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○管理課長 皆さん、おはようございます。それでは、予定の時刻となりましたので、

ただいまから第 93 回資源管理分科会を開催させていただきます。 

 私、本日の事務局を務めます、管理課長の中でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 本日の会場は、委員の皆様の前にマイクが設置されておりませんので、ご発言に際に

は事務局の方でマイクをお持ちいたします。まず挙手をいただいて、山川分科会長のご

指名をいただいた上でご発言をお願いいただくこととなります。 

 それでは、委員の出席状況についてご報告をいたします。水産政策審議会令第８条第

３項で準用する同条第１項の規定により、部会の定足数は過半数とされております。本

日は、資源管理分科会委員９名中９名全員の方のご出席をいただいており、定足数を満

たしておりますので、本日の資源管理分科会は成立いたしております。 

 また、特別委員は16名中現時点で13名の方にご出席をいただいております。 

 なお、委員のうち、全国内水面漁業協同組合連合会副会長理事の南山金光委員におか

れましては、本年１月11日にお亡くなりになられました。南山委員のこれまでのご貢献

に感謝いたしますとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 後任の委員として、全国内水面漁業協同組合連合会専務理事の内田和男委員にお願い

することとなりましたので、内田委員、一言よろしくお願いいたします。 

○内田委員 皆さん、どうもよろしくお願いいたします。 

 私は主に内水面の観点からさせていただきたいと思います。 

○管理課長 どうもありがとうございます。 

 それでは、次に、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の封筒の中の資料を

ご確認ください。まず、議事次第がございます。その後ろに資料一覧がございますので、

これを見ながら確認させていただければというふうに思います。 

 まず、資料１が委員名簿でございます。資料２が諮問文でございまして、海洋生物資

源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の検討について、

諮問第308号となっております。続きまして、資料３－１、資料番号でしていきます。

資料３－２、資料３－３、資料３－４、資料３－５、これ横になっております。これま

でが資料３でございます。続きまして、資料４、資料５、資料６、資料７、資料８、資

料９、資料10、資料11、 後に資料12となっております。 

 万が一資料がない、あるいは落丁等ございましたら、お近くの事務局の方に一言お声
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かけいただければというふうに思います。 

 資料の確認は以上でございます。 

 カメラ撮りの方ですが、ここまでとさせていただきます。撮影の方はここでご退席い

ただきますようお願いいたします。 

 それでは、以降の議事は分科会長によろしくお願いいたします。 

○山川分科会長 本日はご多用の中ご参集くださいまして、まことにありがとうござい

ます。 

 では、早速ですけれども、座って議事に入らせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 本日は諮問事項が６件、審議事項が１件、それから報告事項が４件でございます。こ

のように本日はご検討いただく議題がたくさんありますので、議事進行へのご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 なお、本日審議いたします諮問事項につきましては、水産政策審議会議事規則第10条

第１項の規定に基づき、資源管理分科会の議決をもって審議会の議決となりますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、これより諮問事項に入ります。 

 まず、諮問第308号、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定

に基づく基本計画の検討等について、の検討に入りたいと思います。 

 ご検討いただく内容は、くろまぐろの第５管理期間の基本計画の変更についてです。 

 また、本諮問は、報告事項の（２）にあります太平洋くろまぐろの資源管理について

と関連する内容ですので、報告事項についてもあわせて事務局から資料の説明をお願い

いたします。 

○資源管理推進室長 資源管理推進室長の岩本でございます。 

 お手元資料２、また今回諮問事項とあわせて報告事項も行いますので資料10と２つの

資料を用いて説明をいたします。 

 まず、資料２でございますけれども、諮問文を読ませていただきます。 

 

30水管第2582号 

平成31年３月７日 

水産政策審議会 
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 会 長  山 川 卓 殿 

                 農林水産大臣 𠮷川 貴盛 

 

   海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本 

   計画の検討等について（諮問第308号） 

 

 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第77号）第３条第７項の規

定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第１の別に定める「くろま

ぐろ」について（平成31年２月５日公表。以下「くろまぐろ基本計画」という。）に、

別紙の変更に係る検討を加えたいので、同条第８項の規定に基づき、貴審議会の意見を

求める。 

 また、審議の結果、別紙のとおり、くろまぐろ基本計画を変更する必要がある旨の意

見が得られた場合には、同条第７項の規定に基づき、くろまぐろ基本計画を変更するこ

ととしたいので、同条第９項において準用する第４項の規定に基づき、併せて貴審議会

の意見を求める。 

 

 今お手元の海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画１の別に定める「くろまぐ

ろ」について新旧対照表というものが今回の変更案を示したものでございます。主な内

容につきましては資料10で説明させていただきたいと思います。 

 まず、資料10のスライド番号12をお願いいたします。こちらでは国際管理の状況とい

うことでございまして、昨年12月10日に行われましたＷＣＰＦＣの結果についてまとめ

をさせていただきます。結果の概要につきましてはスライド番号13をご覧ください。２

つの事項が決定となってございまして、まず１点目、①の増枠というところでございま

す。増枠につきましては、ことしは増枠がなかったわけでございますけれども、来年の

会合において資源の状況を確認した上で再度議論という結果になってございます。 

 また、②繰越しでございますけれども、その年の漁獲枠の未利用分、これは当該年の

漁獲枠の５％までにつきましては翌年に繰越しが可能ということになってございます。

平成31年（2019年）、第５管理期間の未利用分から適用することで第６管理期間に繰越

しができるという形で結論が出てございます。これがＷＣＰＦＣでの状況でございます。 

 続きまして、スライド番号16から説明をしたいと思います。16からは国内の管理につ
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いてということで、第４管理期間の現状を取りまとめてございます。 

 まず、スライド番号17でございますけれども、第４管理期間の大臣管理漁業の漁獲実

績をまとめてございます。大臣管理漁業につきましては、第４管理期間は昨年12月まで

で既に終了している状況でございます。まず、30キロ未満の小型魚についてでございま

すけれども、大中型まき網漁業が67％、近海かつお・まぐろ漁業が83.5％、かじき等流

し網漁業が89.9％、全体で68.1％の消化となってございます。 

 また、30キロ以上の大型魚につきましては、大中型まき網漁業が99％、近海かつお・

まぐろ漁業及びかじき等流し網漁業が84.2％の、合計で98％という状況になってござい

ます。 

 続いて、次のスライド番号18をお願いいたします。こちらの方は同じ第４管理期間の

知事管理漁業の消化の状況でございます。２月時点の消化の状況をまとめてございます。

知事管理漁業については今月末までが第４管理期間となってございます。30キロ未満の

小型魚については、消化の状況が51.7％、また30キロ以上の大型魚については消化の状

況は48.3％という状況になってございます。 

 以上が第４管理期間の状況でございます。 

 その次のスライド番号20番、21番をご覧いただければと思います。ここでは管理主体

ごとの消化の状況をまとめてございますけれども、上が小型魚で、下が大型魚となって

ございます。黄色のハイライト部分が漁獲上限の７割を超えているところでございます。

やはり地域で来遊状況が大きく異なっているということがわかると思います。こういっ

たことを解消するために、昨年くろまぐろ部会においても対策を講じるということで、

融通のルールづくりということがご提案されてございます。 

 スライド番号19に戻っていただきまして、後ほど融通のルールにつきましてはご説明

させていただきたいと思いますが、第４管理期間においても融通を行っております。そ

の内容をご説明したいと思います。 

 平成31年２月６日付で、都道府県間の配分量の融通を実施してございます。２つござ

いまして、１つは、小型魚同士の融通ということでございます。これは第４管理期間と

第５管理期間での融通ということでございます。具体的には、第４管理期間において宮

城県、福島県から千葉県の方にあわせて9.1トンを融通し、かわりに、第５管理期間、

千葉県から9.1トンを宮城県と福島県に融通するというものでございます。 

 また、２つ目については、小型魚と大型魚の交換でございますけれども。こちらにつ
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きましては長崎県から小型魚3.1トンを千葉県と福岡県に融通し、大型魚について、千

葉県と福岡県から長崎県に融通するというものでございます。 

 今期なるべく枠の融通をいたしまして、各県の状況に対応していきたいということで、

さきどりして対応させていただいてございます。 

 具体の融通の話につきましては、23ページ以降の第５管理期間の管理についてという

ことでご説明をさせていただきます。第５管理期間につきましては、スライド番号23に

ありますとおり、資源管理分科会の諮問を経て数量が決まってございます。大臣管理漁

業、知事管理漁業の内訳、またスライド番号24には各都道府県の配分量を記載してござ

います。 

 スライド番号25でございますけれども、こちらからは融通ルール等の策定についてご

説明をさせていただきます。黒丸の２つ目でございますけれども、ＴＡＣ管理では、Ｔ

ＡＣを都道府県等に配分し管理するが、来遊状況により配分量の消化状況が異なること

から、やむを得ず漁獲したくろまぐろを放流する地域がある一方で、配分量を大きく消

化せずに漁期を終了する地域もあるということで、くろまぐろ部会におきましても漁獲

枠の融通するルールをつくるべきという指摘がなされたことを受けまして、今般配分の

融通ルール等について検討を進めているところでございます。 

 次のスライド番号26をお願いいたします。融通というものがどういうものかという基

本原則をここに定めてございます。具体的な内容をご説明しますと、まず１つ目でござ

いますけれども、配分量の融通については、地域ごとの偏りが大きいくろまぐろの来遊

に即して、円滑な漁獲管理と漁獲可能量の有効利用を促す取組であるということでござ

います。 

 こういったことを踏まえまして、融通を行う者同士の合意というものを前提としまし

て、等量交換、不等量交換、譲渡のいずれも認めようと考えてございます。 

 また、融通の形態につきましては、先ほどご説明したとおりでございますけれども、

まず１点目は、小型魚と大型魚の交換、２点目としまして、今管理期間と翌管理期間と

の間の交換、また３つ目に、譲渡、いずれかによって行うことを考えてございます。 

 また、４つ目に、融通につきましては上限を設定し、融通後の数量の遵守義務を明示

することを考えてございます。 

 また、５つ目に、他の都道府県に融通したことで配分量が減少した後、突発的な来遊

によって配分量を超過するリスクが生じた場合には、国の留保を放出して対応する、こ
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ういったことを考えてございます。 

 具体的にスライド番号27にイメージを記載してございます。まず、今申し上げました

とおり、基本的には管理区分ごとの融通というものを基本的に考えていきたいと思いま

す。くろまぐろの基本計画には大臣管理漁業、都道府県に分けて記載をしていることも

ございますので、まずはその範囲で融通を行うということでございます。都道府県間、

また大臣漁業の種類間で合意が調うのであれば随時やっていただくということでござい

ます。 

 また、大臣管理漁業と都道府県との間の融通につきましては、都道府県からの要請に

応じまして水産庁が仲介させていただくということでございます。 

 これにつきましては具体的にスライド番号28に記載してございます。融通を円滑に進

めるために、水産庁としましては年に３回都道府県に対して融通の要望調査を行うこと

を考えてございます。要望調査の結果につきまして融通に参加する都道府県に情報提供

する。都道府県は情報に基づき他の都道府県と協議を個別に行うことを基本といたしま

す。この段階で下の絵の④でございますけれども、都道府県同士で話がまとまった場合

には、県計画の変更申請をしていただいて、水産庁の方に申請していただく。水産庁の

方では融通内容の公表を行うことになります。 

 また、その大臣管理漁業と都道府県との融通につきましては、都道府県間の協議が整

わない都道府県から要請があった場合に、その都道府県と大臣管理漁業との間の融通の

協議を水産庁が仲介して行うということでございます。下の絵で協議がまとまらない場

合、水産庁の仲介で大臣管理漁業と協議を行うということでございます。 

 また、スライド番号26の５で述べました融通した側が配分量を超過した場合の救済措

置ということで、スライド番号29に記してございます。他の都道府県へ融通したことに

よりまして配分量が減少した都道府県が突発的な来遊によって配分量を超過したとき、

国の留保から補てんするということを検討してございます。下の絵にありますように、

Ａ県が他県に融通した後にくろまぐろの来遊が突発的にあった場合、国の留保からＡ県

に留保を活用することによってＡ県の配分量が一時的に戻るわけですけれども、翌管理

期間に他県からその分戻ってきたものについてはＡ県から国の留保に戻していただくと

いうことを考えてございます。 

 以上が融通の説明でございますが、皆様からご意見をいただければと考えてございま

す。 
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 また、次のスライド番号30でございますけれども、ＷＣＰＦＣで決まりました繰越し

ルールの策定についてでございます。昨年12月のＷＣＰＦＣでの結果、未利用分につい

ては漁獲上限の５％を上限に繰り越すことができるようになりました。これを受けまし

て、国内ルールを整備するということで、資源管理法に基づく基本計画を変更すること

としてございます。 

 具体的には、国全体としまして、我が国の漁獲上限の５％繰越し可としますが、都道

府県ですとか大臣管理漁業の種類ごとの配分量につきましても５％までは繰り越すこと

が可能という規定を設ける方向でございます。 

 具体的には、当初配分が200トンの場合、Ａ県の場合は200トンの５％の10トン以上を

取り残した場合でございますけれども、翌期への繰越しは上限の５％までということで

10トンになります。Ｂ県の場合は、10トン未満の繰越しになりますけど、その場合は10

トン未満の数量をその分だけ繰り越す。Ｃ県の場合は、消化率が100％ということで、

この場合は繰越しなしということになります。 

 ここで資料２に戻っていただきたいと思います。以上、説明させていただきました変

更点につきまして基本計画の方にまとめているわけでございますけれども、その概要に

ついて、資料２の海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の一部改正についてま

とてございます。 

 ２の主な改正点でございますけれども、１つ目は、ＷＣＰＦＣで決定された資源管理

措置に伴う改正ということで変更してございます。昨年12月に開催されましたＷＣＰＦ

Ｃの年次会合におきまして、その年の漁獲枠の未利用分、上限を５％としますが、翌年

に繰越可能という管理措置が決定された。これにつきまして記載するとともに、国内ル

ールとして指定漁業の種類別、都道府県別の配分量の５％を上限に繰り越すことができ

るという規定を新たに加えてございます。 

 ２点目でございます。留保に関する手続きの改正ということでございます。前回の92

回の資源管理分科会でご説明させていただきました資源評価に用いるデータ収集への配

慮のための追加配分ですとか、また先ほど説明しました融通等の新たな資源管理措置を

行うに当たって、必要な場合に速やかに留保を活用することができるような規定を設け

てございます。 

 また３点目でございますけれども、公表等により、配分量の変更等について公表がな

された場合には変更を反映した配分量とする。この場合は水政審に報告するということ
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で、手続きをスムーズ化するという規定を設けさせていただいてございます。 

 また、その他表現上の修正について文言の修正をしてございます。 

 説明は以上となりますが、本件につきましては現在行政手続法に基づきますパブリッ

クコメントを実施してございます。その結果を受けまして、概要に大きな変更があった

場合は資源管理分科会に再度諮問することとしたいと考えてございます。 

 説明は以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関しましてご意見ご質問等ありましたらよろしくお願いいたしま

す。大森委員。 

○大森委員 ２点お願いしたいと思います。 

 まず、繰越しルールの件の確認ですが、資料の10の30ですね。先ほど第４管理期間の

ご報告があったわけですけれども、この繰越しルールが今年から適用できたのに非常に

残念だなという思いが１つございます。 

 その上で、融通と繰越しの関係ですけれども。ある県で他の県に融通をしたといって、

繰越しルールを策定する場合は、融通前の数量をベースに５％の繰越しが可能という考

え方でよろしいかどうかというのが１つです。 

 それから、融通の関係でありますが、我々沿岸ベースでいきますと、スライド番号の

27、28にあるように、知事管理と大臣管理、ここの部分についての融通のニーズという

のがあるわけでございます。28の手続きの中で、都道府県間の調整が整わない都道府県

から要請があった場合に、大臣管理漁業との調整・融通の協議を水産庁が仲介して行う

ということですけれども。まぐろの獲れる状況というのはやはり相当ばらつきがある。

第５管理期間もまた何が起こるか非常に不透明な中でございます。例えば知事管理の部

分で、本当に全体的にアップアップになってしまって都道府県間の協議が整う整わない

とかという以前の問題というようなことになったときに、水産庁が大臣管理の枠が何と

かあるというような場合の仲介を行っていただくということを、これはお願いをしたい

と思います。 

 この２点でございます。 

○山川分科会長 岩本資源管理推進室長、よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 まず１点目でございますけれども、融通する５％のもとになるも

のはどれなのかということでありますけれども、現時点で考えてございますのは、融通
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前の数量と考えてございます。融通した側が融通したせいで次の管理期間にまた繰り越

