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水産政策審議会第１０１回資源管理分科会 

議事次第 

 

 

                  日 時：令和２年５月 27 日（水）10:00～12:28 

                  場 所：三番町共用会議所 ２階 大会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

 【諮問事項】 

   諮問第 330 号 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の変更（令和２年漁

期のまさば及びごまさば並びにずわいがにの漁獲可能量の設定等）

について 

   諮問第 331 号 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の変更（令和２年漁

期のくろまぐろの漁獲可能量の設定等）等について 

   諮問第 332 号 内水面漁業の振興に関する法律第 30 条において準用する漁業法第

58 条第１項及び第 58 条の２第４項の規定に基づくうなぎ養殖業の

公示について 

 【審議事項】 

   「我が国の海洋生物資源の資源管理指針」の一部改正について 

 【報告事項】 

   漁獲可能量留保枠の配分について 

   漁業構造改革総合対策事業の進捗状況について 

 【その他】 

 

３ 閉 会 
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○管理調整課長 おはようございます。予定の時刻となりましたので、ただいまから第 101

回資源管理分科会を開会します。 

 私は、本日の事務局を務めます管理調整課長の廣野です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 いつものとおりですが、皆様の前にはマイクがございます。御発言の際には挙手いただ

き、マイクの電源を入れてから御発言をお願いします。 

 また、本日はコロナ対応ということでウェブ参加の方もございます。ウェブ会議で出席

の方におかれましては、スカイプのマイク機能をオンにして御発言ください。それ以外の

ときはミュートにしてくださるようにお願いいたします。 

 それでは、委員の出席状況について御報告いたします。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、分科会の定足数は過半数とされています。本日は資

源管理分科会委員９名中６名の方が会議場での出席、また２名の方がインターネットを介

してのウェブ会議で出席されております。定足数を満たしておりますので、本日の分科会

は成立しております。 

 では、次に配付資料を確認いたします。お手元の封筒の中の資料ですが、まず議事次第

がございます。その次に資料一覧がございます。資料１から資料７、その他までございま

す。会議中でも結構ですので、過不足等ございましたら事務局の方にお申し出いただけれ

ばと思います。 

 カメラの方はいらっしゃらないようですが、報道関係のカメラ撮りはここまでといたし

ます。よろしくお願いします。 

 それでは、山川分科会長、よろしくお願いします。 

○山川分科会長 本日は委員の皆様、このような御時世の中お集まりくださいまして、誠

にありがとうございます。 

 新型コロナの緊急事態宣言は、御案内のとおり一昨日に解除ということになったわけで

すけれども、引き続き感染拡大を防止するという観点から、不要不急の会議は自粛すべき

だろうというふうに思われるところでございます。しかしながら、この資源管理分科会は

令和２年度のＴＡＣの審議を行う等、非常に重要な審議事項を有する会議でございますの

で、不要不急の会議ではないというふうに判断いたしまして開催させていただくというこ

とになりました。 

 なお、できるだけ長距離移動を行わないという観点から、本日は関東近辺に在住の委員
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の方のみにこの会場にお集まりいただき、それ以外の委員の方々につきましては、オンラ

インで御参加いただくということになってございます。よろしくお願いいたします。 

 あと本日御出席がかなわない委員や特別委員の方々にも事前に本日の資料をお送りさ

せていただいて、御意見のある場合には事前に事務局に送付していただくということにな

ってございます。何件か御意見を頂いているようですので、会議の途中で事務局から紹介

していただくことになります。 

 では、よろしくお願いいたします。では、座って議事に入らせていただきます。 

 本日は諮問事項が３件、審議事項が１件、報告事項が２件でございます。議事進行への

御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。 

 では、まずこれより諮問事項に入ります。 

 まず、諮問第 330 号 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の変更（令和２年

漁期のまさば及びごまさば並びにずわいがにの漁獲可能量の設定等）についてということ

です。 

 まずは、マサバ及びゴマサバにつきまし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 資源管理推進室長の魚谷でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料２－１をお願いいたします。 

 まず、諮問文の方を読み上げさせていただきます。 

 ２水管第 343 号。令和２年５月 27 日。 

 水産政策審議会会長、山川卓殿。 

 農林水産大臣、江藤拓。 

 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変

更について（諮問第 330 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（令和元年 12 月４日公表。

以下「基本計画」という。）に、別紙の変更を加えたいので、同条第８項の規定に基づき、

貴審議会の意見を求める。 
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 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

