかなと、こういう感じがします。 

 インターネットなどを見てると、クジラは獲らなきゃならないとわかっている人

も、国の事情で言えないんだと。国の事情というのはどういう事情だかわかりませ

んけれども、大きな声で言えないんだと、こういうことが報じられております。ぜ

ひこの問題も、この委員会として調査機関なり何らかのお話を聞いて、先ほどおっ

しゃっていた資源回復における作業とは別に、大きな国に対する具申として提案し

ていただければありがたいと思っております。これは委員の皆さんの御賛同がなけ
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ればもちろんだめですが、クジラはかわいいから獲るなという方がいれば、これは

これでまた一つの意見ですからいいと思いますけれども、その辺も含めて、よろし

くお願いいたします。 

○長島委員  

  今、このお二人が御質問というかお願いしたのは、我々はまき網漁業を営んでい

まして、まき網というのは、ほかの漁種の方よりは器が大きいわけですよね。です

から、きょうの資源回復計画は大事で資源を大事にする、管理するというのは確か

にいいことですけれども、そうして論議すると、まき網漁業というのは常に他種漁

業から白羽の矢ですね、そういう可能性があるということです。 

 そこで、きょうのテーマで、各地域に漁業調整、漁場をめぐる紛争とかに対して

の協定があるわけですよ。そういう細かい協定を、先ほど推進官も言いましたが、

確かに地域で管理するようにということです。要するにこの広域漁業調整委員会の

指示、権限、これは細かい地域の協定には触れないでもらいたいということです。

推進官、わかりますか。先ほど推進官も言いましたけれども、まき網が大量に獲る

から資源が減るという議論が非常に多いと。まき網はまき網の今後の管理、小型は

小型という、そういうふうに分けていただきたい。そういう非難はしてもらいたく

ないということを、ここで皆さんにお伝えしたいと思います。 

○佐藤漁業管理推進官  

  今、長島委員の御指摘を、私として十分把握しているかどうかは別でございます

が、個別の操業協定そのものにここが関与するということはないし、その解決をこ

の場で図ることはなかなか難しいのじゃないかと思います。ただ、先ほども申し上

げましたように、資源管理という面から見たときに、いろいろなことを前提をつけ

ず、今対象資源についてどういう漁獲がされていて、どういうことを講じていかな

きゃいけないのかとなったときには、これは議論しない。という前提をおいては、

資源回復はやはり難しいかなというふうに思います。 

 だから、結果的に協定そのものは、例えば相互間においてその協定はそのまま残

ったとしても、その協定の内容を一時的に改変するような、いわゆる資源管理措置

というのが別途全体として合意されるということがあったとしても、これはそうい

う形から、議論の前向きな発展ではあるのではないかと思います。ただ、いわゆる

恒常的な漁場利用をめぐっての、議論に入るというのは、多分資源管理という面か

ら見たときには、なかなか焦点が絞れないという形に終わるのではないかというふ

うに思います。 

○澁川会長  

  どうぞ。 

○篠崎委員  

  大分問題が細かくなってきたようですから、私は、今サバの話も出ましたが、明

日の部会で徹底的に御質問もするし、意見も申し上げたいと思ったんですが、卓越

年級群というのがサバの一種の性格ですし、卓越年級群というのはサバばかりじゃ

ございません、大海遊魚においては。マアジもそうでしょうし、あるいはマイワシ

もそうでしょう。なぜサバだけをこういうふうな形で取り上げたかというような、
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疑問は持っているわけですよ。しかも、４年前からＴＡＣをやっているし。 