す量が少なくなるというような状況も想定されます。そうなると融通を活性化させる１

つの妨げになるのではないかと考えてございますので、現状では融通前の数量をベース

に繰越しを行うということで検討してございます。 

 また、２点目でございますけれども、そもそも沿岸、知事管理漁業の方で枠がない、

かなり消化が進んで知事管理の間ではなかなか融通ができない状況も今後あり得ると考

えてございます。現状では獲れるところと獲れないところというのは出てくるかと思い

ますので、まずは都道府県間で調整をしていただくということが基本になるかと思いま

す。それで調整が調わない場合、水産庁が仲介して大臣管理漁業との調整をしていくと

いうことになると考えてございます。 

 この融通ルールについては、きょうの資源管理分科会の委員の皆様のご意見を聞いた

上で策定しようと思ってございますので、委員の皆様のご意見も参考にしながら検討を

進めたいと思います。 

○大森委員 ぜひよろしくお願いいたします。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。東村委員。 

○東村委員 東村でございます。繰越しのルールについての質問、確認と融通に関する

もの、もう一つは枠そのものについての３点お願いいたします。 

 まず第１点目の融通ですけれども、この５％の融通が認められたというその目的とい

いますか意図というのは、資源がややふえているように見られる中で、より柔軟な管理

措置を講じるという理解でよろしいでしょうかということです。 

 以上が繰越しのルールについての確認事項です。 

 次に、融通の具体的な手続きというふうに書かれましたスライド番号28の一番上のと

ころに、融通を円滑に進めるため、水産庁は年に３回の３回なんですけれども、２月、

９月、翌１月という書かれ方されていますが、大臣管理が１月から12月、知事管理が４

月から３月ですね。となると、なぜこの翌１月が後ろにきてるのかちょっとその意図が

わかりにくくて、漁期がどこかで切れるなら翌１月でわかるんですけれども。ごめんな

さい、カレンダーどおり考えると、１月、２月、９月に行われるとなると何か１月と２

月の頻度がとても高く、９月に、９月は何となくわかるんですけど、真ん中ら辺という

ので。なぜこの書きっぷりになっているのか、及びなぜこの月にされたのかという、ち

ょっとその意図をご説明いただきたいということです。 
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 ３点目が、今大森委員がおっしゃった当初の枠は融通する前の枠を考えるということ

でしたが、この第５管理期間の都道府県別の配分量、スライド番号24番を拝見しても、

やはりもともとかなり幅が、たくさんの枠を持ってるところもあれば、本当に桁が２桁

ぐらい違うところもあって、現状全体の枠が決まってる中で、これは第４管理期間の考

え方を踏襲しているんだと理解してますけれども、やはりいつもいつももらう側といつ

もいつもあげる側というのが出てくると、何となく現実に見合っていないものになって

くると思います。 

 例えば今ＴＡＣの管理魚種なんかは過去３年の漁獲量に基づいて次の配分のやり方を

決めたりというのはされていると思うので、将来的にはこのそもそもの配分を少し柔軟

にするようなお考えがあるのか。これはもう増枠があってからの話かと思いますけれど

も、やはり譲渡、金銭を発生させなくても何かいつもあげてる側になったりもらってる

側になるというのは力関係というわけではないですけれども、損な感じをしたり得をし

たりという、続くのは余りよろしくないかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○山川分科会長 岩本資源管理推進室長、よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 ３点いただいた順番にお答えさせていただきます。 

 まず、５％の繰越の考え方というところでございますけれども、くろまぐろの資源管

理進めてまいりまして、資源管理に対する理解が漁業者の方にも浸透してきたと考えて

ございます。資源管理法に基づく管理も進めている中で、我が国に配分されている枠と

いうものを漁業種類別または都道府県別に配分すると、やはり100％消化というのが難

しい面もございます。先ほどからも説明しているように、都道府県ごとに来遊のばらつ

きもあることも踏まえて、現状配分されている枠をさらに有効に使うという観点から、

この繰越しの仕組みを日本側としても提案したというところでございます。 

 ２点目の２月、９月、１月の設定というところでございますけれども、まず、一番関

心のあった翌１月というところでございますけれども、管理期間が大臣管理と知事管理

で異なっているというところでございます。大臣管理が12月の時点で終了するというこ

とで、その状況も踏まえた翌１月というのがまずあります。２月については、新しい知

事管理の期間が始まる前に管理期間の前半の部分で融通できる可能性もありますので、

それを踏まえて２月に設定してございます。知事管理の例えば４月から６月に漁期があ

るケースがありますけれども、そういったところに融通できるかできないか、漁期が始
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まってからでは遅くなりますので、そのために前もって２月ということを設定してござ

います。９月は委員ご指摘のとおり、夏場の操業が終わってということで中間的なとこ

ろをご提示しています。 

 後に、現状の配分の基準というかルールです。これはくろまぐろ部会でもご審議い

ただいた結果に基づいて配分しているわけでございます。当面はこのくろまぐろ部会で

の配分ルールに従って決定していくことになると思うのですけれども、やはり管理を進

めていくと、当然ながら消化の多い県、また消化の少ない県といった現実がだんだん見

えてくると思いますので、そこは委員ご指摘のように、そういった事情も踏まえて配分

ルールは固定するのではなくて、改善していくということを念頭に置きながら今後も検

討していきたいと思います。 

○東村委員 ありがとうございます。ちょっとすみません、またちょっと混乱している

ので、１点だけもう一度確認させていただきますが。２月にこの融通の要望調査を行う

ということでは、今漁期、来漁期の融通が想定しやすいという考え方でよろしいですか。

間違ってますか。すみません。 

○資源管理推進室長 漁期当初というのは恐らく各都道府県も今後どんな来遊があるか

わからないということで、なかなかある県が独自でカウンターパートとなる県を探すと

いうのは難しいかと思います。それで、そこを水産庁の方で各都道府県に対して知事管

理期間の始まる４月から前半の６月にかけて融通できるところをまず聴取して、その情

報について融通を必要とする都道府県にフィードバックさせるという趣旨で２月という

ものを設定させていただいています。２月に始めて、聴取したとりまとめ結果をフィー

ドバックするので、それなりの期間は必要と思います。また情報を得た都道府県が４月

の管理期間に向けて検討して調整する期間、そういったことも含めて２月ということを

提案させていただいてございます。 

○東村委員 はい、わかりました。すみません。丁寧にどうもありがとうございます。

理解できると思います。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。田中委員。 

○田中委員 質問というか、コメントなんですけど。資料10の９ページ目、スライドの

17、それから、10ページの18見ると、小型魚の達成率が低いですよね。これ卓越の影響

がなくなったからだとすると、第５管理期間も達成できないという可能性があって、こ

のままいくとまた達成率が下がって、実績配分といってる国際交渉で不利になるんじゃ
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ないかと。何か作戦考えた方がいいんじゃないかというコメントなんですけど。 

○山川分科会長 これに関して何か加入量の情報とかありましたらよろしくお願いしま

す。 

○資源管理推進室長 くろまぐろの加入状況についてでございますけれども、資料の方

にデータがございます、スライド番号42をお開き願います。そこにお示しておりますと

おり、2018年の南西諸島海域生まれの加入量については、2017年よりも下回る、その調

査を始めた2011年以降では高水準である可能性が高いという結果が出てございます。ま

た、2018年の日本海生まれの加入量についても、これまでの調査結果の中で高水準であ

る可能性が高いということを昨年12月に公表させていただいております。 

○田中委員 ありがとうございました。そうすると、まだまだ高い加入が続く見込みだ

というのに何でこんなに消化率が低いのか、半分ですよ。しかもまき網なんか能動的に

獲れるわけです。定置が獲れないというのは確かに来遊の変動で獲れないということは

大いにあり得るんですが、カバレッジが大きいものまで獲れないのがまたちょっと不思

議なんですが、なぜでしょうか。 

○山川分科会長 よろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 混獲用として残していた小型魚の枠を 終的に12月に近づくにつ

れて来遊が少なく消化できなかったということを関係者の方々からは聞いてる状況でご

ざいます。理由といたしまして、当方今把握しているのはそういったことでございます。 

○田中委員 ありがとうございます。そうすると、偶発的な理由で枠が残ってしまった

という理解でよろしいですか。でも、いずれにしてもこのままだと大分減っちゃいます

よね。何かやっぱり考えた方がいいような気がしますけど。 

 はい、以上でございます。 

○山川分科会長 では、中管理課長から一言お願いします。 

○管理課長 おっしゃるとおり、来遊のアンバランスみたいなところもあって、そうい

った中で我々第３管理期間の反省みたいなものもあって、やはり厳格な管理をしており

ました。そういった皆さんにそういう厳格な管理をしなきゃならないというふうな思い

が伝わって、そういった中でやっぱりこういう厳格な数量管理自体に余り慣れてないと

いう部分もあって、効率的な予想がちょっと外れちゃうとこういうふうな形でちょっと

枠を余らせてしまうという事態がさまざまなところで生じてしまったというところがあ

ります。そういう面で我々自身も漁業者の皆さんも枠をいかに有効に活用するのかとい
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うところを、今回の融通もそうですけれども、そういう制度面も含め、皆さんのどうや

ってそういう予測をしながら枠をいかに消化していくのかという部分も含めて、これか

らやはりそういう精度を上げていって、より効率的に枠を消化していくというふうな形

に持っていければなというふうに考えているところでございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。来遊の不確実性というようなことで、

来遊が好調だったり、あるいは思っていたほど来なかったりとかいろいろあるわけで、

そういう中で融通制度が今後有効に機能してくると、そういったものもかなり緩和され

ていくのかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 他にございますでしょうか。嘉山委員。 

○嘉山委員 融通の基本原則のところなんですけれども、小型魚と大型魚の交換という

のは、県の中での交換なのか、他の県とも交換ができるのか。そもそも小型魚と大型魚

を分けたのに交換してしまったりするのはどうなのかなと思って。まあ５％に過ぎない

ですけれども、融通５％であっても交換。繰越しの５％、そもそも分けておいたのにま

たここで交換してしまうのはどうなのかなと。 

○資源管理推進室長 小型魚と大型魚の交換で、国全体としては大型魚と小型魚の数量

は変わらず、ある県の小型魚が減って、その分が別の県につく。別の県の大型魚が小型

魚を出したところにいくということで、国全体としての小型魚と大型魚の比率は変えな

いということでこの融通の仕組みを運用していきたいと考えてございます。 

○嘉山委員 わかりました。また後でいろいろと話を聞きたいと思います。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。大森委員。 

○大森委員 すみません、さっき確認をしなければいけなかったのですがもう一つだけ。

融通の関係で、スライド番号26で、融通を行うもの同士の合意を前提とした等量、それ

から不等量、譲渡、この等量の部分は今回第４管理期間もやったわけなんであれなんで

すけど、この不等量交換と譲渡のした場合のその後の考え方というか、その辺で何かお

考えがあるのかどうか確認をさせていただけますでしょうか。 

○山川分科会長 岩本資源管理推進室長。 

○資源管理推進室長 交換した後の話ということでございますけれども、基本となる各

都道府県のベースというのは今配分されている量でございますので、あくまでも配分ル

ールを変えない限りはその現状の各都道府県の配分量がベースとなるというふうに考え

てございます。 



- 14 - 

 

○大森委員 不等量で、要は多く与えた方、それから全く一方通行でやった場合でも、

その第５管理期間の中でそういう理解のもとにやったという位置づけで。当然翌期の枠

についてはもとに戻るわけだということでよろしいんですね。 

○資源管理推進室長 くろまぐろの来遊の状況、年によって変動することもあるわけで

すので、そのときに融通が成立した県についてはその時点での約束ということでござい

まして、また翌期管理期間以降については再度検討することになると思います。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。 

 では、特に他にご発言がなければ、諮問第308号については原案のとおり承認してい

ただいたというよろしいでしょうか。 

 はい。では、諮問第308号に関しましては、ただいまご承認をいただいたということ

にさせていただきます。 

 本件につきましては、現在行政手続法に基づくパブリックコメントを行っているとい

うことです。パブリックコメントを踏まえて内容を大きく変更することとなった場合は、

再度委員のご意見を聞いていただくことといたします。 

 なお、答申に当たりまして、事務手続上の部分的な修正、文言の訂正等につきまして

は私にご一任いただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 はい。では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 それから、諮問に関しましては基本計画の変更ということですけれども、融通ルール

に関しましても本日いろいろご意見をいただきました。融通ルールにつきましては本日

の意見を踏まえて策定していただければというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 では、続きまして、諮問第309号、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条

第７項の規定に基づく基本計画の検討等についてですが、ご検討いただく内容は、2019

年漁期、来漁期のスケトウダラのＴＡＣ設定及び配分と、それからスルメイカのＴＡＣ

設定及び配分についてです。 

 まず、スケトウダラのＴＡＣ設定及び配分について、事務局から資料の説明をよろし

くお願いいたします。 

○資源管理推進室長 資料３－１をお願いいたします。諮問文、読み上げさせていただ

きます。 
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30水管第2508号 

平成31年３月７日 

水産政策審議会 

 会 長  山 川 卓 殿 

                 農林水産大臣 𠮷川 貴盛 

 

   海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本 

   計画の検討等について（諮問第309号） 

 

 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第77号）第３条第７項の規

定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画（平成30年12月12日公表。

以下「基本計画」という。）に、別紙の変更に係る検討を加えたいので、同条第８項の

規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 審議の結果、別紙のとおり基本計画を変更する必要がある旨の意見が得られた場合に

は、同条第７項の規定に基づき、基本計画を変更することとしたいので、同条第９項に

おいて準用する第４項の規定に基づき、併せて貴審議会の意見を求める。 

 

 資料３－１の別紙が基本計画でございまして、変更案について新旧対照表でお示しを

してございます。主な内容につきましては、資料３－２、３－３、３－４、３－５でご

説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、2019年漁期のスケトウダラのＴＡＣ案及び配分案の説明に移らさせていた

だきます。 

 初に、その資源評価結果につきまして、漁場試験課から説明をお願いいたします。 

○漁場資源課長 漁場資源課長の髙瀨です。よろしくお願いいたします。 

 資料３－２に沿ってスケトウダラの資源評価結果についてご説明をいたします。 

 まず、一番上のページの下の図がありますけれども、ここで全体的な生物学的特性に

ついてご説明をいたします。日本周辺でスケトウダラを４つの集団に分けて資源評価を

行っております。日本海北部系群、太平洋系群、オホーツク海南部、それから根室海峡

です。スケトウダラの寿命が10歳以上ありまして、おおむね３歳程度から成熟を開始し

ます。産卵期は冬から春にかけてであります。食性はオキアミ類などの小型甲殻類や魚
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類、いかなどであります。 

 続きまして、日本海北部系群の資源評価結果からご説明をいたします。ページをめく

っていただきまして、このページ、ページ数入ってないんですけれども、右下に全部他

はページ数入っておりますので、このページ数をお示ししながら説明いたします。 

 下の方の分布回遊の図を見ていただきますと、日本海北部は分布の範囲でありまして、

２歳ぐらいで漁獲資源に加入をし、沿岸漁業では積丹半島以南で産卵親魚を漁獲、それ

から沖底では石狩湾以北で未成魚や成魚を漁獲をしております。産卵場は岩内湾あるい

は乙部沖であります。 

 次の５ページ、６ページを見ていただきますと、まず漁獲の動向ですけれども、漁獲

の動向、1993年ぐらいから減少傾向にありますが、2015年以降はＴＡＣ数量の削減にあ

わせて操業調整が行われておりまして、これが漁獲量が少ない主な要因と考えておりま

す。 

 それから、資源の動向、次の６ページですけれども、資源量ですね、徐々に減少して

おります。漁獲割合も減少しておりまして、2014年以降10％未満で推移をしているとこ

ろであります。 

 その次の、これ同じ資源の動向を示すものとして、親魚量と再生産成功率を示してお

ります。これを見ていただきますと、親魚量は1996年ごろから減少しておりまして、

2008年にはピーク時の１割程度となっております。2017年の親魚量は５万8,000トン程

度であります。Blimitとして、1989年以降の再生産関係の中で加入量水準が大幅に低下

する直前の親魚量水準ということで、2000年の15.5万トンというものを設定しておりま

すが、このBlimitを大きく下回っている状況であります。再生産成功率も1989年以降お

おむね低い値で推移をしているところですけれども、2006年、2012年、2015年が高い値

となっております。 

 これらを踏まえた2019年漁期のＡＢＣですけれども、９ページを見ていただきますと、

ここにＡＢＣ表を載せておりますけれども、まず、再生産に好適な環境のときにより良

好な加入が得られるように親魚量を十分増大させることが資源を回復させる上で重要だ

と考えられます。ここには10年、20年、30年かけて親魚量をＢリミットに回復させるシ

ナリオを示しております。2017年の親魚量に対して2017年管理基準であったＴＡＣ数量

6,300トンを漁獲した場合に相当する漁獲割合となる漁獲圧のシナリオについてここで

検討しております。 
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 続きまして、太平洋系群の説明に移ります。これも11ページに生物学的特性を記述し

ておりますけれども、太平洋系群は産卵期が12月、３月の間でありまして、襟裳岬より

西側が主な産卵場となっております。この海域で生まれた後に、幼魚は道東水域で生育

すると考えられてきましたが、近年はさらに東の北方四島まで移動して、そこを主な生

育場にしていると想定されております。現在北方四島周辺での日本漁船の漁獲はありま

せん。資源全体の状況をおさえた調査データというものもないという状況であります。

このため、各年の年級群の強さであるとか、何年生まれの魚がどれぐらいいるといった

情報を早期に正確に把握するということが簡単ではないということでさまざまな情報を

収集して総合的に判断するということが必要な状況です。 

 それから、12ページの漁獲の動向ですが、2000年以降は横ばいで推移をしておりまし

たが、近年３年間は減少傾向にあります。 

 次の資源の動向でありますけれども、まず、資源量と漁獲割合を見ていただきますと、

2012年漁期以降親魚量は資源量として減少しておりましたが、2015年漁期以降は横ばい

に傾向にあるということで、資源水準としては中位と判断をされます。また、資源動向

横ばいと判断をしております。 

 それから、親魚量と加入尾数の関係ですけれども、2017年漁期の親魚量31万トンとい

うことで、高い豊度の年級群の発生が期待できる親魚量、これ15.1万トンと考えており

ますがこれを上回っておりました。ただ、棒グラフで示した加入量とかそれと類似した

変動パターンを示す再生産成功率、赤の折れ線ですけれども、これは近年10年間の加入

状況が悪いということを示しておりまして、資源の増大に寄与する卓越年級群が近年10

年間は観察されていないということに注意が必要であろうと思っております。 

 これらを踏まえて2019年のＡＢＣとして16ページですね、Blimitを上回っております

ので、親魚量Blimit以上の適切な水準に維持するということを管理目標として、現在の

漁獲圧を維持するＦ、それから親魚量を中長期的に維持するＦというものを検討しまし

た。 

 続きまして、オホーツク海南部であります。18ページを見ていただきますと、ロシア

とのまたがり資源でありまして、日本水域は分布の南の端の方にあります。現在は日本

水域ではほとんど再生産はしていないという状況です。 

 漁獲の推移ですけれども、19ページですね、2012年漁期以降穏やかに減少しておりま

して、2017年漁期は１万5,000トンであります。また、資源の水準ですね、これは資源
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水準をオッタートロールの資源量指標値の過去の推移から判断をして、高位と中位の境