準用する同条第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２－１の別紙が基本計画変更に関する新旧対照表でございます。主な内容につきま

しては、資料２－２及び資料２－３で御説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、令和２年漁期のマサバ及びゴマサバのＴＡＣ（案）及び配分（案）の説明に

移ります。 

 初に、資源評価の結果につきまして漁場資源課長から説明をいたします。 

○漁場資源課長 漁場資源課長の江口でございます。 

 それでは、資料の右肩に書いてあります資料２－２の方を御覧ください。よろしゅうご

ざいますでしょうか。 

 マサバ及びゴマサバの令和元年度資源評価結果について御説明をさせていただきます。 

 マサバ、ゴマサバは全部で４系群ございますけれども、まずマサバの太平洋系群の方か

ら御説明をさせていただきます。 

 当系群は、産卵場が主に伊豆諸島周辺海域であり、このほか足摺岬、室戸岬周辺の太平

洋南部などにございます。 

 漁場は、主として北海道の東、道東から熊野灘・紀伊水道にかけてでございます。 

 次をおめくりください。 

 漁獲の動向として漁獲量の推移を示させております。1978 年がピークでございまして、

121 万トンに達しております。その後減少いたしまして３万トン程度まで落ち込みました

けれども、その後増減を繰り返しまして、2013 年以降は増加をしております。2018 年に

は 29 万 8000 トンを漁獲しております。中国、ロシアも漁獲しております。 

 次、資源評価の流れでございますけれども、こちらの方については省略させていただき

ます。 

 次のページをお願いいたします。 

 資源の動向でございますが、80 年代から低水準でございましたけれども、2013 年に大

きな加入がございまして、資源量が 341 万トンとなりました。その後更に増加をいたしま

して、2018 年には 560 万トンと推定されております。 

 また、親魚量の推移を見ますと、2018 年の親魚量は 118 万 5,000 トンと推定しておりま

して、動向は増加と判断をしております。 
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 次に、本系群のＭＳＹ、 大持続生産量について御説明をさせていただきます。 

 本系群のＭＳＹは 37 万 2,000 トンとなってございまして、ＭＳＹを実現する親魚量は

154 万 5,000 トンとなっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 上の図でございますけれども、これは神戸チャート、又は神戸プロットと呼ばれており

まして、水産資源と漁獲圧力について、 大持続生産量を達成する水準と比較した形で、

過去から現在までの推移を示しております。現状も含めて全ての点が赤の範囲で推移をし

ておりまして、親魚量はＭＳＹを実現する水準を下回っておりまして、漁獲圧はＭＳＹを

実現する漁獲圧を上回っているという状況でございます。 

 次に、下の表でございます。これは将来の親魚量及び漁獲量の推移を安全係数ごとに親

魚量が目標管理基準値以上となるような漁獲シナリオで将来予測を行ったものでござい

ます。上の表の方は、将来の親魚量の平均値の推移を示したものでございます。下の表は、

将来の漁獲量の平均値の推移を示したものでございます。 

 いずれも安全係数、β１、これはＭＳＹ水準を達成する漁獲圧でございますけれども、

１～0.7 までの 0.1 刻みで将来予測を行っております。 

 欄外のオレンジの部分がございますけれども、これは 2030 年漁期に親魚量が目標管理

基準値 154 万 5000 トンを上回る確率を示させていただいております。その確率が 50％を

上回るのは β が 0.9、52％となっております。 

 将来の漁獲量の平均値は、例えばβ0.9 の場合ですと 2020 年に一旦減少して、その後一

旦増加した後、ＭＳＹをやや上回る水準に近づいていきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 次に、マサバ対馬暖流系群について御説明いたします。 

 当該系群は、漁場が東シナ海、韓国沿岸、九州北西岸、日本海西部でございまして、産

卵場は東シナ海南部の中国沿岸～東シナ海中部、九州・山陰沿岸にわたっております。 

 下の方を見ていただければと思います。漁獲の動向については、1996 年に 41 万トンま

で増加して以降、おおむね８万トンから 12 万トンで推移をしてございます。2018 年の漁

獲量は日本が 15 万トン、韓国が 14 万トンでございます。このほか中国の漁獲もございま

すけれども、マサバとゴマサバの魚種別漁獲量等の情報はございませんので、評価には含

んでおりません。 

 次のページをお願いいたします。 
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 上の方は評価の流れでございますけれども、ここでは省略させていただきます。 