 それから、特に北部太平洋海域でも、先ほど長島さんからお話がありましたよう

に、それぞれの地域で資源の管理を基軸とする取り決め、魚種間の紳士的な取り決

め等も行われているわけですよね。そういう中で、なぜあえてサバだけを取り上げ

なくちゃならないのかというふうなね。何か別なところに要因があるのじゃないか

なと、純粋な資源管理だけの問題じゃなくてですね。そういう問題もある。そのほ

かにもいろいろありますけれどもね。 

 それから、私も海区調整委員会の会長も仰せつかっていますが、それぞれの海区

調整委員会においても、先ほど推進官がおっしゃられたように、単なる漁場の調整

だけじゃないんですよ。基本はあくまで資源の管理、市場費用、こういうものが基

幹となりまして、いろいろな調整あるいは委員会の指示等も行われているわけで

す。そういう問題も含めて、魚種の選定なりあり方なりというものを考えていただ

かないと、今、宮城県の木村さんもおっしゃられたように、私は、これは広域漁業

調整委員会で取り上げる問題じゃなくて、渋川委員長がおっしゃられたように、こ

れは別な次元の問題だろうと思いますが、今は大変な時期ですよ。今、単なる原魚

の輸入ばかりじゃなくて、加工品の調製品までも中国、ベトナム等から輸入されま

して、それこそ大変な時期なんです。私どもも食品工場２つも持ってやっておりま

すが、とてもじゃないけど対応できないんですよ。そういう厳しい問題もあるわけ

ですが、これはこの広域漁業調整委員会と次元の違う問題ですから、これはあえて

触れませんが、いずれにしても明日の部会では、対象魚種をめぐって、また調整の

あり方、あるいは資源管理のあり方、こういう問題について徹底的に水産庁の意見

も聞かせていただきますし、私も意見も申し上げたい、こういうふうに思っており

ます。 

○澁川会長  

  どうもありがとうございました。 

 山下さん、どうぞ。 

○山下委員  

  １つ、確認事項として質問があるんですけれども。 

 事務規程のところで、いろいろ委員の方々が意見をおっしゃっていたので、一応

確認しておきたいと思ったんですが、事務規程の 13 条に、「議事録は、一般の縦

覧に」と書いてありますが、これは公開という意味だと思うんですね。どのくらい

の範囲で、どのくらいのタイミングで、この会議が終わってからどのくらいのタイ

ミングで公表されるのか。それから、公表したときに、おのおのの意見を述べられ

た方の氏名等が出るのかどうか。それから、その場合には、意見を述べた者以外の

人もですけれども、１回確認をしてから公表するのか、それとも、バッと公表して

しまうのか。それから、メディアですね、インターネットというのも最近ございま

すけれども、官報のようなものでの公開なのか、そういったところを教えていただ

けますでしょうか。 

○大隈管理課長補佐  

  まず、これは広域漁業調整委員会に限らず水産政策審議会もそうなんですが、近
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年のこういう国の委員会というものは、まず公開が原則でございます。今回の委員

会につきましても、一般のプレスの方にも開催されるということで投げ込みは行っ

ておりまして、何か特別な事情がない限りは、内部限りでの会議といった形はとり

ません。 

 したがいまして、そもそも議事録におきましても、当然委員の皆様の発言という

ことは、お名前も付して記録させていただきますし、それは基本的に公開。公開と

いっても、こちらは当然水産関係、各県さん、各県の海区漁業調整委員会の事務局

さん、それから当然委員の皆様方に後日、でき次第送付いたします。外部の方から、

この議事録を見てみたいんだけれどもという申し出があれば、それは公開するとい

う形をとろうとしております。 

 また、具体的にどのタイミングで公表かということですけれども、私ども、当然

この会議が終わりましたら、議事録というものの作成は早急に行いますけれども、

ちょっと具体的に定まっているものではありませんが、向こう２～３カ月の間に

は、ちゃんと議事録といったものは作成できるように努めたいと思います。 

 以上でございます。 

○澁川会長  

  縦覧の意味を具体的に教えてください。 

○大隈管理課長補佐  

  ここで縦覧するというのは、公開するといいますか、まず、関係者の方に広く配

布いたしますし、外部から、この会議に関する記録を見たいんだけれどもというふ

うな申し出がありましたら、それはちゃんと公開するということでございます。 

○佐藤漁業管理推進官  

  いずれにしても、先ほど言いましたように、ここの場の議論は、当然関係する漁

業者の関心のあるところであります。それから、さきの国会でも、環境保全と資源

回復というのは非常に多くの時間をかけられている国民的関心事項だと思います

ので、現段階で具体的な手法についてはまだ定めておりませんけれども、基本的に

は、できるだけいろいろな手法を使って皆さんに知ってもらわなければ、資源管理

というのはできていかないのではないかというふうに思っております。 

 なぜかと言うと、これはまさに漁業者の合意形成の中からつくり上げていくもの

ですから、どこかで決めたものを押しつけるということではございませんので、審

議過程もそういう趣旨を踏まえて、できるだけみんなに知っていただくという趣旨

でやっていくべきと思います。ただ、いろいろインターネットその他具体的なとこ

ろにつきましては、まだ決めておりません。 

○澁川会長  

  山下委員さん、よろしいですか。 

○山下委員  

  結構です。 

○澁川会長  

  ほかにございませんか。 

 どうぞ。 
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○鈴木（徳）委員  

  さっきのクジラの話ですが、少しでもこの委員会で考えてもらえますか。 

○佐藤漁業管理推進官  

  それでは、この委員会として、いわゆる水産庁にこういう提案をしたいとか提起

したいということにつきましては、まさに独立した権限を持つ委員会として、そう

いうものというのは活動の一つだと思います。それで、どういう形で過去も、法定

連合海区の瀬戸内海のやり方とかいろいろございます。ここについては初めての委

員会ですので、前例はありませんけれども、そういう委員の皆様方の合意で決議し

たいということであれば、どういうやり方で意見をまとめていくかということも含

めて、ちょっと事務局で検討をさせていただきたいと思います。 

○澁川会長  

  下関の会議は何時開催されるのでしたか。 

○鈴木（徳）委員  

  来年の６月ですか。 

○澁川会長  

  そうすると、この委員会がきょう終わったら、年明けてまたお会いするというタ

イミングになりますね、そのときに間に合うのかな。 

○鈴木（徳）委員  

  下関会議はいい機会でありますけど、ただ、それに間に合うとか間に合わないと

いうことじゃなくて、資源についてはクジラの問題も考慮しなければならないとい

うことを考えていただきたいと思うわけでございます。 

○澁川会長  

  ありがとうございました。 

 そういうことで、ただいまお話が出ました事項は、事務局でも十分整理してもら

って、どういう扱いにするのか考えさせていただきたいと思います。 

 ほかにいかがでございますか。まだ時間はありますから、どうぞ。 

 それでは、ないようでございますので、本日の委員会はこれにて閉会をさせてい

ただきたいと存じます。 

 委員各位、御臨席の皆様におかれましては、本当に長時間ありがとうございまし

た。 

 なお、最後に、議事録署名人の石黒委員さん、福島委員さんには後ほど事務局よ

り議事録が送付されるようでございますから、署名の方をよろしくお願いを申し上

げます。 

 それでは、これをもちまして第１回太平洋広域漁業調整委員会を閉会させていた

だきます。ありがとうございました。 

 

閉 会 
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