界値を350、中位と低位の境界値を60と定義をして、2017年低位と判断をしております。

あとは動向はかけまわしのスケトウダラねらい創業ＣＰＵＥの過去５年間の推移から減

少と判断をしております。 

 それから、次の資源の動向ですけれども、これは調査船調査による現存量が2013年か

ら2017年にかけて横ばいの傾向でありましたけれども、2018年には増加をしております。

また、ロシア水域のＴＡＣ、ここには書いてありませんけれども、2006年から2014年に

増加した後、2018年も高い水準にあるという情報を得ております。 

 これらを踏まえて、2019年のＡＢＣとして23ページになりますけれども、先ほど言い

ましたようにまたがり資源ということもありましてＡＢＣの算定は行っておりません。

参考値として、ここにある算定漁獲量というものを掲示をしているところです。資源の

状態にあわせて漁獲を継続するということによる過度の漁獲圧をかけないというような

管理をするということが妥当であると考えております。 

 それから、根室海峡です。25ページを見ていただきますと、これは産卵のために根室

海峡に冬季に来遊する群れが漁獲の主体でありまして、日本とロシアの両国によって漁

獲をされております。これもまたがり資源ということもありまして、漁獲期や分布・回

遊に関する情報が少ないという現状にあります。 

 漁獲の動向ですが、26ページを見ていただきますと、1990年代に急激に減少しており

まして、その後は低い水準で推移をしております。 

 資源の動向ですけれども、27ページですね、これは漁獲努力量を示したものですけれ

ども。スケトウダラ刺網の漁獲努力量が大きいということで、2002年漁期から複数の経

営体がグループをつくりまして、代表の一隻が操業するブロック操業というものが導入

されているところですけれども、2002年漁期まで大きく努力量減少をしているんですけ

れども、その後はほぼ横ばいといった状況であります。 

 それから、28ページですけれども、これはやはりスケトウダラの刺網のＣＰＵＥです

けれども、長期的に漁獲の主体となっていることから、スケトウダラ刺網のＣＰＵＥを

指標値として水準動向を判断をしておりまして、資源の水準は低位、資源の動向を減少

と判断しました。これらを踏まえて、30ページですけれども、これもロシア側の詳細な

操業実態が不明であるということ、それから生態的に不明な点も多いということで、Ａ

ＢＣの算定というものは行っておりません。ここに参考漁獲量というものを提示をして



- 19 - 

 

おります。 

 説明は以上でございます。 

○資源管理推進室長 続きまして、スケトウダラのＴＡＣ案の説明に入ります。資料３

－３でございます。 

 右側の備考の欄のところに、2019年ＴＡＣ設定の考え方を記載してございます。まず、

日本海北部系群でございますが、別紙に2019年漁期ＴＡＣ設定について（すけとうだ

ら）をご覧いただきたいと思います。ここに日本海北部系群のＴＡＣ設定についての考

え方をまとめさせていただいてございます。 

 まず１点目でございますけれども、昨年12月に公布されました改正漁業法におきまし

て、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させるために資源を早期に適切

な状態に回復させて、漁獲の増大を目指す。そのために資源管理基本方針を定めるとな

ってございます。 

 この資源管理基本方針につきましては、管理の目標としまして、資源評価が行われた

水産資源ごとに２つの目標値を定めることになってございます。１つは、その目標管理

基準値というものでございまして、ＭＳＹ、現在の環境下において持続的に採捕可能な

大の漁獲量、これを達成できる資源の水準の値。もう一つが、限界管理基準値と申し

まして、これを下回った場合には計画的に目標管理基準値への回復に取り組む資源水準

の値ということで。乱獲を防ぐための基準値ということにもなってございます。この２

つの目標を定めるということになってございます。 

 さらに、この改正漁業法におきましては、資源水準の値が限界管理基準値を下回って

いる場合には、早急に目標管理基準値まで回復させるという資源再建計画を策定すると

いうことになってございます。 

 その後ろにあります色刷りの別添というものをご覧いただきたいと思います。先ほど

漁場資源課長から資源状況についてご説明があったところでございますけれども、2017

年の親魚量というのは5.8万トンということでございます。下にグラフを掲載してござ

いますけれども、この5.8万トンはBlimit、安定してその幼魚の発生が見込まれる 低

限の親魚量の水準、この15.5万トンのわずか37％ということで、大きく下回っている状

況にございます。また、欧米では禁漁を要求されている水準ということで、Bbanという

３万トンというものが禁漁の水準に近いような状況になっているということがこの図か

らもわかるかと思います。 



- 20 - 

 

 このような状況の中で、現状の資源管理を継続した場合、親魚量がそのBlimitまで回

復する確率、10年以内に回復する確率というものが38％になるということが示されてご

ざいます。言い換えますと、達成しない確率の方が大きいのではないかということでご

ざいます。こういったことを受けまして、このスケトウダラ日本海北部系群の資源を早

急に回復させるためには、思い切った措置が必要であり、また、その資源は現状その下

のグラフにありますとおり、増加傾向にありますが、この増加分を獲ってしまうのでは

なくて、資源の回復に回すべき時期にきていると考えているところでございます。 

 そういったことから、先ほどのペーパーに戻っていただきまして、４のところでござ

いますけれども、新しい改正漁業法に基づくスケトウダラ日本海北部系群の管理基準の

候補につきましては現在計算中ということでございますが、資源再建計画の策定が求め

られるレベルまで資源が悪化しているということは確実ということでございます。した

がいまして、資源管理基本方針、また資源再建計画の策定というものが喫緊の課題にな

っているということでございまして、来年度から早急に策定に向けた取組を開始するべ

きだと考えてございます。 

 こういった資源状況にかんがみれば、スケトウダラ日本海北部系群の資源再建計画に

おきましては内容的にかなり厳しい措置が避けられないと考えてございます。再建計画

の過程の中では、減船ですとか休漁といったものが必要となる場合も考えられますので、

そういったことに対応できるような支援する予算も現在計上しているところでございま

す。 

 このため、来年度につきましては改正漁業法に基づく資源管理基本方針、また資源再

建計画の策定の前ではございますけれども、これまでの考え方に基づくＴＡＣ設定では

資源回復の遅れ、遅れのしわ寄せを将来の漁業者が負担することになること。仮に来漁

期のＴＡＣを増やした場合、2020年漁期については資源再建計画の実施によってＴＡＣ

の削減が現場に大きな混乱をもたらすのではないかということから、望ましくないと考

えてございます。 

 以上の点から、2019年漁期のＴＡＣは前年漁期と同様の6,300トンにしたいと考えて

いるところでございます。 

 続きまして、オホーツク海南部、根室海峡について、資料３－３の１ページ目に戻っ

ていただきたいと思います。この２つにつきましては、主たる生息域が外国水域にある

資源となりますので、我が国水域への来遊状況に年変動あることを考慮しまして、来遊
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状況が良好な場合に対応できる数量ということで、近年の 大の漁獲量をベースにＴＡ

Ｃを設定するということでございます。それぞれ5.3万トン、2.0万トンということで考

えてございます。 

 ４つ目の太平洋系群についてでございますが、別紙の方をご覧いただきたいと思いま

す。太平洋系群につきましては、親魚の資源がBlimitを上回ってる状況にはあるわけで

ございますけれども、親魚量に対して加入量が少ないということ、また近年卓越年級群

が発生していないこと、こういうことに留意しまして、2019年漁期のＴＡＣは前年同期

と同様の17万3,000トンとすることをご提案したいと思います。 

 続いて、配分についてご説明したいと思います。 後のページをお開き願いたいと思

います。これにつきましては、ＴＡＣの配分ルールに従いまして、大臣管理分、知事管

理分の数量を表で示してございます。本件につきましては現在行政手続法に基づくパブ

リックコメントを実施してございます。その結果を受けまして、また内容に大きな変更

があった場合には資源管理分科会に再度諮問したいと考えております。 

 説明の方は以上となります。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関しまして、質問コメント等ありましたらよろしくお願いします。

柳川委員。 

○柳川特別委員 機船の柳川です。 

 札幌のスケソウの日本海、太平洋、きょう発表あったんですけど、札幌の意見交換会

でもしゃべらせてもらったんですが、日本海のスケソウについて、先ほど資源評価のと

ころでも出てましたけれども、近年の漁獲割合を見てもらうと、本当に３％、４％のレ

ベルで動いていて、これを今漁業者がずっと３年間努力した結果この漁獲割合になって

て、またこれ以上に、皆さんはＴＡＣがふえるという前提で現場の皆さんは努力をずっ

としてきたということがあって、常に増える増えると言いながら今まで３年間一緒だっ

たというのがあって。その漁業者の努力が、これから新しい管理方針が出るという、漁

業法が変わって出るんですけれども、本当に皆さんの意見を聞きながらやるというご説

明が 近されてますけれども、日本海のスケソウに関して言えば、多分北海道の漁業現

場の皆さんは全然理解をしてません。そういう中で、この間札幌でも説明会ありました

けれども、こういう説明があって、6,300トンにしてくださいということで、実際は納

得はしてないと思います。 
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 実際にこのさっきの３－３見てもらうと、ＡＢＣは１万トンを超えてるわけですよ。

１万トンとは、要は従来のシナリオであれば１万トンだった、これから厳しいＴＡＣ管

理にするから、お前らもっと我慢しろというようにしか聞こえないんですね。研究者に

言わせても資源は増えてる、現場でも増えてる。今北海道の沖底船もＴＡＣが満杯にな

ってますから、スケソウのいる場所に行けないというのがあって、そこにはタラとかい

るんですけれども、そこの場所にも行けないという状況になっています。他の魚種にも

影響が出てくるというような中で、スケソウの場所に行けないぐらいに我慢してるとい

う現状を理解していただいて。本当にもう6,300トンで本当に漁業者の努力が認められ

ないような資源管理、資源管理を一生懸命やってて、なおかつ押さえつけるのかという

ところが非常にちょっと腹立たしいんですけれども。そこを本当に十二分に理解しても

らって、今後またより厳しくするというふうに書いてますけど、じゃあその数字を示せ

といってもまだ出てこないわけですよね。計算上はいくらでもできると思うんです、厳

しく厳しくというのは。ただ、漁業現場が納得しない資源管理なんかできないわけです

よね。だから、そこを十二分に説明を、詳細な、細かい説明というか丁寧な説明を本当

にしてもらって。ここに書いてありますけれども、休漁、減船しちゃうと船はもう帰っ

てこないんですね。資源が増えたときにはその人は魚は獲れないんですよね。でもやめ

ろと言うのかということになるわけですよね。金で済む問題なのかというところも、今

非常に問題です。極端な話、やめるんだから獲っちゃえというような人が出たらまた大

騒ぎになるんで、そんなことはさせられないんですけれども。ただ、そんな現状をつく

ってほしくないんですね。というのがあって、この6,300トン、私自身は納得してない

んですけれども、ここまでやったんであれですけれども。 

 また、太平洋についてもＡＢＣは増えてるんですね。なおかつ、それなのに5,000ト

ンですけれども、増えてるのに、今までのシナリオだと増えた分は必ずＴＡＣになって

きたんですね。太平洋も我慢しろということなのか、スケソウに関しては非常に今まで

もシナリオを無視というわけじゃないですけれども、無視したＴＡＣ設定がされてて、

だからちょっとおかしいんじゃないかというところのコメントなんですけれども。 

○山川分科会長 岩本資源管理推進室長、よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 日本海北部系部につきましては、きょうに至るまで札幌でも関係

者との会議を開いています。秋から続けて数回議論をさせていただいてございます。

初やはり厳しい意見があったわけでございますけれども、水産庁の方からも、日本海の
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スケトウダラの資源状況、これまで資源管理やっていただいた状況ではありますが、ま

だかなり資源状態がよくない。Blimitを下回ってる中で禁漁の域に近いような状態であ

るということで、ここについて私も現場を訪問させていただいて、漁業者の方々のご意

見もいただきました。自分たちの認識も過去に比べて減ってるということで水産庁から

提示した資料と大きく異なってるわけではないということでした。柳川委員のご指摘に

あったように、今資源管理の効果も出て、ゆっくりと回復基調にあります。今後水産庁

として改正漁業法を実施していく中で、このスケトウダラ日本海北部系群について、安

定した幼魚の発生が見込まれる 低限の親魚水準のわずか37％であるということを踏ま

えて、早急に再建に向けた取組を開始したいということを札幌の会議でもご説明しまし

たし、浜に出向いた際にもご説明させていただいてございます。ですので、現場の漁業

者が全く理解してないというご意見ございましたけれども、我々も丁寧に説明をすると

いうことに努めてまいりまして、漁業者の皆さんからは、自分たちはすぐ漁業をやめる

のではなくて、10年先、いやいや20年、30年先、厳しい北海道の日本海側というところ

で生活していく上では資源が大事だというお話もいただきました。そういった声の中で

も、ある漁業者さんは資源が悪いなら悪いということをはっきり言ってくれ、その上で

例えばさらに資源管理措置を厳しくしなければいけないというのであれば、それをしっ

かり示してもらえば我々も協力できるところは協力できるというお言葉をいただいて、

きょうのＴＡＣの数量の考え方を説明させていただいたわけでございます。やはり今後

も資源あっての漁業だと思いますので、そういったことも踏まえて来期については前年

同の6,300トンを提案させていただいているところでございます。 

 また、太平洋系群についてでございますけれども、現状としましては今後のことも踏

まえますと、この時点でＴＡＣを増やしていいのかというところもあって、17万3,000

トンを提案させていただきました。現場でも説明させていただきましたけれども、そん

なに大きな不満はなく現地での説明会を終わったのかなと思ってございます。ただ、今

後は資源状況が悪いということで、その他の条件で臨機応変な対応をしていただきたい

という要望がございましたので、そちらについては水産庁としても何ができるかという

ことをしっかり考えますということで一定のご理解をいただいていると理解をしてござ

います。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。山内委員。 

○山内特別委員 ありがとうございます。ずっとスケトウダラの資源問題に懸念を持ち
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ながら議論を伺っているところなんですけれども。次期2019年のＴＡＣ配分についての

ご判断というところよりも、この先の作業工程の中で少し幾つか質問があります。 

 １つは、今後目標管理基準値と限界管理基準値というものを策定していって、これに

あわせて計画的に資源回復計画を、資源再建計画を入れていくということなんですけれ

ども、恐らくこの計画的にとおっしゃってるところというのは、例えば今まではなかっ

た10年間でそのレベルまで達するとか、15年でそこまでいくとかいうようなことを明確

にされるものとして計画的にという表現を使われているのかということが１点です。ぜ

ひそうしていただきたいというコメントも加えさせていただきますが。 

 もう一点は、ロシアの状況というのがかなり影響をしているかと思います。また、そ

の中で情報不足な点も多いところで、同一のストック、資源をやはり管理しているとい

う意味では、こういった目標管理基準値であったり限界管理基準値及び資源再建計画を

立てるときには、均一の、または同じ同一のものがロシア側にも入っていかないと、非

常に本来先ほども柳川委員からありましたけれども、本来求めていた成果がしっかりう

まく出てこないとか、やはり実際に資源回復に寄与した漁民の方であったり現場の方が

さらにもっと苦労しなくてはならないというような、そういった事態も招きかねないと

思いますので、ぜひリソースを割いていただいて、このロシア側との交渉であったり、

共同での管理基準値の策定及び資源再建計画の策定というところに力を入れていただけ

ればと思います。ありがとうございます。 

○山川分科会長 岩本資源管理推進室長、よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 目標値を定めて今後管理を行っていくわけでございます。再建計

画をつくるに当たりましても、目標管理基準値に近づけていくということで、関係者の

方々に、定められた目標に向けてどういうふうにで持っていくか、持っていき方はさま

ざまな方法はあると思います。ゆっくりと回復させる方法、また急激に短期間で回復さ

せる方法があると思います。そこを議論させていただきながら現場のご理解をいただき、

こういうような形で将来に向けて回復させていきたいんだということを資源再建計画に

まとめていくということだと思います。 

 また、２点目につきましては、我が国の国内でしっかりした管理をしているというこ

とを周辺国にもしっかり示していくということが我が国の資源の回復にもつながるとい

うふうに考えてございますので、そこは二国間の協議等々ございますので、そういった

場でも今後対応していきたいと考えてございます。 
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○山川分科会長 山内委員。 