 下の資源の動向でございますけれども、2018 年の資源量は 65 万トンと推定されており

ます。また、親魚量の推移を見ますと、2018 年の親魚量は 23 万 8,000 トンと推定してお

り、動向は増加と判断をしております。 

 次のページをお願いいたします。 

 本系群のＭＳＹについての説明でございます。本系群の 大持続生産量、ＭＳＹは 32 万

3,000 トンとなってございます。ＭＳＹを実現する親魚量は 31 万トンというふうになっ

ております。 

 下の図は神戸チャートでございますけれども、1980 年頃～1990 年頃、これは緑の範囲

を推移する一方で、2000 年頃から赤の範囲に推移しております。現状の親魚量はＭＳＹを

実現する水準を下回っておりまして、漁獲圧はＭＳＹを実現する漁獲圧を上回っていると

いう状況でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 これは将来の親魚量、漁獲量の推移を安全係数ごとに親魚量が目標管理基準値以上とな

るような漁獲シナリオで将来予測を行ったものというものでございます。上の方は将来の

親魚量の平均値の推移、下の方は将来の漁獲量の平均値の推移を示しております。 

 ここでは安全係数、βを１～0.8 まで、これで将来予測の比較を行っております。欄外

のオレンジのところは、2030 年漁期に親魚量が目標管理基準値 31 万トンを上回る確率を

示しております。その確率が 50％以上上回るのは β が 0.95、58％となっております。 

 将来の漁獲量の平均値は、例えばβが 0.95 の場合ですと 2020 年は一旦減りますけれど

も、その後増加に転じ、ＭＳＹ水準に近づいていくという状況でございます。 

 なお、本系群の漁獲量の将来予測は暦年で行われる一方で、ＴＡＣ管理は７月～翌年６

月の漁期ということで、右下の表のとおり暦年の漁獲量を基に漁期年の漁獲量を算定させ

ていただいております。 

 次、その下でございます。これはゴマサバ太平洋系群でございます。 

 当該系群の漁場は、主に北海道の道東から土佐湾～日向灘にかけてございます。産卵場

は主に伊豆諸島の周辺から西の黒潮周辺域でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 漁獲の動向でございますけれども、2010 年漁期に 19 万 1,000 トンと高い水準を示して

おりますが、2011 年以降は減少傾向となって、2018 年漁期は３万 4,000 トンとなってお
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ります。 

 資源評価の流れについては省略させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 資源の動向でございますけれども、資源量は 2009 年、2010 年に高い水準になりました

が、それ以降は減少傾向を示しておりまして、2018 年には 12 万 4,000 トンと推定されて

おります。動向は減少と判断しております。 

 次、下でございますけれども、これは昨年度評価からの修正についての御説明でござい

ます。2018 年漁期までの漁獲データや 2019 年度までの産卵量データを追加して、2018 年

度から過去の年度までの値を更新したところ、加入尾数や親魚量の下方修正となりまして、

低い加入が続いていることが推定されております。 

 次のページをお願いいたします。 

 これは、本系群のＭＳＹについての御説明でございます。本系群のＭＳＹは、10 万 5000

トンとなっておりまして、ＭＳＹを実現する親魚量は 16 万トンとなってございます。 

 下の方は神戸チャートでございます。1997 年～2005 年までは赤の範囲で推移する一方

で、2007 年、10 年、12 年、13 年は緑の範囲を推移しております。現状の親魚量はＭＳＹ

を実現する水準を下回っておりまして、漁獲圧はＭＳＹを実現する水準を上回る状況とい

うふうになっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 これは将来の親魚量及び漁獲量の推移についての御説明でございます。安全係数ごとに