○山内特別委員 ありがとうございます。ぜひいろいろなシナリオを持って計算をされ

て資源再建計画を１つに定められていくのかと思うんですけれども、その際には禁漁も

含めたシナリオで計算をいただいて、そういったものを広く示していただいた上で、現

場の方、または一般の目に触れる形で議論を推進していただけると大変透明性が高まる

という意味ではありがたいと思います。 

 以上です。 

○山川分科会長 他にございますか。 

○資源管理推進室長 先ほどの私の発言でございますが、またがり資源ということで、

オホーツク海南部ですとか根室海峡の資源というイメージでご発言させていただいたと

いうことで、追加させていただきます。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。 

 では、他にご発言等ないようでしたら、2019年漁期のスケトウダラのＴＡＣ設定及び

配分につきましては、原案どおり承認をしていただいたということでよろしいでしょう

か。 

 はい。では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 次に、2019年漁期のスルメイカのＴＡＣ設定及び配分について、事務局から資料の説

明をよろしくお願いいたします。 

○漁場資源課長 それでは、まずスルメイカの平成30年度の資源評価結果をご説明いた

します。資料３－４をご覧ください。 

 まず、表紙の一番上のページの下の図を見ていただきたいと思います。スルメイカ２

系群に分けておりますけれども、まず、スルメイカは秋、10月から12月ぐらいに主に日

本海の西部から東シナ海の北部、それから12月から３月ごろには東シナ海の陸棚縁辺に

おいて連続して大きな産卵場が形成をされております。このうち秋に生まれるものとい

うのは、その後対馬暖流によって日本海に運ばれ、それからおおむね日本海を１年かけ

てぐるっと回って成長成熟して産卵場に戻ってくる、それを漁獲対象としては５月から

10月に日本海で漁獲するということになります。これを秋季発生系群と呼んでおります。 

 一方で、冬に東シナ海で生まれたものは産卵場がより南になっていくために、黒潮に

よって太平洋側に運ばれやすくなりまして、太平洋で成長をし、夏から冬にかけて太平

洋で漁獲されるということになります。これらが南下するときには大部分は津軽海峡や
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宗谷海峡を経て日本海に回って南下し、日本海では11月から２月に漁獲をされます。こ

れを冬季発生系群というふうに呼んでおります。 

 それぞれ資源評価結果をご説明いたします。 

 次の３ページは今ご説明したことが書いてありますので、４ページの方の漁獲の動向

ですけれども。秋季発生系群ですね、日本の他、韓国、中国、ロシア、それから北朝鮮

でも漁獲をされております。この表には日本と韓国の漁獲量を載せておりますけれども、

この他に中国の漁獲量というのが2004年以降増加傾向にあると考えられておりますけれ

ども、正確な情報というものがありません。それから、北朝鮮の漁獲も不明であります。

ロシアによる漁獲量は2016年ごろから増加していると思われます。 

 それから、日本の旧中型イカ釣り漁船の１日１隻当たりの漁獲量であらわしたＣＰＵ

Ｅというのをこの表に折れ線で載せておりますけれども、これは90年代に上昇して、

2002年以降は減少の傾向にあります。 

 次の５ページ、６ページに資源の動向のグラフを載せておりますけれども。５ページ

の方ですね、これ資源量と漁獲割合を示したものです。資源量につきましては2015年以

降減少しておりまして、2018年は67万トンであります。この資源量の推移から水準とし

ては中位、それから動向としては 近５年間の資源量の推移から減少と判断をしており

ます。 

 次の６ページに親魚尾数と、それから再生産成功率を載せておりますけれども。この

資源についてはBlimit、回復措置をとる親魚量の基準として15.1億尾を設定をしており

まして、2018年漁期の予測親魚尾数というのが11.3億尾ということで、Blimitを下回っ

ているという状況であります。再生産成功率は1990年代と比べまして、2000年以降低い

値で推移をしているところです。 

 これらを踏まえまして、2019年のＡＢＣですけれども、８ページになりますけれども。

2018年漁期後の親魚量がBlimitを下回るということで、親魚量をBlimitに回復させると

いうことを管理目標として、５年後に親魚量がBlimitに回復することが期待できる漁獲

係数、それから現状の親魚量を維持する漁獲係数など、それから漁獲圧を減じるような

算定などもここで行っております。2019年の漁期のＡＢＣとして親魚を増大させるシナ

リオとして 大で４万9,000トンと算定をしているところです。 

 それから、冬季の発生系群ですけれども、11ページを見ていただきますと、漁獲の推

移、漁獲の動向ですけれども、この資源も韓国、中国、ロシア、北朝鮮でも漁獲をされ
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ております。この４カ国の漁獲量を集計対象としておりますけれども、日本海において

中国、北朝鮮の漁獲量が不明であるというような状況があります。 

 次の12ページの資源の動向ですけれども、資源量と漁獲割合のグラフですが、2018年、

資源量は15万3,000トンと推定しておりまして、これは過去２番目に低い数字でありま

す。これらから、資源の動向としては減少と判断をしているところです。 

 それから、次の13ページになりますけれども、これは親魚尾数と再生産成功率のグラ

フですけれども、これもBlimitとして回復措置をとる親魚量を基準として5.3億尾とい

うものを設定しているところですけれども、2018年の予測親魚尾数は1.8億尾でありま

して、Blimitを下回っている状況であります。 

 これを踏まえた2019年の尾数ですけれども、15ページですね、親魚量がBlimitを下回

っているということで、Blimitに回復させるということを管理の目標としております。

これを踏まえて漁獲圧について、５年後に親魚量がBlimitに回復するようなことが期待

できるような漁獲係数、それから親魚量の維持をするような漁獲係数といったものを計

算してここに記載をしておりますが、これらのシナリオ、親魚量の増大シナリオで 大

１万8,000トンと算定をしているところです。 

 資源評価結果の説明は以上であります。 

○資源管理推進室長 続きまして、スルメイカのＴＡＣの説明に入ります。資料３－５

をお願いいたします。 

 まず、下段の部分でございますけれども、資源評価結果についてでございます。系群

ごとに評価期間から中期的管理方針に合致すると判断された漁獲のシナリオと、これに

基づき算定されたＡＢＣが記載されてございます。これらの中で黄色ハイライト部分の

数値、すなわち冬季発生系群については親魚量の増大、秋季発生系群についても親魚量

の増大シナリオで算定されたＡＢＣのリミットを採用してございます。 

 上段右側のＴＡＣ設定の考え方、2019年のＴＡＣ設定の考え方のところをお願いしま

す。冬季発生系群、また秋季発生系群とも、ＡＢＣの合計値と同数のものをＴＡＣとし

たいと考えてございます。冬季発生系群については親魚量の増大シナリオで算定しまし

たＡＢＣのリミットの１万8,000トン、また秋季発生系群については親魚量の増大シナ

リオで算定したＡＢＣのリミットである４万9,000トン、この合計値の６万7,000トンを

2019年漁期のＴＡＣ案としてご提案をさせていただきたいと思います。 

 続いて、配分についてご説明をします。次のページをお願いします。ＴＡＣの配分ル



- 28 - 

 

ールに従いまして、大臣管理分、知事管理分の数量を表で示してございます。なお、本

件につきましては現在行政手続法に基づきますパブリックコメントを実施しているとこ

ろでございます。結果を受けまして内容に大きな変更があった場合には、資源管理分科

会に再度諮問させていただきたいと思います。 

 説明については以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関しまして、ご質問ご意見等ありましたらよろしくお願いします。

では、山下委員、よろしくお願いします。 

○山下特別委員 中型いか釣りの山下です。 

 いか釣り漁船はスルメイカの資源の減少などに加えて、３年連続で日本海の大和堆及

び北朝鮮漁船によるヨウソンヨウの影響も加わって漁獲量が落ち込み、厳しい操業を強

いられました。去年は、武蔵堆にもあがってきており、ＥＥＺの中水をかけて追い払え

ばロシア水域に逃げる、私たちは操業することができないと思います。 

 さて、本日は平成31年翌期スルメイカＴＡＣが決定されることになりますが、１年魚

にあるスルメイカの資源は海洋環境の変化の影響を受け、変動が大きいです、ついては、

このような変化に対応するため、所定の調査の充実を図るとともに、必要に応じ漁期途

中におけるＴＡＣの見直しを機動的に行っていただきたい。 

 後に、資料３－４、４ページの中国船トン数が不明、北朝鮮、不明になってますが、

終的には調べてほしいとも思います。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 三國委員からもご意見いただいてから水産庁の方にコメント等お願いできればと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○三國特別委員 まず、三國です。 

 私たちも沿岸でこういう活動してるわけですけれども、船は極端に沿岸よりほとんど

いかの来遊がなかった、かなり厳しい状況であります。この資源量減ったのはいろいろ

な原因があると思いますけども、ここまで試験場いろいろな報告等聞いてれば、去年が

９万7,000トン、ことしは６万7,000トンの案で、この資源が減ってるから資源保護する

ためにはこの６万7,000トンも仕方ないと思うんだけれども、まず私たちの一本釣りし

てるいかの漁業者はいかしか獲れないわけです。そういうわけですので、できれば今後
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情報等も聞いてればここ何年かは資源増大する要素がないみたいなことを聞いてます。

そういう中で、沿岸漁業者は本当に地先さ来たいかでなかれば獲れないわけです、まだ

沖合の漁業者はいろいろ範囲広く調査して獲れるんですけども、沿岸の漁業者は地先さ

来遊してくる資源を対象とするのが基本であることから、やっぱり沿岸漁業者さ、ある

程度ＴＡＣの数量でも今後数量割り当てしてくると思いますけれども、そうでなくて沿

岸さ来たのしか獲れない沿岸漁業者では、水産庁ともある程度配慮していただきたい。

そこを私の要望ですので、ただ数字を当てはめるのじゃなくて、配慮をお願いしたいと

いうことです。 

○山川分科会長 ２名の委員の方々からご意見ご要望いただきましたけれども、水産庁、

何かコメントございますでしょうか。 

○漁場資源課長 まず、調査の充実をというご指摘がありました。そのとおりでありま

す。ご指摘のとおり、１年魚で海洋環境の影響を大きく受けやすいという特性があると

いうことも十分承知をしております。漁業による調査、それから調査船による調査です

ね、それから漁業の操業情報を収集することによる調査、これまでもやってきています

けれども、来年度以降、充実させていきたいと考えております。それから、その海洋環

境の影響を十分に資源評価に反映させたいということで、北太平洋全体の海洋環境の情

報を効率よく収集して、それを資源評価にも反映させるというような取組を今年度から

行っておりまして、まだ十分にそれが実際にできている状況ではありませんけれども、

今後もそういう取組や検討を続けていきたいと思っております。 

 それから、外国の漁船の漁獲の動向ですけれども、これもなかなか情報をとるのが難

しい面がありまして、ただ、相手の国の政府に情報を出してくださいといってるだけで

も情報は集まってこないということもあります。これも例えば衛星を利用して衛星から

見える漁船の光によって漁獲努力量が推定できないかとか、そういういろんな先端技術

なども活用してできるだけ正確に外国船の動向も収集をしたいということで、そういう

取組も続けているところです。これも今後引き続き取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

○資源管理推進室長 期中改定のお話ございましたけれども、基本的には今回定めるＴ

ＡＣの範囲内で2019年は行っていただきたいというのが基本的な考え方でございます。

その中で、他の魚種でもやってますように、ＴＡＣを期中改定しないで操業の効率化を

図る方法についても業界等々のご意見をいただきながら検討していくというような形に
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なろうかと考えてございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。山下委員。 

○山下特別委員 この前函館で中国の民間協定の会議があったんですけど、そこには中

国船の大体の漁獲のトン数は出てました。ちょっと調べてほしいと思います。 

○山川分科会長 ということですので、よろしくお願いいたします。 

 他にございますでしょうか。田中委員。 

○田中委員 コメントなんですけど、これ資料３－４の２ページ目の下を見ると、不明

と書いてあるんですけど、中国の2010年以降、20万トン前後と、これ日本と韓国のあわ

せた量よりずっと多いんだけど、これ同じ系群でやってたとしてこれ大丈夫なんですか

ね、資源評価として。 

○漁場資源課長 この情報は中国の漁獲について触れている数少ない推定値だと思うん

ですね。この韓国の研究者の方が発表されたものなんですけど。ただ、これの信ぴょう

性というのが全くわからないというのもありまして、これをそのままこの資源評価に反

映させていいのかどうなのかというところもあって、もう少しこの情報だけではなくて、

他に情報収集できていけば中国のわかっていくんだと思うんですけど、ちょっとこのま

まだと、今のままこれを鵜呑みにするのも難しいかなというふうに考えています。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。内田委員。 

○内田委員 教えてもらいたいんですが。ロシアとか、あるいは韓国、中国、国をまた

がって１つのストックを管理するときのそのＡＢＣの算定の仕方とか、それから、ＴＡ

Ｃの定め方というのは基本的には国内で活用している資源の量であるとか資源水準であ

るとか、その動向であるとか、それをもとに計算されているという理解でよろしいでし

ょうか。内水面の魚ではうなぎがやっぱり大きく減ってる、日本うなぎが減ってる状況

があって、今中国の方の漁獲量であるとかきうなぎ、親うなぎですね、そういうところ

の情報が全く整理されていない中で日本の資源の回復を目指さなきゃいけない、そうい

う状況にあるときに、今大変でしょうけど、ＡＢＣ、ＴＡＣを定めるときにどのデータ

をもってどういう考えでやられているか、ちょっと教えていただければありがたいなと

思います。 

○山川分科会長 髙瀨漁場資源課長、よろしくお願いします。 

○漁場資源課長 基本的に二国間とか多国間で枠組みがあってきちんと相手の国の政府
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が信頼性のあるデータを出してもらうというときにはそれが使えるわけなんですけど、

そうでない場合というのはある程度推定をするしかないし、推定もできない場合もある

ということなんだと思います。例えば今のスルメイカの例でいえば、北朝鮮の漁獲量な

んて今全く推定はできていないんですね。韓国の場合はデータを出してくれているので

この中にちゃんと盛り込んで計算ができるというような形で。この魚種ではなくて、例

えば太平洋のマサバなんかも中国が公海で獲ったりしていますけれども、その漁獲量を

きちんと中国が出してるかという、中国政府が出してる漁獲量だけなのかどうか、中国

の政府も把握してるものもあるんじゃないかみたいないろんな疑義といいますか疑問は

ありますので、それをある程度確度の高い情報が得られればそれは資源評価に盛り込ん

でいくということと思います。 

○内田委員 基本的には活用できるデータ、具体的には日本の漁獲量、それから韓国か

ら出してもらえるんであれば、それを踏まえた算定をされているという理解でよろしい

んでしょうか。 

○漁場資源課長 外国の漁獲量なども加味して資源評価をしているのかと言われれば、

得られる情報があればそれは全て活用して資源評価をするということですね。 

○内田委員 じゃあ、資源の回復のシナリオもその数値をもってやられているというこ

とですね。はい。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。田中委員。 

○田中委員 今の内田委員の質問と同じなんですけど、普通国際会議でこう信用できな

いデータが出てきた場合というのは普通あるんですけれども、 終的な結論は、これも

そうじゃないかと思うんですけど、ベストアベイラブルなデータでは出すんですが、こ

れを使った計算も一応やるんですね。多分とんでもない結果になっていて、それをこの

まま出すわけにもいかないのでという議論は普通科学委員会ではやるんです。だから、

ここでやっていて今後詰める必要があるということになっているのであれば構わないん

だと思うんですけれども。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。 

 では、特にないようでしたら、スルメイカの2019年漁期ＴＡＣ設定及び配分につきま

しては原案どおり承認をしていただいたということでよろしいでしょうか。 

 はい。特に異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 諮問第309号に関しましてはただいまご承認をいただいたところでございますけれど
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も、本件については現在行政手続法に基づくパブリックコメントを行っているとの事務

局からの説明がございました。パブリックコメントを踏まえて内容を大きく変更するこ

ととなった場合は再度委員のご意見を聞いていただくことといたします。 

 なお、答申に当たりまして、事務手続上の部分的な修正とか文言の訂正等につきまし

ては、私にご一任いただければというふうに思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 はい。では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 ここでちょっと、本日の会議非常に長くなりますので、お弁当が配られるということ

だそうです。15分ほど休憩をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（休憩） 

 

○山川分科会長 慌ただしい昼食で、申し訳ございません。 

 まだ、お済みでない委員の方もいらっしゃるようですけれども、食べながらというこ

とで、進めさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、次に諮問の番号はちょっと戻りますけれども、諮問第307号指定漁業の許可及

び取締り等に関する省令の一部改正について、です。 

 事務局から資料の説明をよろしくお願いいたします。 

○漁業調整課長 漁業調整課長の廣野でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料４をご覧ください。 

 諮問文は後ほど申し上げますが、中身といたしましては、北太平洋サンマ漁業、いわ

ゆるサンマ漁業につきまして、指定省令を改正いたしまして、漁期の制限を廃止しよう

とするものでございます。 

 諮問文、読み上げさせていただきます。 

３０水管第２３４５号 

                              平成３１年２月７日 

水産政策審議会 

 会長 山川 卓 殿 

                      農林水産大臣 𠮷川 貴盛 

 

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和38年農林省令第５号）の 
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一部改正について（諮問第307号） 

 

 別紙のとおり、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令を定

めたいので、漁業法（昭和24年法律第267号）第65条第６項及び水産資源保護法（昭和

26年法律第313号）第４条第６項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 

 内容についてでございます。 

 めくっていただきまして、概要は２ページ目にございますが、まず省令の方を見てい

ただきたいと思います。 

 めくっていただきまして、５ページでございます。縦書きを横にとじておりまして、

ちょっと見にくくて申し訳ありませんが、４ページから左側に続いてございまして、５

ページの右側の方のまず下段を見ていただきまして、第12節北太平洋サンマ漁業、操業

期間の制限というところでございます。 

 ここにつきまして、第68条北太平洋サンマ漁業の許可を受けた者は、毎年８月１日か

ら12月31日までの期間内でなければ当該漁業を営んではならない。という規定を、上段

が改正後でございまして、この節とともに削って、それに伴う所要の改正をしようとい

う内容でございます。 

 ２ページに戻っていただきます。 

 制度の概要でございます。サンマにつきましては、ご存じのとおり北太平洋に広く分

布してございまして、その一部が我が国周辺、夏から秋にかけて来遊して、これを獲る

ということをこれまでずっとやってきたところでございます。 

 そのために、（２）先ほどご説明したとおり８月１日から12月31日までに省令に基づ

いて漁期を制限してまいりました。 

 改正の趣旨及び内容でございますが、その状況が変わっているということでございま

して、（１）は先ほどご説明したとおり夏場、日本の近海に来遊してくるサンマを獲る

というのをやってきましたが、これまで来遊量、漁場形成に大きく依存しているという

状況が生じてまいりました。 

 （２）でございますが、まず 近、海洋環境の変化等により漁場がより沖合域で８月

より前、早い時期に形成されるという傾向が出ておりまして、近海域での８月からの漁

場形成が少なくなったことから、まず我が国のサンマの漁獲量が減少してきております。 
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 （３）でございますが、ご存じのことと思いますが、北太平洋公海域で近年中国、台

湾の外国漁船が操業を活発化させてございます。そのため資源の影響が懸念されており

ますので、これまでもご説明してきていると思いますが、北太平洋漁業委員会、ＮＰＦ

Ｃでサンマの資源管理を行うということといたしましては、我が国が主導して国ごとの

漁獲数量管理の導入を目指しているという状況でございます。 

 こういう、（２）、（３）というような生物学的、社会的な背景を受けまして、

（４）でございますが、国内へのサンマの安定供給、それからＮＰＦＣにおける漁獲数

量管理の導入に対応するために、操業期間の制限を見直しまして、周年操業可能とする

ことで、近海域の来遊量、それから漁場形成によらず安定した漁獲を確保していく必要

があるということでございます。 

 これによりまして、今回操業期間の制限について規定している省令を廃止して、あわ

せて必要な条項の整理を行うというふうに考えてございます。 

 なお、本件につきましては、パブリックコメントを実施しております。平成30年11月

29日から12月28日までの30日間、電子政府の総合窓口に掲載しまして、ご意見を募集し

ましたが、結果、ご意見、情報は寄せられなかったということを申し上げておきたいと

思います。 

 今後のスケジュールでございますが、今回、水政審でご意見を伺った上で、了承が得

られれば、３月13日の公布、即日施行ということで考えてございます。 

 どうかご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関しまして、ご意見、ご質問等がありましたらよろしくお願いい

たします。 

 田中委員。 

○田中委員 賛成なんですけど、何隻くらい、200カイリ、沖合に行く可能性があるか

というか。もしわかったらで結構ですが。 

○漁業調整課長 今、サンマの許可を受けている船の中で、業界の中でいろいろ相談し

ているところでございますが、一同に早くにあげると、早期の漁獲で商売している小型

への影響というのも心配されているところがございます。一方で、流通、それから需要

の方からは安定してサンマをという話もございますので、サンマの流通関係者も交えて

話し合いなんかも行ってきているところでございますが、いきなり全船フル稼働という
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ことにはならないと思いますが、よくよくそこはお話をしながらまた今年の漁期につい

ても需要、それから価格の形成なんかも見極めながら、そこは調整しながらやっていき

たいというふうに考えてございます。 

○田中委員 ありがとうございました。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 では、特にご発言がございませんでしたら、諮問第307号については、原案のとおり

承認をしていただいたということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山川分科会長 では、特に、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 それでは、次に、諮問第310号指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正

について、事務局から資料の説明をよろしくお願いいたします。 

○捕鯨室長 諮問第310号指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正、とい

うことでございます。 

 お手元の資料５に沿って説明させていただきます。資料５なんですけれども、２つの

資料がついておりまして、改正文と新旧の部分。それから、一番後ろのところになりま

すが２ページの改正の概要がついておりますので、この改正の概要に沿ってまず説明さ

せていただきまして、必要に応じて新旧対照表の方を説明させていただきたいと思って

おります。 

 それでは、この２枚ものの一番 後にあります概要の方に沿って説明させていただき

ます。 

 本年７月から商業捕鯨を再開いたします。捕鯨業自体は漁業法に定められました指定

漁業の１つでありまして、現在、小型捕鯨業、大型捕鯨業、母船式捕鯨業の仕組みを持

っております。ただ、一方で、我が国は30年間にわたりまして、ツチクジラ、マゴンド

ウなど一部の魚種を除いて商業捕鯨を実施してこなかったということから、指定省令上

の捕鯨業に関する規定は現状にそぐわないという状況になっているものが多くございま

す。このため、捕鯨業を再開するに当たりまして、指定省令の関連規定の改正をしたい

というふうに思っております。 

 お手元の資料にございますように、小型捕鯨業、これはミンククジラ、それからハク

ジラ、ツチクジラとかマゴンドウが対象になっているもの。それでもって現在小型捕鯨
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業の許可を受けてツチクジラを対象に操業している５隻というものがございまして、多

分これが引き続き許可を受ける見込みでございます。 

 それから、もう一つ、大型捕鯨業、大型捕鯨、ヒゲクジラ、マッコウクジラを対象と

している基地式の捕鯨業でございます。こちらの方は大型捕鯨船は国内にございません

ので、当面許可を受ける船はない見込みでございます。ただし、許可は出さないものの

省令自体は改正し、許可が出せる状況というものを準備していきたいというふうに考え

ております。 

 それから、 後に母船式捕鯨業、これは全ての小型鯨類、大型鯨類が対象になってお

ります。許可を受ける船団は１船団でありまして、これまで鯨類科学調査を実施してき

た日新丸船団を見込んでおります。 

 捕鯨に関してはもう一つ、この後にあります諮問事項がこの母船式捕鯨業でありまし

て、後ほど説明させていただきます。 

 それでは、 初に戻りまして、諮問文の方を読み上げさせていただきます。 

３０水管第２５６４号 

平成３１年３月７日 

水産政策審議会 

 会長 山川 卓 殿 

                      農林水産大臣 𠮷川 貴盛 

 

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する 

省令について（諮問第31O号） 

 

 別紙のとおり、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令を定

めたいので、漁業法（昭和24年法律第267号）第57条第２項及び第65条第６項並びに水

産資源保護法（昭和26年法律第313号）第４条第６項の規定に基づき、貴審議の意見を

求める。 

 

 それでは、指定省令の主な改正内容をご説明させていただきたいと思います。 

 お手元の先ほどの資料、行ったり来たりで申し訳ありません。 後の一部改正の概要

のところ、主な改正内容の方に入らせていただきたいと思います。 
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 まず、今までの規定のところから厳格な資源管理のために、鯨種ごとの捕獲枠、捕獲

枠頭数の上限の設定を規定するというものの設置を行います。 

 これは、小型捕鯨業・大型捕鯨業・母船式捕鯨業のそれぞれにつきまして、資源や操

業の状況を勘案の上、毎年、鯨種（ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラなど）

ごと、鯨種ごと、また水域ごとに年間の捕獲頭数の上限を設定し、捕獲頭数がこの上限

に達した後は、当該鯨種の捕獲を禁止するという規定を置くものでございます。 

 なお、具体的に何頭捕獲できるのか、つまり枠の数字については別途これらの規定に

基づいて農林水産大臣が決定し、大臣から通知されるということでございまして、指定

省令そのものにこの数字を記載するというものではございません。 

 これに伴い不要となる古い規定を整理させていただきたいと思います。今まで申し上

げましたように、７月からの商業捕鯨では、鯨種ごと、捕獲の上限の頭数を定めてこれ

に達した後は、捕獲禁止とするふうな規定により、厳密な取り締まりを行います。これ

に伴いまして、捕獲頭数を抑制するなどの目的で設置されていました古い規定、期間禁

止とか、そういったものに関しましては、頭数自体を管理していきますので不要となる

ため削除いたします。 

 それから、(２)のところでございます。鯨体処理場の規定の整備を行います。鯨体処

理場について少々説明いたしますと、鯨の場合、沿岸で操業を行う小型捕鯨業とそれか

ら大型捕鯨業の基地式捕鯨につきましては、捕獲した鯨の水揚げと加工処理場「鯨体処

理場」といいますけれども、ここでのみ行えるように限定されておりました。これによ

りまして、捕鯨船等陸上の処理基地をリンクさせて管理する方式というものは無秩序な

捕獲、それから違法な捕獲、鯨類資源への悪影響を未然に防止する仕組みとして機能し

ております。 

 現在のツチクジラでもそのようにやっておりますし、今やっている鯨類科学調査でも

ほぼ同じ方式をとっております。 

 ７月からの商業捕鯨でもこの鯨体処理場と捕鯨船をリンクさせて管理する仕組みとい

うものを維持し、適正な資源管理を実現しようと思っております。 

 今回見直しまして、省令改正では、小規模の鯨体処理場、特にミンククジラの小型の

捕鯨につきましては、今まで鯨体処理の状況、報告義務などが免除されていましたもの

を改め、７月からの商業捕鯨では、きちんと捕獲される鯨の頭数についても厳格な資源

管理を行おうというふうに思っております。 
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 この30年間で、鯨体処理場の果たすべき機能や役割とか、それからそういうものを抜

本的に見直しまして、小規模処理場と大規模処理場という枠組みを見直しまして、鯨体

処理場１本というふうにした上で、小規模な小型捕鯨用の処理場では免除されていた鯨

体処理場の処理状況の記録、報告義務、全ての鯨体処理場、全ての鯨種について行うこ

ととする旨の新たな規定を設けます。 

 これにより、新たな鯨体処理場のもと、小型捕鯨につきましてもきちんとした管理を

行い、適切な資源管理を実現いたします。 

 大体これが大きな改正のポイントでございます。 

 今の話を新旧対照表の方で説明させていただきます。 

 お手元の新旧対照表５ページにございます42条というのが今回それにより新設する規

定であります。これが新たに設置いたしまして、小型捕鯨業に関する捕獲枠の設定の条

文でございます。小型捕鯨業の鯨種ごとの捕獲枠を設定し、先ほど申し上げましたよう

に、上限に達した場合に禁止するというふうな内容になっております。 

 小型捕鯨業が対象にできますのは、小型の鯨類、ハクジラとミンククジラなので、そ

の鯨種についてのみ捕獲枠を設定できる内容としております。 

 新42条小型捕鯨に関する規定でございますので、大型捕鯨業は同様に34条、母船式捕

鯨業は第46条に枠を設定することとなっております。 

 ７ページ上段にあります新46条の方をご覧ください。 

 同じように、母船式捕鯨業は全ての鯨種を捕獲可能なので、全てのハクジラとヒゲク

ジラについて捕獲枠を設定可能な規定内容としております。 

 これに伴いまして、不要となる古い規定の削除について主要なものをご説明させてい

ただきます。 

 あっちこっち飛んで申し訳ありませんが、３ページの部分になります。 

 下段の方にあります旧34条の規定でございます。34条をご覧いただきますと、大型捕

鯨業について年間操業可能な期間をヒゲクジラにつきましては６カ月だけに限定。マッ

コウクジラについては８カ月限定。また、５ページから６ページの下段にあります42条

の方をご覧いただきますと、小型捕鯨業についても１年のうち６カ月に限定するという

ふうな規定がございます。 

 このような期間禁止につきましては、捕獲頭数を個別に設定して管理していくという

ことから不要となったためこれを削除いたします。 
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 また、３ページの下段にございます旧35条の方をご覧いただきたいと思います。これ

は大型捕鯨業につきまして、一定の鯨種、イワシクジラ、ナガスクジラなどの鯨種をあ

げて、一般的な捕獲禁止を規定する内容でございます。 

 これにつきましても、７月からの商業捕鯨では、そもそも捕獲される鯨種につきまし

ての捕獲枠を設定して捕獲を許可し、それ以外については全ての捕獲が禁止されること

から不要となりますので削除いたします。 

 ただ、資源管理上、乳飲みクジラ及び乳飲みクジラを連れた母クジラについての捕獲

禁止については維持いたします。 

 また、８ページ下段にあります旧47条は母船式捕鯨業についての同様の規定のため、

これも同じ理由で乳飲みクジラ以外については削除するというふうに整理しております。 

 それから、また不要な規定といたしまして、ちょっとまたページが飛びますが、７ペ

ージの下段にあります。母船式捕鯨業の操業海域、我が国周辺海域の外、遠洋の海域に

限定するものでございます。30年前は母船式捕鯨業は我が国から遠く離れた南極海を含

めた公海での操業となっていましたが、本年７月から再開する商業捕鯨は我が国のＥＥ

Ｚ内で行うことを想定しており、現状の規定にそぐわないことからこれを削除いたしま

す。 

 他にも不要となった部分について、幾つか削除するんですが、例えば５ページ下段に

あります39条とか40条というのがございまして、ＩＷＣのルールの中に、ＩＷＣ自体が

30年間一度も見直されていないということがございまして、相当古い規定が残存した状

態になっておりまして、歩合金の算定ということで、報酬の額を定めた規定がございま

す。こちらについては必要ないので、こちらも削除すると考えております。 

 以上、長くなりましたけれども、古い規定の削除について主要なものを説明いたしま

した。他にもまだいろいろ古いところがいろいろあるのですけれども、そういうところ

は省略させていただきます。 

 また、先ほど説明した鯨体処理場につきましては、先ほど申しましたように大型処理

場にのみいろいろな規定がございましたけれども、ここのところはきちんと見直させて

いただきます。 

 それから、過去の歴史のものとして、２ページのところにございます母船式捕鯨業、

２ページの第６条第３項でございますが、母船の規模につきまして当時南氷洋で行われ

ておりました母船式捕鯨業の母船は２万トンを超えているような船がほとんどでござい
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ましたので、現在の状況を反映して、昔そのこともありまして、１万トン以上というこ

とになっておりましたが、またこれを総トン数5,000トン以上というふうに現状に合わ

せた規定に変えさせていただきたいと思います。 

 また、設備規制に関しても積んでいるものがほとんどでございますので、こういうも

のに関しても削除したいというふうに考えております。 

 それから、７ページの上段にございます。新45条ということで、資源管理の強化の一

環といたしまして、小型捕鯨業につきまして捕獲したクジラの鯨体に捕獲した順番を示

す番号を表示する義務と鯨体処理場への連絡などの義務を新たに指定し、資源管理体制

を強化することを考えてとります。 

 なお、この関連情報といたしまして、この改正案につきまして２月２日から３月３日

までの１カ月間、パブリックコメントを実施いたしました。結果、13件のコメントをい

ただきました。内容は、４件ほど、捕鯨業の再開そのものに反対するというコメントが

ございました。その他、約９件は改正案と捕鯨再開を支持する内容でございました。 

 商業捕鯨を科学的根拠に基づき持続的に実施することの重要性を指摘するコメントと

いうのを多数いただくと同時に、具体的な条文案を提案するコメントもありました。原

案の内容でほぼ実施可能であること。それから、現時点では少々時期尚早というような

ものもございましたので、パブリックコメントを受けての条文修正は行わないことと考

えております。以上パブリックコメントの結果を報告いたしました。 

 この改正案を審議会で了承いただける場合には、今月中旬にこの改正法を公布し、６

月下旬を目途に母船式捕鯨業の許可の発給の手続を進めまして、ＩＷＣの脱退の発行が

６月30日ということでございますので、７月１日から改正後の指定省令のもとで、商業

捕鯨を再開するということを考えております。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関しまして、ご意見、ご質問等がありましたらよろしくお願いい

たします。 

 田中委員。 

○田中委員 ３つほど、まず１点目は、 後の方にご説明があった母船が5,000トンと

いうことはもう南極に行かないのかという、南極の利権はもう諦めたという意味なのか、

我が国は南極条約に批准していますから実績がなくなるともう南極全て利権がなくなっ

ちゃうんじゃないかと、ちょっと心配があるなと思ったんですけど。それが１つ目です。 



- 41 - 

 

 ２つ目は、ＲＭＰでは全て水域別になっていたと思うのですが、今後利用が想定され

る鯨種としては、ミンクとそれからニタリがあると思うんですけれども、両方とも懸念

される系群があります。例えばミンクであればＪ－Ｓｔｏｃｋ、日本海系です。それか

ら、ニタリだと、黒潮の内側の沖の高知の沖、ホェールウォッチングの、ローカルスト

ック。そういうものは水域別規制ということで、ちゃんと除けるようになっているのか

ということ。 

 それから、３点目は、あえて完全利用、完全利用というのはちょっと言い過ぎかもし

れませんが、無駄に使っていいのかという、そこを外すとそういう議論に、意見が出な

かったのかという、逆にそこが避難されるんじゃないかと思ったんですけど、以上３点

について。 

○捕鯨室長 まず、今まで１万トン以上となっていたところを5,000トン以上に引き下

げるという形になりますので、船のサイズが大きい分には特に問題ございません。今の

日新丸は8,000トンでございますので、この状態だと対象にもならないということにな

ってしまって、そこのところをあわせて引き下げる、下限を引き下げるという形になる

ので、そこは大きい船でも可能というふうなシステムになっております。 

 それから、２点目のＲＭＰでございますが、ＲＭＰは今ご指摘のありましたように、

水域別、鯨種別と同時に、もちろん系群別というふうなところ、系群を勘案して捕獲枠

を算定するということになりますので、ミンクにつきましては当然２系群の仮説という

ものが今、主となっております。それを勘案した水域別の捕獲枠というものを算定して

いくことになります。 

 今のところニタリにつきましては、１系群というふうになっておりますので、その辺

も勘案しながら水域の設定と他の近接種なんかも含めてきちんと検討していきたいと思

っております。 

 それから、完全利用というところにつきましては、諸般の問題もございまして、なか

なか全てが全部、骨粉等の利用というのが難しくなっているところもございます。また、

商品化していく、商業で行っていくということを考えますと、やはり優先的に使用され

る部位というようなものが出てくるだろうというふうに思っております。 

 一方で、捕獲枠が非常に大きくなるというふうなこともなかなか今の資源状況からし

ても考えにくいことがありますので、できるだけ持っているものをしっかり売って、し

っかり稼いでいくということが必要だろうというふうに水産庁として思っております。 
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○田中委員 そういう趣旨であれば、有効利用を図るとかいう文言があってもよかった