親魚量が目標管理基準値以上となるような漁獲シナリオで将来予測を行ったものでござ

います。 

 上の表は将来の親魚量の平均値の推移、下の方は将来の漁獲量の平均値の推移を示して

おります。 

 ここでは安全係数βを１～0.7 まで、0.1 刻みで将来予測を比較しております。オレン

ジの欄のところは、2030 年漁期に親魚量が目標管理基準値 16 万トンを上回る確率を示し

ております。その確率が 50％を上回るのは β が 0.9 以下となっております。将来の漁獲

量の平均値は、いずれも 2020 年に一旦下がりますけれども、その後は上昇し、ＭＳＹ水

準に近づいてまいります。 

 次に、ゴマサバ東シナ海系群について御説明いたします。 

 当該系群は、主な漁場は東シナ海から九州南部沿岸で、産卵場は東シナ海中部、あるい



8 
 

は南部～九州南部沿岸、それから九州西岸にも至っております。 

 次のページをお願いいたします。 

 漁獲の動向でございますけれども、1970 年以降、５万トン前後で推移をいたしておりま

して、2018 年は４万 1,000 トンとなっております。韓国は７万 4,000 トンを漁獲しており

ます。この資源も中国の漁獲がございますけれども、先ほどのマサバと同様、ゴマサバと

マサバの区別がつかないなど情報が少ないため、評価には含んでおりません。 

 下の流れについては省略させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 資源の動向でございますけれども、2018 年の資源量は、20 万 4,000 トンと推定されて

います。また、親魚量の推移を見ますと 2018 年の親魚量は８万 7,000 トン、動向は増加

となっております。 

 下の方は本系群のＭＳＹについての説明でございます。本系群のＭＳＹは７万 6,000 ト

ンとなっておりまして、ＭＳＹを実現する親魚量は 11 万トンとなっております。 

 次のページを御覧ください。 

 神戸チャートでございます。ほとんどが赤の範囲を、又はそれに近いところで推移をい

たしております。現状の親魚量はＭＳＹを実現する水準を下回っておりまして、現状の漁

獲圧はＭＳＹを実現する水準を上回っているという状況にございます。 

 次でございます。将来の親魚量及び漁獲量の推移についてでございます。上の方は将来

の親魚量の平均値の推移、下の表は将来の漁獲量の平均値の推移でございます。ここでは

安全係数、βを１～0.8 までで将来予測を比較しております。欄外のオレンジのところは

2030 年漁期に親魚量が目標管理基準値 31 万トンを上回る確率を示しております。その確

率が 50％を上回るのは β が 0.95 よりも下というふうになっております。 

 将来の漁獲量の平均値は、例えばβが 0.95 の場合ですと、2020 年は下がりますけれど

も、その後増加に転じて、2023 年以降は 2019 年以上になり、増加してＭＳＹ水準に近づ

いてまいります。 

 説明は以上でございます。 

○資源管理推進室長 続きまして、マサバ、ゴマサバのＴＡＣの設定及び配分の説明に入

ります。 

 24 ページ、資料２－３を御覧ください。 

 マサバ及びゴマサバのＴＡＣの設定の考え方につきましては、これはＭＳＹベースの資
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源評価・資源管理を先行して実施する魚種ということで、前回、第 100 回の資源管理分科