かなと思ったんですけど、コメントということで。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。 

 山内委員。 

○山内特別委員 パブリックコメントでもいろいろな是非の声が届けられたということ

で、国際世論もそういった風潮なのかと思いまして、そういった中で、今回の改正には

かかっていないんですけれども、13ページの第106条の罰則に関する規定なんですが、

ここが今回30年前のものと変わらずで、今までどおりということになっているんですが、

非常に遵守状況、違反者であったり、法令に遵守しない形での捕獲というのを懸念する

声も出てくるかと思います。 

 そういった意味では、この２年以下の懲役もしくは50万円以下の罰則であると、十分

な抑止力にならないのではないのかというようなこともちょっと懸念されるかと思いま

して、今回でなくても今後の遵守状況をしっかり確保、担保するという意味での罰則規

定になるようにご検討いただければと思います。 

○捕鯨室長 国際的な注目をあびているという点についてはご指摘のとおりでございま

す。当面の間は水産庁の監督官等を派遣して、小型捕鯨業につきましては鯨体処理場で。

また、母船の方にも職員等を派遣することによって、きちんと遵守させるということで、

そもそも違反というものが起きない体制というものをきちんと確保して進めてまいりた

いというふうに思っております。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。 

 では、特にないようですので、諮問第310号については原案のとおり承認していただ

いたということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山川分科会長 特に異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 それでは、次に諮問第311号、これも捕鯨関係ですけれども、漁業法第58条第１項の

規定に基づく母船式捕鯨業の公示について、事務局から資料の説明をよろしくお願いい

たします。 

○捕鯨室長 それでは、引き続き説明させていただきます。 

 先ほど、ご審議を賜りました省令の方に基づきまして、母船式捕鯨業の方の公示とい

うことで、母船式捕鯨業の許可を出す手続について入っていきたいと思っております。 
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 それでは、諮問文の方を読み上げさせていただきます。 

３０水管第２５４９号 

平成３１年３月７日 

 

水産政策審議会 

 会長 山川 卓 殿 

                      農林水産大臣 𠮷川 貴盛 

 

漁業法第58条第１項の規定に基づく母船式捕鯨業の 

公示について（諮問第311号） 

 

 母船式捕鯨業について、別紙の公示案により、許可又は起業の認可をすべき母船の総

トン数別及び操業区域別の隻数並びに各母船と同一の船団に属する独航船の総トン数別

の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期問を定めたいので、漁業法（昭和24年

法律第267号）第58条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 

 それでは、資料６に入っております告示案に沿って説明させていただきます。 

 先ほどお話しさせていただいたところなんですけれども、新たな母船式捕鯨業の許可

を行うための告示というふうなことでございます。 

 操業水域に関しましては、先日来の発表にございますように、ＥＥＺの中ということ

を考えておりますので、我が国の排他的経済水域のみとしております。 

 また、許可隻数は母船を先ほど申し上げましたように5,000トン以上というふうなこ

とにしております。それを１隻。それから、母船とともに行動する独航船を300トン以

上３隻としております。 

 トン数は先ほど申し上げたところでございまして、現状に合わせた5,000トン以上と

いうことでございます。 

 これにつきまして、公示案につきましても同様に２月２日から３月３日までの１カ月

間、パブリックコメントを実施いたしました。その結果、６件のコメントをいただきま

した。うち５件が母船式捕鯨業の重要性、捕鯨再開を支持する内容で、１件は質問の内

容でございました。このためパブリックコメントを受けての公示内容の修正は行わない
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こととしております。以上、パブリックコメントの結果でございます。 

 この案を審議会が了承していただける場合には３月19日に公布し、６月19日までの３

カ月間に許可に関する手続を進めることとなります。その後、６月下旬に新たな母船式

捕鯨業の許可発給の手続を進めていきます。 

 なお、先ほど指定省令の改正の際にも申し上げましたとおり、許可を受ける船団はこ

れまで鯨類科学調査を進めてまいりました日新丸船団が受けるという見込みとなってお

ります。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関しまして、ご質問等がありましたら、よろしくお願いいたしま

す。 

 特にないようですので、諮問第311号については原案のとおり承認していただいたと

いうことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 それでは、次に、諮問第312号水産資源保護法第20条第１項の規定に基づく平成31年

度の朔河魚類のうちサケ及びマスの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・

教育機構が実施すべき人工ふ化放流に関する計画について、事務局から資料の説明をよ

ろしくお願いいたします。 

○栽培養殖課長 栽培養殖課長の黒萩でございます。 

 資料７に基づいて説明をさせていただきますが、まず諮問文を読み上げさせていただ

きます。 

３０水推第１０６０号－２ 

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ７ 日 

水産政策審議会 

 会長 山川 卓 殿 

                      農林水産大臣 𠮷川 貴盛 

 

水産資源保護法第20条第１項の規定に基づく平成31年度の溯河魚類のうちサケ及びマス

の個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施すべき 
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人工ふ化放流に関する計画について（諮問第312号） 

 

 このことについて、別紙案のとおり定めたいので、水産資源保護法（昭和26年法律第

313号）第20条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 

 まず、５ページ目をご覧いただきたいのですけれども、下の方に水産資源法が抜粋し

てございます。第20条で農林水産大臣は、溯河魚類のうちサケ及びマスの個体群の維持

のために国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施すべき人工ふ化放流に関する計画

を定める。ということになっております。 

 個体群維持のための放流というのはどういうことかと申しますと、上の方の１つ目の

丸に書いてございますとおり、サケ、マス資源の保護培養のためには、民間による資源

増大に加えて、多様な遺伝形質のサケ及びマスの放流により気候変動リスクを回避する

こと、地域特性に見合った幼稚魚の放流により回帰の確実性を高めること等を目的とす

る遺伝的多様性を維持するためのふ化放流や資源状況を把握するためのふ化放流が必要

であり、水産研究・教育機構がふ化放流を実施するということになっております。 

 このふ化放流につきましては、下のその次に書いてございますとおり、地域固有の個

体群の特性が維持されている主な河川において行われております。漁業の対象となりに

くい早期及び後期の回帰群を含めてふ化放流を行うなど、自然産卵に極力近い再生産が

行われるように配慮され、全ての放流魚に耳石温度標識をつけ、放流サイズごと、放流

時期ごとの回帰状況などが調査している、というのがこの個体群の放流でございます。 

 先ほど見ました諮問案にあります別紙案というのが、３ページ目でございます。 

 これが今年、水産研究・教育機構がふ化放流する計画でございまして、昨年と同数の

１億3,905万尾を放流する計画でございます。 

 これが今回の諮問事項の内容でございますが、参考としまして、ちょっと６ページ目、

７ページ目をご覧いただきたいんですけれども、実は昨年４月に水産庁と水産研究・教

育機構と共同で実施しました有識者による水産研究・教育機構の研究体制のあり方とい

うのが公表されております。 

 これは新たな 近の研究ニーズに応じまして、研究内容の見直しとか、施設の集約化、

合理化をしていくための検討であったわけでございますが、その中で、その検討会での

今後の対応方向というところ、６ページ目でございますけれども、今後の対応方向、さ
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まざまな観点で書かれていたわけですが、この中で、４のその他というところを抜粋し

てございますが、先ほど言いましたような趣旨で、実施している水産教育・研究機構の

ふ化放流につきまして、下から４行目、近年この個体群維持のための人工ふ化放流に必

要な施設の維持、更新の経費が増大して、研究開発予算を圧迫するようになっているこ

とから、事業のあり方についてこの研究体制のあり方とは別に、関係者による議論が必

要であるというような指摘がされているわけでございます。 

 この背景には、水産教育・研究機構の実施にかかる予算である交付金が他の研究機関

と同様に毎年一定率減らされているということがございまして、それに対応するために

水産研究・教育機構が行うふ化放流事業についても検討していかなければならないとい

うことでございます。 

 関係者による協議ということでございまして、水産庁も当事者である水産教育・研究

機構、北海道の研究機関を含む北海道庁、それから北海道さけ・ます増殖協会という民

間のふ化放流をやっている事業団体、研究者の方、そういった方々を交えて検討会を今

後やっていって、約１年間くらい議論いたしまして、今後のふ化放流体制のあり方につ

いて、協議していくということを予定しております。 

 実際に、北海道を初め、サケ、マスの回帰率は 近、非常に厳しい状況にございまし

て、そういった中で、この今後のあり方を北海道のサケ、マスを対象とする漁業、本州

のサケ、マスを対象とする漁業が一層振興していけるように回帰率の向上が図れるよう

あわせてをあわせて検討していきたいと考えております。 

 この個体群維持のためのふ化放流について、毎年この時期にお諮りしていますが、こ

のことにも影響していく可能性がございますので、本日、ご報告させていただきました。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関しまして、ご意見、ご質問等がありましたら、よろしくお願い

いたします。 

 田中委員。 

○田中委員 質問というか、今の 後の点なんですけれども、この文言を見ると、もう

やめようかという感じで、率直に言うとそういう感じなんですが、一方で、水産庁とし

ては輸出対策をしているんだと思うんですけれども、そういったときに系群の維持管理

をやっているかというのがＧＩＳ等、ＭＥＬ、認証関係で要求があろうかと思うんです
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よ。それに対してこれは有効な証拠の１つにはなっているんですが、それをやめてしま

うというのは、何か政策としては矛盾している、ここはお金がないからやめて、あっち

はお金、輸出で稼ぎたいから、それを両方両立するのは難しいんじゃないかという、ち

ょっと懸念はあるんですけれども、その点については、水産庁としてはどういう戦略で

お考えなんでしょうか。 

○栽培養殖課長 田中委員からのご指摘でございますが、そういうふうにとられるよう

な文章だったら申し訳ないですけれども、北海道に５系群あるんですけれども、個体群

を維持しなければいけないことは、水産資源保護法に書いてあって、これはしっかり今

後もやっていかなければならないということです。 

 個体群維持のためのふ化放流体制の合理化などを考えていくということでございます

ので、ＭＥＬであるとかそういったものに影響しない方向で検討したいと考えておりま

す。 

○山川分科会長 よろしいでしょうか。 

 他にございますでしょうか。 

 では、特になければ、諮問第312号については原案どおり承認をしていただいたとい

うことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山川分科会長 特に異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 諮問事項につきましては、６件と非常に多くございましたけれども、諮問事項につい

ての審議は以上です。 

 それでは、諮問第307号、310号、311号及び312号について確認のために答申書を読み

上げさせていただきます。 

 

答申書 

                               ３０水審第５６号 

平成３１年３月７日 

農林水産大臣 𠮷川 貴盛 殿 

                          水産政策審議会 

                            会長 山川 卓 
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 平成31年３月７日に開催された水産政策審議会第93回資源管理分科会における審議の

結果、諮問のあった下記事項については、諮問のとおり実施することが適当であると認

める。 

記 

 諮問第307号 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正について 

 諮問第310号 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正について 

 諮問第311号 漁業法第58条第１項の規定に基づく母船式捕鯨業の公示について 

 諮問第312号 水産資源保護法第20条第１項の規定に基づく平成31年度の朔河魚類の

うちサケ及びマスの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研

究・教育機構が実施すべき人工ふ化放流に関する計画について 

 

 それでは、この答申書を保科増殖推進部長にお渡しいたします。 

（分科会長から保守増殖推進部長に答申書手交） 

○山川分科会長 続きまして、審議事項に入ります。 

 平成30年度漁獲可能量留保枠の配分について、ですが、審議いただく内容はマサバ及

びゴマサバの漁獲可能量留保枠の配分について、ということです。 

 事務局から資料の説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 お手元の資料８をお願いいたします。 

 マサバ・ゴマサバにつきましては、ＴＡＣの内数に留保を設けまして、資源の来遊状

況に応じて、不足が生じた場合には留保から配分するとしているところでございます。

このたび、三重県、宮崎県、島根県、長崎県から留保の配分を求める要望があったこと

からご審議いただくものでございます。 

 資料８の下段の背景のところをご覧いただきたいと思います。 

 まず、三重県でございますけれども、主漁期に入ってマサバの大量来遊が見られたと

いうことでございます。主漁期初期の２月には１カ月で１万トンを超える水揚げがあっ

たということで、２月末時点で三重県に定められた漁獲可能量の53.9％に達している、

ということでございます。 

 なお、三重県におきましては、主要港から毎週漁獲量の報告を受けて数量を超過する

ことがないよう指導に当たっているという状況でございます。 

 続いて、宮崎県でございますけれども、漁期当初からマサバの良好な来遊が見られた
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ため、昨年12月には留保8,000トンを配分したところでございます。その後も来遊が継

続しておりまして、主漁期を控えた１月末時点で宮崎県に配分された漁獲可能量の

45.1％に達している、という状況です。 

 宮崎県におきましては、関係団体に対しまして、月ごとに漁獲量の累積状況等を通知

し、超過することがないよう指導に当たっている、という状況でございます。 

 島根県についてでございます。島根県では漁期当初からマサバの良好な来遊が見られ

たため、主漁期初期の１月末時点で島根県に配分された漁獲可能量の43％に達している。

島根県では、関係する団体等に対して、漁獲量が７割に達した時点で、漁獲の注意喚起、

また漁場の移動について指導するルールを設定している、というところでございます。 

 長崎県の状況でございます。漁期当初から良好な来遊が見られたため、昨年12月には

留保枠から8,000トンを配分したところでございます。その後も来遊は継続しておりま

して、１月末時点で、長崎県に定められた漁獲可能量の82.5％に達している。 

 長崎県においては、関係する団体等に対して、漁獲量が８割に達した場合には、報告

頻度を増やして、漁獲量の抑制を指導するルールを導入している、という状況でござい

ます。 

 こういった背景がございまして、留保の配分の算出の考え方について、２のところで

ご説明させていただきます。 

 以下に示しているとおり、年間漁獲予測量というものと各県に定められた数量との差

に、３にあります留保枠の数量を加えたものとしたいと考えてございます。 

 まず、年間の漁獲予想量につきましては、(１)にあります７月から翌年１月、三重県

にあっては７月から翌年２月ということでございますけれども、こちらの実測値、

（２)にあります２月から６月、三重県にあっては３月から６月、これは過去５つの漁

期年の漁獲実績のうち、各月ごとの上位３つの月の平均の合計値ということで、算出を

させていただくということでございます。 

 参考には県からの要望の数量を記載してございます。 

 その下のその他でございますが、配分量の一部については、留保としまして、資源の

来遊状況等に応じ配分するということを、都道府県計画に定めるものとしたいと思って

ございます。 

 冒頭にお戻りいただきたいと思います。 

 太平洋系群につきましては、三重県に6,000トン、宮崎県に7,000トン。また対馬暖流
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系群については島根県に2,500トン、長崎県に1,500トン、追加の配分をしたいと思いま

すので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関しまして、ご意見、ご質問等がありましたらよろしくお願いい

たします。 

 特にないようでございますので、原案のとおり決定するということでよろいしでしょ

うか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山川分科会長 異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 続きまして、報告事項に入ります。 

 平成30年度漁獲可能量留保枠の配分について、事務局から資料の説明をよろしくお願

いいたします。 

○資源管理推進室長 資料９、平成30年ズワイガニ漁獲可能量の留保枠配分についてご

説明をさせていただきます。 

 ズワイガニの留保の配分先及び配分量につきましては、２のところにありますとおり、

ＴＡＣ協議会において全国底曳網漁業連合会と関係府県で決定したものを農林水産大臣

に要望という形をとってございます。 

 平成31年１月17日のＴＡＣ協議会の要望につきましては、以下のような数量がござい

ました。 

 ４にありますように、浮魚類の留保枠の配分につきましては、ズワイガニの協議会の

ように関係者間で要望量について合意形成する場がないということで、その代替として

資源管理分科会の方でご審議をいただいているところでございますが、一方、留保枠の

配分については柔軟な運用をするべきだというご意見、ご要望もいただいていることか

ら、今後、枠組みの見直しについては、引き続き検討したいと考えてございます。 

 ズワイガニについては、大臣管理については留保枠から144トン、知事管理について

は80トン、合計留保枠から224トンの配分を行いたいと思います。 

 事務局からは以上でございます。 

○山川分科会長 ただいまのご説明に関しまして、ご意見、ご質問等ございましたらよ

ろしくお願いいたします。 

 船本委員。 
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○船本特別委員 船本と申します。ありがとうございます。 

 留保枠をいただきまして、やっと息がつながったというような状況で、鳥取の状況を

説明しますと、今年は資源量が減っていくということで、前年に比べて15、６％くらい

減ったんですけれども、天候と資源量が減ってなかった、よかったと、前年がシケが多

かったものですから、残っていたというようなこともあって、資源量自体はよかったと

いうことが相乗効果としてありまして、実は年末にいただいたＴＡＣの枠の94％を消化

してしまいました。 

 それで、これは一番下の方にも柔軟な運用ということで要望させてもらっているとお

りなんですけれども、例えば東京のラジオの番組の方から出演要請があって、出演させ

てもらってコメントしたんですけれども、大変だということで、これは大変で、もうと

れんのかなあということで言われました。 

 つまりその番組には経済評論家の方もいらっしゃったんですけれども、カニは５カ月

に均等にでもとれるような状況なんじゃないかというふうな理解しかないんじゃないか

と思うんです。 

 ざっと言いますと、鳥取の場合は、11月に全体の５割、それから12月に３割、１月、

３月で２割というのが今までのざっとした実績です。だから、12月末で８割がちょっと

前倒しになったんだということで、ご説明を申し上げたんですけれども、少なくとも１

月以降は６％しか残ってないので、アロウアンスを勘案して、もう１隻当たり１トン、

2,000枚ということで管理しました。管理自体はできること、資源量ですので、漁獲量

ですので、できることなんですけれども、今度はやっぱり漁業者にとっては漁獲量で入

ってくるわけではなしに、金額で入ってきますので、１月以降のカニのツアーが中止に

なりました。もう12月現在で中止にせんとお客様にも迷惑がかかるということで中止に

なりました。 

 それで留保枠をいただいたので、息をつないだわけですけれども、来られた方にはカ

ニは出せたんですけれども、カニのツアー自体は減りました。ということは、魚価が下

がった、上りきらなかったという現象がございまして、これからＴＡＣを資源保護の観

点からやっていって、自主規制をやっていこうとする中では、やっぱり減らして、金額、

単価をあげるということを考えていかんといけんと思っております。 

 だから、金額のことは資源分科会では関係ないかもしれませんけれども、方法論の中

の１つとして、金額がいかに上がるような、というようなことを考えていただけたらあ
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りがたいなというふうに思っております。 

 少なくとも危機をあおってお客さんが減るようなことになっては困るので、そこいら

辺のアナウンスを、私らのところですと、ＴＡＣ協議会でまとめているんですけれども、

そこら辺にアナウンスの部門といいますか、市場に対して訴求するような意見発言とい

いますか、そういうことをしていただいて、ある程度単価といいますか価格を維持しな

がら資源保護を進める。つまり漁獲量を減らしても金額では減らない、あるいは上がっ

ていくというようなことを考えていかないけんのじゃないかと思っておりますし、そこ

ら辺はもう少し考えていただけたらありがたいなというふうに思います。 

 それが１点とそれからもう１点は、持続可能な資源量を出すときに、やっぱりそうい

う、特にズワイガニの場合は自主規制でほとんど今まで対策をしてきたと思うんです。

そういうことも資源可能量、漁獲可能量を出す上での算出にもう少し多く入れていただ

いて、自主規制策とかスーパー魚礁も整備してもらっているわけですけれども、その単

独での漁獲だけじゃなしに、それが波及するような漁獲の成果も折り込んだところで出

してもらいたいというふうなところが漁師の実感というか、思いだと思いますので、そ

のことを申し添えたいと思います。以上です。 

○山川分科会長 ２点ございましたけれども、まず、第１点目については、廣野漁業調

整課長。 

○漁業調整課長 今回の鳥取のツアーが中止になったような話は非常に残念な話でござ

いまして、来漁期に向けて、特に需要筋、観光会社さんとか地元の旅館さん、仲買さん

とかも含めて、よくよくこういう管理をやっていて、こういう形で獲っていくんだから

ということで、開けてびっくりみたいなふうにならないように、まず地元で考えていた

だきたいと思いまして、我々としても、そこは 大限協力していきたいと思います。 

 当然ながら、量だけ決めて、商売が成り立たないという話は全然お話にならないわけ

ですが、ただ、カニについてはまさに鳥取、兵庫等、日本一の産地で集客力も含めて、

そういう意味では、ブランドというかすごい価値があるところだと思うので、そこでう

まく行かなかったらどこでうまく行くんだ、ぐらいのところだと思いますので、我々も

協力しますので、ぜひ一緒にやっていこうというふうに思っております。 

 また、２つ目の質問にも関連していくんですが、そういう中で、これまで何十年も前

から山陰のカニについて自主規制、オス、メスとか小さなミズガニとかも含めて、いろ

いろな努力をされてきています。そういうことを観光に来られる方はカニが好きなんで
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しょうから、こういう努力をして今までもこういうカニが漁獲できる海が続けていられ

るというのを世の中にアピールできる機会にしていただけたらというふうに思っており

ます。よろしくお願いします。 

○山川分科会長 ２点目につきまして、髙瀨漁場資源課長、よろしくお願いいたします。 

○漁場資源課長 ２点目のご発言ですけれども、まず自主規制でとり残した、とり控え

たものというのは翌年以降の資源量推定の際に反映をされます。 

○船本特別委員 前向きの算定……。 

○漁場資源課長 そうですね。とり残した分は翌年の資源量推定に上向きに作用するこ

とになると思います。 

 あと漁業管理についても自主規制をされるものについても考慮して当然資源管理は進

めていくということになるんだと思いますけれども、ちょっと後ほど、今考えている資

源評価のやり方、現状についてご説明する中で、今のご発言についてお答えできる部分

があるかと思いますので、また後ほどご説明させてください。 

○山川分科会長 続きまして、田沼委員、よろしくお願いいたします。 

○田沼特別委員 兵庫県の田沼です。 

 さっき、兵庫県と出たけど、但馬の人らが、カニと肉とですけれども、今年はあまり

にもええなぎやいうのんで、12月に４回休んだんかな。そういうふうに漁師がどんどん、

どんどん、値段が下がらんようにと日本海の人らは一生懸命資源管理しとってやねんけ

ど、鳥取の人らいうたら、どんどん、どんどんとりに行ってまうというのがはっりき言

うて、日本海側の人の意見やねんけど、ここら話をして資源管理を、双方でやっていけ

るような会を持っていただきたいと私は思っています。 

○漁業調整課長 おっしゃるとおりもう何十年も前から、ズワイガニについては、日本

海の関係県を集めた会議もやっていますし、それから因但と言ってますけど、但馬と鳥

取との会議なんかもやって、資源管理の法的規制に加えての自主規制をどれだけすると

いう話も含めてやってきていただいているので、足らないところがあるとか、田沼さん

にもご存じいただいてないのであれば、そこは多分アピール不足だということだと思い

ますので、さっき話したこととも関連しますが、しっかりやっているというのをしっか

り理解いただけるように取り組んでいきたいというふうに思います。 

 船本さんも、よろしくお願いします。 

○船本特別委員 すみません、鳥取ですけれども、但馬の方がそういうふうに思われて
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いるのはちょっと心外なんで、私どもからやろうよと言ったこともありますし、それは

水掛け論になるので、この場では言いませんけれども、お互いに情報共有をして共通の

プラットフォームというか、乗れるところは一緒の規制をして、いろいろな状況で違う

部分については、別々になるということもあろうかとは思いますけれども、基本的にＴ

ＡＣは守らなければいけんので、守る方法を考えないけんですけども、でもＴＡＣが決

まった以上は今度はそれを有効に利用したインカムというか収入が漁業者さんに入るよ

うに、考えていかないけんという、漁獲量も目一杯とって供給していかないけんという

のも自分らに与えられた使命だと思っておりますので、休んで減らせばいいというだけ

ではないというふうには思っております。以上です。 

○山川分科会長 よろしいでしょうか。 

 では、東村委員。 

○東村委員 東村でございます。船本委員と田沼委員の後に発言するのはなかなかやり

にくいんですけれども、 初から手を挙げていたので発言させていただきます。 

 １件、質問及び確認なんですが、先ほど、マサマ、ゴマサバの留保枠の配分について

は、審議事項になって、ズワイガニの方が報告事項に入っていることに関してなんです

けれども、ちょっと私が５月の水政審の資料を見たところでは、これが５月に配分量は

関係者の協議が整った場合には、農林水産大臣がその内容を公表して反映するというの

が入ったと思うんです。 

 ５月の水政審の別紙資料になっています、資料２でした。それでズワイガニに関して

は今年から報告事項に回ったのかどうかという、ちょっと確認です。なぜ扱いが違うの

かということの確認をさせていただきたいのと、もう一つはコメントがありますので、

そちらはちょっと話が変わるので、先に質問の方をお願いいたします。 

○山川分科会長 では、まず岩本資源管理推進室長、よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 まず、５月の議論では、県間の枠の融通の話であったと理解して

ございます。 

 また、扱いの違いということでありましたけれども、これは資料９の４のところにあ

りますように、ＴＡＣ協議会で、関係者が合意したものを要望していただいたというこ

とで、ずわいがにについてはこの報告をもって枠の見直しを行いたいとしたところでご

ざいます。 

 また、ずわいがに以外の浮魚類については、同様の協議会というものを今後設置して
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いけば、ずわいがにと同じような形で柔軟な運用をしていけるのではないかと考えてい

るところでございます。現状では、ずわいがにについては、このような協議会があると

いうことを十分認識して、柔軟な運用の実施に至ったということでございます。 

○東村委員 すみません、ありがとうございます。５月のが移譲だというのを、ちょっ

と見落としておりました。恐れ入ります。 

 水政審で決めたとかではなくて、運用上報告事項に移ったという理解でよろしいでし

ょうか。すみません、しつこくて。 

○資源管理推進室長 東村委員、もう一度お願いします。 

○東村委員 すみません。そもそも何を根拠にまさば、ごまさばは審議事項になり、ず

わいがにが報告事項になっているのか、今年から変わったんならば、それはどこで決め

られたのかという質問でございます。 

○資源管理推進室長 ありがとうございます。 

 原則的には報告というような形でやらせていただければいいのですけれども、あえて

審議という形で取り扱いをさせていただきました。ずわいがにについては基本、報告で

いいのですけれども、ＴＡＣ協議会というものがあって、そこで議論をして、関係者の

同意も得ているということでございますので、ここについてはあえて審議せず、報告と

いう形で、今回対応させていただいたということでございます。 

○漁業調整課長 すみません。ちょっと後ほどまた確認させていただきますけれども、

これは全て、あらかじめ定められたルールにのっとって、報告事項になるもの、審議事

項になるものと整理しているはずですので。 

○東村委員 そうですよね、はい。 

○漁業調整課長 その根拠について今ご質問があったと思いますんで、そこは具体的に

何か、ちょっとしっかり調べて、後ほどまた。 

○資源管理推進室長 すみません、基本的には報告でということで整理をしてございま

す。 

○東村委員 はい、ありがとうございます。 

 今、ずわいがにの４に書いてあるように、関係者の方でスムーズに合意形成ができて、

報告ですぅっと柔軟に対応できたら、その方が望ましいと私は考えておりますので、４

が書いてあるため、今回ちょっと質問させていただいた次第です。 

 もう一点ですが、船本委員と田沼委員の発言を聞く前に準備してきたことということ
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で、お話しさせてください。お二人の発言に賛成をするわけでも、反対をするわけでも

なく、私のコメントです。 

 今回５月の初めのＴＡＣ、１回設定されたものが10月に減らされるという、期中改定

で下がるというのは、恐らく初めてのことだったと思います。その上で、さらに11月の

漁期の初めに、日本海区水産研究所から３年後に資源が半減しますよという研究成果、

予測が発表されて、新聞などでも非常に大きく報道されました。その後、鳥取、兵庫で

枠の消化が進んだという、これは全部事実関係としては事実なんですけれども、それを

変に結びつけて、資源が減っているのにどんどんとっているという批判が散見されまし

た。 

 私の理解ではＴＡＣが削減される中で、決められたＴＡＣの中で獲るというのは、両

委員がおっしゃったように、経営のことを考えるといろいろなとり方があるわけですけ

れども、資源の管理上正しいＴＡＣが設定されていれば、それをいつ獲るかというのは

資源問題ではないということははっきり分けておかないと、漁業者の方は漁業者の方で

お考えもあるでしょうし、もちろん観光業、地域経済もいろんな関係者がいますから、

何が望ましいかというのは、先ほどお二人の発言にもあったようにいろいろ考えていか

なきゃいけないと思うんですけれども、それと資源がどうというのはちょっと。もちろ

ん、資源が減ってはいけないんですけれども、ＴＡＣの中で運用している限りは、その

ような批判にはちゃんと反論していっていただきたいと。水産庁の方にというのもあり

ますし、協会の方もですし、研究者としてもと思っております。 

 以上、コメントです。ありがとうございます。 

○山川分科会長 ご意見ですけれども、何か水産庁の方からコメントございますでしょ

うか。 

 では、ご意見賜ったということでよろしくお願いいたします。 

 他にございますでしょうか。 

 では、特になければ、次の事項に移りたいと思います。 

 漁業構造改革総合対策事業の進捗状況について、事務局から説明をよろしくお願いい

たします。 

○漁業調整課長 漁業調整課長でございます。 

 資料11をお願いいたします。 

 この場で何度かやっておりますが、漁船漁業構造改革総合対策事業、もうかる漁業、
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がんばる漁業の進捗状況についてのご報告でございます。 

 今般、大中型まき網漁業の１件のプロジェクトが終了しまして、本許可に移行するた

めに、その状況を報告いたします。 

 １ページ、従来からですけれども、大中型まき網の合理化といたしまして、安全性、

居住性、作業性の向上のため、網船の大型化、船団の隻数の縮減というようなことで、

適切に資源管理を行うことを大前提にコストを削減、経営の安定を図るという取り組み

を行ってきてございます。 

 めくって、２ページ目お願いいたします。 

 この構造改革に際しまして、網船、これまでのトン数規制を超える取り組みとなると

いうことから、許可に関する取扱方針、下にございますが、これに従い、実証しながら

本許可を進めているということでございます。 

 ３ページ目が今回の船団の状況でございます。 

 北部太平洋海区におきまして、さば、いわし等を対象とした操業を行っております。

上の表のとおり、300トン型の、右側ですけれども、網船を導入いたしまして、船団３

隻を２隻に縮減したという転換を行っているということでございます。 

 下の表でございますが、漁獲量を同様の操業形態の他の船団と比較したものでござい

ます。 

 実証前に比べて、実証開始後の漁獲能力は増大していないというのがおわかりいただ

けると思います。このことから、資源管理上問題ないと考えてございます。 

 こういう結果ですので、資料２ページ、先ほどご説明しました許可の取扱方針に照ら

しまして、問題ないものと認められることから、試験操業の終了後、本許可を行ってい

くということといたしております。 

 以前よりご説明しておりますが、この構造改革の取り組みはこのように結果をお示し

して、透明性ある形で進めて、沿岸漁業にも十分配慮しながら実施していくということ

でございます。 

 資料４ページ目、５ページ目以降ですけれども、これまでの実施状況、５ページ目は

もうかるの実施状況、７ページからは復興のためのがんばる漁業の実施状況の報告とい

うことになってございます。 

 報告は以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 
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 では、ただいまのご説明に関しまして、ご意見、ご質問等ありましたら、よろしくお

願いいたします。 

 特にございませんようですので、次の事項に移りたいと思います。 

 水産政策の改革について、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○漁場資源課長 漁場資源課長です。 

 資料の12を使いまして、水産政策の改革を踏まえた新しい資源評価について、現在の

検討状況についてのご説明をしたいと思います。 

 まず、めくっていただきまして、１ページを見ていただきまして、改正後の漁業法に

おける資源評価に関する、特に資源管理目標などについての記述、第11条、12条に記述

がされて、規定がされております。12条を見ていただきますと、時間がもうありません

ので読み上げませんが、 大持続生産量を実現するために維持し、また回復させるべき

目標としての目標管理基準の値、それから、資源水準の低下によって 大持続生産量の

実現が著しく困難になることを未然に防止するため、その値を下回った場合には、資源

水準の値を目標管理基準値にまで回復させるための計画を定めることとする値、すみま

せん、ちょっと長いんですけれども、限界管理基準値というものを定めることとしてお

ります。 

 今回、この資源管理目標を定めるに当たって行う資源評価について、資源管理目標の

案の算定方法、具体的には幾つかあるわけですけれども、その中でも再生産関係のデー

タを用いて算定する方法と、これに関連しました資源状態の評価方法について現状を、

検討状況をご説明いたします。 

 次のページを見ていただきまして、資源管理目標を定めるための新しい資源評価です

けれども、新しい資源評価のポイントは、まず、目標管理基準値の案として、ＭＳＹを

達成できる親魚量等の値を提示するということ。それから、限界管理基準値の案として、

生物学的に安定した再生産を期待できる親魚量の下限値を提示するということでありま

す。資源の状態の評価も、これまでのやり方から、これまでのやり方というのは過去の

資源量などの推移をもとに、高位であるとか中位であるとか、増加している、減少して

いるというような表記をしておりましたけれども、これを資源水準と漁獲圧力について、

それぞれＭＳＹを達成できる水準と比較して適正かどうかということを示す方法に移行

していきたいと考えております。 

 次の３ページを見ていただきまして、これはよく話題に上るところの、 大持続生産
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量の考え方です。 大持続生産量というものは、現在及び合理的に予測される将来の環