会において報告事項としまして、本年２月に福岡及び東京で開催しました資源管理方針に

関する検討会、「ステークホルダー会合」とも呼んでおりますが、この会議の結果の概要

を御説明させていただきました。それに沿った考え方に基づいて設定をするということで

ございます。そのときの説明で使用しました資料について、資料の別添１、２として 28～

42 ページに添付してございますので、詳細については後ほど御参照いただければと思い

ます。 

 24 ページの方でございますけれども、まず１の（１）として設定の考え方でございます

が、採捕の実態を考慮してマサバとゴマサバは一括の管理とすると。その上で、太平洋の

海域と日本海の海域のそれぞれについて、魚種別に（２）に示しました漁獲シナリオの考

え方に基づいて算定されたＡＢＣのうちの日本のＥＥＺ分の合計値をＴＡＣとするとい

う考え方でございます。 

 （２）の漁獲シナリオの考え方でございますが、マサバ、ゴマサバ、いずれの系群につ

いても、先ほどの資源評価結果の御説明のとおり、限界管理基準値以上の資源水準にある

ということで、（１）の①の考え方に基づくということになります。 

 その下の（３）の表に太平洋の海域 50 万 1,000 トン、日本海の海域 22 万トンというＴ

ＡＣ（案）をお示ししてございますが、個々の内訳につきまして、その下の参考１で御説

明いたします。 

 まず、マサバの太平洋系群でございますけれども、先ほどの資源評価結果の説明にあり

ましたとおり、安全係数のβにつきましては、資料２－２の 12 ページ、スライド８の親

魚量に係る将来予測等に基づきまして、10 年後に 50％以上の確率で目標管理基準値であ

る 154 万 5,000 トンを達成する 0.9 を採用すると。その上でＡＢＣの全量を日本のＥＥＺ

分とするということで、ＴＡＣとしては 47 万 7,000 トンとなります。 

 次に、めくっていただいて、ゴマサバの太平洋系群でございますが、こちらについては

同様に、βについて、資料の 20 ページ、スライド 23 の将来予測に基づきまして、β とし

ては 0.9 を採用、ＡＢＣの全量を日本ＥＥＺ分として、ＴＡＣとしては２万 7,000 トンと

なります。これら二つの数字を合計しまして、太平洋の海域のマサバ及びゴマサバのＴＡ

Ｃについては 50 万 1,000 トンとなります。この太平洋のトータルの数字、あと将来予測

も含めたものにつきましては 35 ページのスライド 14 に表としてお示ししてございますの

で、後ほど将来予測も含めたものということで確認いただければと思います。 
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 次に、日本海の海域でございます。マサバの対馬暖流系群につきましては、資料２－２、

16 ページのスライド 15 の将来予測に基づきまして、β については 0.95 を採用し、ＡＢ

Ｃとしては 25 万 2,000 トン、これを暦年から漁期年に換算しまして 26 万 5,000 トンとな

り、ＡＢＣのうち日本のＥＥＺ分を 70％として、0.7 掛けということでＴＡＣとしまして

は 18 万 6,000 トンとなります。 

 次に、ゴマサバ東シナ海系群でございますが、これも同様に、資料の 23 ページ、スラ

イド 30 の将来予測に基づきまして、β としましては 0.95 として、ＡＢＣは３万 3,000 ト

ン、これを暦年から漁期年に換算しまして３万 6,000 トン、ＡＢＣのうち日本のＥＥＺ分

は 95％として 0.95 掛けということで、ＴＡＣは３万 4,000 トンと。これら二つの数字を

合計しまして、日本海域のマサバ、ゴマサバのＴＡＣにつきましては 22 万トンとなりま

す。この日本海トータルの数字については将来予測も含めて、資料の 42 ページのスライ

ド 13 の方にお示ししてございます。 

 資料の 25 ページに戻っていただきまして、下の方、参考２として近年のマサバ及びゴ

マサバのＴＡＣの推移を表にお示ししてございます。 

 令和２年度漁期のＴＡＣは対前年漁期で太平洋の海域は 20 万トン強の減、日本海の海

域は約４万トンの減ということになりますけれども、いずれにつきましても近年の漁獲実

績からすると厳しい漁獲制限が求められるという状況ではないというふうに考えており

ます。 

 続きまして、配分についてでございますが、資料の一番 後の 65 ページに別添として

添付しております「漁獲可能量（ＴＡＣ）の配分シェアの見直しについて」、この考え方に

基づきまして大臣管理漁業及び都道府県に配分することとしております。具体的な配分は、

資料の 27 ページに図でお示しをしてございます。 

 説明は以上でございますけれども、この令和２年漁期のマサバ及びゴマサバのＴＡＣ、

そしてこの後御説明いたします、ズワイガニのＴＡＣにつきましては、５月 30 日を提出

期限としてパブリックコメント手続を実施しているところでございます。手続終了後、提

出された意見を精査しまして、原案に大きな変更が生じることとなった場合は、再度分科

会の方に諮問することとし、変更がなければ原案のとおり承認することとしていただきた

いと考えております。 

 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。 
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 ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問等ございましたら、よろしくお願いい