境のもとで、長期的に漁獲量が 大となると期待できる範囲に資源を維持するような、

そういう管理を行うことによって得られる漁獲量というふうに定義をしております。 

 左下の方に長期的な平均漁獲量と親魚量の関係、これはよく資源学の教科書などで見

られるグラフですけれども、親魚量が多くなるに従って長期的な漁獲量はふえていくん

ですけれども、また減少していくということで、これはたまたま今真ん中に線を引いて

おりますけれども、いつも真ん中になるわけではなくて、その生物の特性などによって、

この形は変わっていくということ。それから、右の方に少し説明しておりますけれども、

環境がよいときと悪いときで、 大持続生産量というものは変わってくるということ。

これら両方を考慮に入れて、 大持続生産量の計算というものをしていくということに

なります。 

 次の４ページですけれども、目標管理基準値の案である、このＭＳＹを達成できる資

源水準の算定方法というのは、これまでの蓄積されたデータの種類、それから量、それ

からデータの質や、それから生物特性、資源の特性などを踏まえて、 適なものを選択

するということにしております。 

 その下の算定方法３つ、大きくいって３種類考えております。 

 １つは、先ほどからちょっとご説明しています再生産関係のデータを用いて算定をす

る方法。信頼性のあるそのようなデータが得られない場合に資源量指標値、これは１曳

網ごとの漁獲量といったＣＰＵＥなどの、そういう資源量指標値のデータを用いて算定

する方法。それから、そのようなデータもなくて、例えば漁獲量のみがあるような場合

に、漁獲量のデータを用いて算定する方法。この３種類を、大きくいって、考えており

まして、それぞれ該当する資源の例というものを下の表に記載をしております。 

 例えば、再生産関係が利用できるものというのは、現在ＴＡＣ管理をしているような

魚種ですね。そういう魚種がこの再生産関係が利用できる、再生産関係のデータが蓄積

されているものとして挙げられます。 

 それから、次のページに移りまして、これは実際の算定方法をもう少し詳しくご説明

をしたいと思いますが、まず、再生産関係をもとに、長期的に漁獲量が 大になる漁獲

圧というものを求め、それから、その漁獲圧で漁獲を続けたときに到達する親魚量の値

を求めるという方法。これは計算式とシミュレーションによって求めていくということ

です。 
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 それから、そのような計算ができない場合に、漁獲がないと仮定したときに期待され

る親魚量、これは太平洋くろまぐろなどでもよく出てきますＢ０というものですね。Ｂ

０の一定割合に相当する値を求めて、それを 大持続生産量が達成できる資源量として

求める方法というものがあります。 

 今、一番上の 初の方の方法、計算して求めていく方法というのを基本としつつ、そ

のような計算をしても信頼の高い数字が出てこないというような場合には、２番目の方

法を利用するということで、今検討を行っております。 

 また、ＭＳＹを達成できる資源水準を算定する際には、将来的には、自然環境の反映

についても幅広く考慮していきたいと考えております。 

 次のページに、具体的にどういうことなのかということで、これはこういう資源があ

るわけではなくて、模式的にご紹介したものですけれども、一定の再生産関係を仮定す

るということで、親魚量がこれぐらいのときには加入量はこれぐらいですよというふう

なことを、過去のデータから仮定していくと。これはたまたまホッケースティック型と

呼ばれているモデルを仮定していますけれども、これに限らず、例えばリッカー型とい

われる、一反加入量ふえて、ちょっと減っていくような、そんなモデルとか、幾つかモ

デルはあるんですけれども、そういうものを仮定して、それにいろいろな漁獲圧力とそ

れからさまざまな環境を仮定して、例えば100種類の漁獲圧力に対して100種類の環境変

化みたいなものをそれぞれ計算して、そうすると100×100で１万回ぐらいシミュレーシ

ョンすることになるんですけれども、そういう将来予測を行いまして、長期的に平均漁

獲量が 大となるような漁獲圧力、ＦＭＳＹを一旦固定した上で、同様の将来予測を行

ったときに到達する親魚量というのを、ＭＳＹを期待できる資源水準というふうに計算

していくというやり方です。ちょっと口で説明してもなかなかイメージが湧かないかな

と思うんですけれども、これを各魚種について計算をしていくということで、その検討

結果がまた出ましたら、それについてもご紹介をしていきたいと思っております。 

 それから、次のページの限界管理基準値の案の算定であります。 

 これは今でもＢｌｉｍｉｔを設定しておりますけれども、生物学的に安定した再生産

を期待できる親魚量の下限値ということで、引き続き算定をしていきます。 

 今後のＢｌｉｍｉｔですけれども、下の方の白い枠のところに、どういうものが考え

られるのかということを書いておりますけれども、ＭＳＹの60％が得られる親魚量の下

限値であるとか、あるいは再生産関係をあらわす式において加入量の減少が始まる親魚
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量であるとか、あるいはまた現行の方法で算定されている親魚量というものが考えられ

ると思います。これらの中から 善なものを選択していきたいと思っております。 

 それで次のページですが、これらの検討を行って、目標管理基準値それから限界管理

基準値の案というものが出てきて、それとあわせて、漁獲管理の方法をどうしたらいい

のかということを検討するためのオプションというものを提示していくということで、

この漁獲管理のイメージというのは、この下の真ん中のこのグラフを見ていただきます

と、まずＢｂａｎというもの、要はすごく資源が悪くてもう禁漁レベルですよという資

源な状態から、Ｂｌｉｍｉｔと呼ばれる状態まで、徐々に漁獲圧を上げていって、Ｂｌ

ｉｍｉｔまで回復したら、次は漁獲圧一定で管理をしていくとＭＳＹを達成できる資源

水準になるであろうという、こういう管理の方式が１つは考えられるんじゃないかと思

っておりまして、先ほど、ずわいがにのお話でも出ましたけれども、その際にそういう

自主的な管理についても考慮をすることができると思っておりますし、あと、 初すけ

とうだらのところでもお話出ましたけれども、どういうふうに資源を回復させるのかと

いうところは、このＦＭＳＹにβというものを掛けていますけれども、漁獲圧をどのぐら

いにするかということによって、管理のやり方といいますか、管理の強さというのが決

まってきます。ですので、資源管理目標というのはある程度、科学的、合理的に決まっ

てくるＭＳＹという値があるわけですけれども、そこに至るまでの管理の方式というの

はいろんなオプションというのが考えられて、少し時間はかかるけれども、なるべく今

の漁業に影響を与えないように管理していくというやり方もありますし、何年間か我慢

して、一挙に回復させるというやり方もあると思います。それは漁業者の方々初め、関

係者で議論をして、どういう管理がいいのかというふうなことを決めていただくという

ことになると考えております。 

 次、資源状況、資源の状態の評価をどうするのかということですけれども、今後の評

価の方法ですね。資源水準を、ＭＳＹを達成できる水準より高いか低いか、それから漁

獲圧力がＭＳＹを達成できる水準よりも高いのか低いのかというところで判断をしたい

ということで、右側のこの神戸チャート、これももうご存じの方多いと思いますけれど

も、資源の状態が視覚的に一目でわかるということで、この図を使って、資源の状態と

いうものを示していきたいと思っております。 

 それから、同じような図になりますけれども、10ページですね。これは同じものを、

少し横軸を変えて示したものですけれども、既に目標管理基準値と限界管理基準値が定
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められている資源については、限界管理基準値よりも高いのか低いのか、それから目標

管理基準値よりも高いのか低いのかということを示して、このチャートをつくっていき

たいと思います。 

 一番 後に、参考として資源評価対象種の拡大。これもどういうふうに拡大していく

のかというようなご質問をたくさんいただいているところです。今50種84系群について

資源評価を行っておりますけれども、今後平成35年くらいまでに200種程度に拡大をし

たいと考えておりまして、優先順位としては、都道府県の方から要請を受けているよう

なもの、それから既にデータが集まっているものですね。それから、大臣許可漁業でと

られれる主な対象種であるとか、県をまたいで広域で漁獲されているもの、それから資

源状態が非常に悪いものとか、あとは国民になじみのあるもの、こういったものを優先

して、資源評価を対象種を拡大していきたいというふうに考えております。 

 これらのことを、今、研究機関、水研・教育機構と、それから都道府県水資の研究者

の方、それから有識者の先生方で、現在検討を開始しているところです。また、検討状

況につきましては、随時ご説明をしたいと考えているところです。 

 本日の説明は以上です。ありがとうございました。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまのご説明に関しまして、ご意見、ご質問等ありましたら、よろしくお願いい

たします。 

 田中委員。 

○田中委員 もう時間なんで、皆さんお疲れでしょうし、簡単に。 

 ８ページ、多分これは漁業者というか、多くの方は全然わかんないと思うんですよ、

これ。そういう説明をするから、そもそも信頼関係が築けないで、けんかになるんです

よ。 

 例えば、素朴な質問として、ＦＭＳＹでとれば、これはＭＳＹを達成できるのに何で下

げるのかとか。これは漁獲の変動を抑えるために下げているはずですよね。つまり、こ

のＦＭＳＹで多分、こういうふうに直角に曲げるような形にすると、オールオアナッシン

グのような形になって、極めて漁獲の変動が大きくなる。それを抑えるために少なめに

する。そうすると漁獲の圧力が少ないと、減り方も少ないので安定、回復が早いわけで

すね。その分変動がおさまるという、そういう構造になっているわけです。という、そ

のために下がっていて、それがどれぐらい下がるから、こういうのを選んでいるのかと
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かいう説明がなければ、多分ここにいるフロアの人の大多数が、これ何だかわからない

ということだと思うんですよ。 

 だから、今後そういう視点も含めて、現場感覚でご説明をお願いしたい。例えば、こ

れをいきなり出せば、じゃ、取りこぼした、さっきもありましたけれども、キャリーオ

ーバーどうなっているのかとか、多分、これ何も考えていないと思うんですよ、現段階

では。それから、ブロッククォーターみたいなものでもいいわけだし。その効果をどう

するかとかですね。 

 それから、すみません、３ページ目に環境変化の図がありますね。これ、今、仮に悪

い環境で左の方の点でなったとするじゃないですか。でも、現在ＭＳＹですと。突然、

ことし環境がよくなって、右側の線になってしまいました。そうしたら、いきなりＢｂ

ａｎじゃないかと。資源量水準に関してはそうなりますよね。そのときにどうするのか

とか、多分全然考えていないんじゃないかと。つまり後ろの説明を見ると、１本しかな

いからそういう疑問が起こらないんだけれども、ちょっと我々のような専門家から見る

と、これはどうすんのかなというのは、やっぱりいっぱいあるわけですよ。だから、現

場の漁業者に出すときには、もうちょっと親切な形で出してもらいたいと。これはリク

エストということで。 

○山川分科会長 ご意見として承ったということで、よろしいでしょうか。 

 他にございますでしょうか。 

 では、特になければ、報告事項はこれで終わりということにさせていただきたいと思

います。 

 続きまして、その他ですけれども、その他のことで何かご発言ありましたら、よろし

くお願いいたします。 

 嘉山委員。 

○嘉山委員 ここで言うべきかどうか疑問もあるんですけれども、要望なんですけれど

も、あと船の人たちもいるんで、技能実習生の人が結構今ふえていて、今後４月以降、

法改正でさらにふえると思うんですけれども、その人たちがいなくなってしまうときが

あるんですよね。いなくなっちゃうんです。その会社とか、脱走しちゃうんです。その

後で、残留期間が残っているから、警察は捕まえられないときがあって、さらにその残

留期間が終わって、オーバーステイになってもいたりして、うちなんかも３年前にいな

くなった技能実習生がいまだに日本にいて、彼らがＳＮＳでどんどんアップするんです
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よ。それで、それをみんな実際にいる技能実習生も見ていたりして、そうするといなく

なっちゃった方がいいんじゃないかって、そのまま働ければ、日本にいられて仕事がで

きる、変な仕事ができる。それがどんどん広がっていったら、船とかでもし集団でいな

くなっちゃった日には、操業も全くできないだろうし。結構そういう問題は今後出てき

そうなんで、水産庁からとしても、関係省庁とかに要望をしていただければという要望

です。すみませんけれども、よろしくお願いします。 

○山川分科会長 では、藤田企画課長、よろしくお願いいたします。 

○企画課長 今、委員がおっしゃったのは、新しい外国人の受け入れのお話でございま

して、特定技能ということで、ことしの４月から一定のレベルを有する者を14の業種で

受け入れるということが、今進んでいるわけでございますけれども、法律改正のときに

相当議論がありましたように、技能実習生の処遇といいますか、問題が国会でも相当議

論がありまして、それで新しく受け入れる特定技能の受け入れ機関の方には、それぞれ

の業種ごとに設けます協議会組織に必ず入っていただきまして、それでそこで決まった

ことをちゃんと守っていただくということが条件だということでございますし、あと、

その実際に入るときには、法務省さんが当然滞在のためのビザを発給するわけでござい

ますけれども、そのときに雇用契約を確認する。そして、あとはちょっと個別の話にな

りますけれども、一定の期間ごとに更新をしていくということになりますので、その期

間を超えて滞在しているということになれば、不法な滞在ということでございますので、

所要の対応ができるということで考えているということでございます。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。 

 栁内委員。 

○栁内委員 栁内でございます。 

 いよいよ水産改革が始まる流れなところなわけなんですが、今回ＩＱの制度化のよう

な打ち出しもあったところですけれども、そういった新たな取り組みといいますか、制

度の中で、この水産政策審議会で審議議論する事項、それとそうじゃなく関係漁業者団

体等で議論していくこと、その辺の区分けがどういう形になるのか、もし簡単に説明い

ただければお聞かせください。 

○山川分科会長 では、中管理課長でよろしいですか。 

○管理課長 そちらのところ、今、詳細について、いろいろと整理しているところでご

ざいます。先ほど、漁場資源課長から説明がありましたけれども、ああいった形でＭＳ
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Ｙを目標とした、目標値を定めたりとか、それに向けてどのような資源管理をやってい

くのかといった議論が、その後続いていくことになりますが、そういった中で、例えば、

魚種ごとにそれを実際にどのように管理していくのかというような議論は、ステークホ

ルダーと議論していくということになりますが、その前段階として、さまざまな制度の

枠組みたいなものとか、議論することになるかと思います。そういった部分については、

こちらの資源管理分科会の中でご議論いただく、あるいは、今後ＩＱ等、漁獲割当とか

というふうな法令の用語として出てまいりますが、そういうものをどうやって割り当て

ていくかといった基準等、そういったものも議論していくことになるかと思いますが、

そういったものも含めて、資源管理分科会の方で議論していただくというふうなことが

出てくると思います。そちらの詳細につきましては、これもあるタイミングでは、どう

いうものをどのタイミングで議論するといったことをご相談させていただければという

ふうに思っております。 

○山川分科会長 他に、その他のご発言。 

 じゃ、岩本資源管理推進室長、よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 今、課長が回答したとおりでございます。補足として、今、新し

い漁業法の中で書かれていることだけ、整理をさせていただきますと、水政審で意見を

聞くとされている事項、大きく２つあるかと思います。すけとうだらのところでもお話

ししました資源管理基本方針を設定したり、状況によって変更していていくという点が

１つ目。もう一つ大きなところは、これまでも資源管理分科会の方でご議論いただいて

いますＴＡＣの数量です。今度は特定水産資源というのを定めていく、特定水産資源ご

とと、管理年度も定めていくということで、ＴＡＣの数量を決めて、それぞれを都道府

県、大臣管理区分に分ける、そういったところを議論させていただくということです。 

 特に、資源管理基本方針というのが、今後大事になってくると思いますので、そこで

定めるものも法律には書かれていまして、例えば、管理目標の設定の考え方です。考え

方は資源管理分科会の中で議論させていただこうと思っていまして、資源管理目標の設

定の考え方ですとか、特定水産生物資源の指定をどうするかという考え方ですとか、先

ほど申しました、都道府県と大臣管理区分にどういうふうに配分するかという考え方で

す。管理区分の中で、ＴＡＣでやっていくということであれば、総量での管理という形

になるのですけれども、総量で管理していく、もしくは漁獲努力量で管理する。そうい

った管理区分をどうやっていくかという考え方を示してご議論いただきたいと思います。
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漁獲努力量を管理するときに、漁獲量からの換算の考え方というのも、当然ながら議論

していただきたいと思っているところでございます。 

 委員からもあったＩＱについてでございますけれども、新しい漁業法では割り当てを

する割合というのも定めることになっていますので、その設定に関するものですとか、

説明会では、移転についてどうなのかというような話も伺いますので、そういった割り

当ての移転と割合の移転です。そういったことが今議論として想定されるかと思います。

まだまだ、これ以外にもあるかと思いますけれども、水産政策審議会の方でご議論いた

だくことが多くなろうと思いますので、今後具体的な内容については、また説明をして

いきたいと思います。 

○栁内委員 丁寧な説明ありがとうございます。 

 それで、きょうの留保枠の柔軟運用の質疑なんかでも出ていましたけれども、そろそ

ろ今回これを機に、この審議会での審議事項とかを、何か一覧のように委員にもわかる

ようなものをつくって、その都度更新していっていただけると、我々としてもありがた

いなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○山川分科会長 他にございますでしょうか。 

 では、特にないようでしたら、次回会合の日程について、事務局からご案内よろしく

お願いします。 

○管理課長 皆さん、お疲れさまでございました。 

 次回の資源管理分科会ですが、４月下旬を目途に開催をお願いをしたいと考えており

ます。何か緊急な必要が生じて、それ以前に開催することとなる場合には、できる限り

早期に連絡をさせていただきたいと思います。いずれにいたしましても、日程について

は、後日事務局から調整をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○山川分科会長 以上で、本日予定しておりました議事につきましては、これで全て終

了いたしました。 

 本日は長時間にわたり、ご議論いただきまして、大変お疲れさまでした。 

 これをもちまして、本日の資源管理分科会を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 
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