たします。 

 大森委員。 

○大森委員 ちょっと教えていただきたいんですが、17 ページのゴマサバの太平洋系群

のところ。ここは中国のゴマサバの漁獲の実績を把握されていると、そういうことになる

んでしょうか。 

○漁場資源課長 ゴマサバとマサバの方の分類ができないということになりますので、ゴ

マサバだけというのはデータとしては、ないということです。 

○大森委員 それ以外のところは、先ほど説明があったように「中国の漁獲は含みません」

という※印があるんだけれども、ここだけなくて、それでグラフのところには中国の実績

が、例えば 2015 年辺りとか付いていますよね。それ以降も若干付いているのかなという

のが。その辺の違いが何かあるのかどうか、それを教えていただきたいということです。 

○漁場資源課長 後ほど御説明させていただきます。 

○大森委員 その上で、マサバ、ゴマサバの分類というのが中国はなかなか難しいという

ことですけれども、中国の全体の漁獲というのを、これは各系群全てに関わることだと思

いますけれども。実際、我が国のＥＥＺ内の評価ということではあるのですけれども、全

体の海域の中で中国がどの程度漁獲をして、それがどういう影響を及ぼしているのか、そ

ういったことをちゃんと評価しながら全体のＭＳＹを含めたところにつながっていかな

ければいけないと思いますので。国際的に中国との交渉の中でサバに関するデータ、これ

をしっかりと把握できる、そこをしっかりやっていただきたいということと、今のお考え

があれば教えていただきたいということでございます。 

○山川分科会長 では、江口漁場資源課長、よろしくお願いします。 

○漁場資源課長 先ほどの中国の件ですけれども、中国の漁獲とか、あと国内の方の研究

の方から推定をいたしまして、ゴマサバの部分については中国分ということで推定してい

るという状況でございます。 

 それと、今御指摘のあったように中国の漁獲の情報がなかなか手に入らないということ

でございまして、まずは先ほど申しましたように中国の漁獲量は、マサバ、ゴマサバの魚

種別というのが計上されていないということですとか、直近の値が得られていないという

ような状況を踏まえまして、資源量を反映する指標を用いて計算値を補正しているという

状況でございます。補正に用います指標の追加とか、そういうものの改善を行っておりま
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す。 

 また、日中の海洋生物専門家小委員会というのがございまして、そこでも引き続き漁獲

情報に関する情報交換、これを求めておりまして、また引き続きしっかりと求めていきた

いというふうに思っております。 

○山川分科会長 大森委員。 

○大森委員 そこはよろしくお願いしたいと思います。 

 今データの御説明で、中国の資料の推計でゴマサバの太平洋系群の部分だけは載せたと

いうことであれば、本当にそういう情報が、少しデータが遅いものなのかどうかも含めて

ですけれども、ほかの系群、マサバのところも含めて、そういう推計をしていくというこ

とも交渉をしっかりやっていただくということ等含めて、いろいろ研究をお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

○漁場資源課長 改善に努めてまいりたいと思います。 

○山川分科会長 よろしくお願いいたします。 

 審議官、よろしくお願いします。 

○資源管理部審議官 すみません、ちょっと補足させていただきます。 

 今江口課長が言ったのは、どちらかというと東シナ海の話でございまして、太平洋の系

群については資料の 33～34 ページに書いてございますけれども、ＮＰＦＣの対象魚種で

ございますので、ＮＰＦＣを通じてデータ収集や、よりしっかりとした管理措置の導入に

向けて努力していきたいと考えております。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 坂本委員。 

○坂本委員 大森委員の方から中国のことについてお話がありましたので、私の方からは

太平洋におけるロシアのことで。 

 特に領海内におけるロシアのマサバを中心としたサバ類の漁獲についてなんですが、以

前のときにも私の方もお話ししたんですけれども、ロシアの領海内、日本の領海内におけ

るサバの漁獲というのはマサバの資源に関して影響を与えない程度の漁獲であるという

ように水産庁さんの方からお話があったんですが、実際の漁獲の量であるとか、さらにま
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た、これが領海内であるということから、沿岸の漁業者の方がすぐ見えるようなところで

大きな船が漁獲をしているというようなことが見受けられるわけでありまして、そういっ

た意味からロシアの、特に日本の領海内におけるサバの漁獲。ロシアはかなりサバ資源に

関して関心を持っているというようなことも聞いておりますので、そこにつきましては今

後とも水産庁さんの方でよろしく、ロシアとの話というか、そういうものを進めていって

いただければと。日本の領海内におけるサバの資源の管理というのを─まあ、日本の船だ

けが取っているわけではないということなんで、そこのところをよろしくお願いしたいと

いう意見であります。 

○山川分科会長 では、藤田資源管理部長、よろしくお願いします。 

○資源管理部長 ロシアとの関係で、日本の 200 海里内で地先沖合交渉に基づきまして、

ロシアの船がマイワシですとかマサバを日本の 200 海里内で取るという形になっており

ます。これにつきましてはしっかり、今委員がおっしゃいましたように国内の資源管理の

状況、あるいは漁業の実態を踏まえながら管理をしていくということで交渉にも臨みたい

というふうに考えております。引き続きそのように対応していきたいと思っております。 

○坂本委員 よろしくお願いいたします。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 田中委員。 

○田中委員 田中です。一つコメントと一つ質問。 

 コメントは、今年新しい管理方式に移行するということで、この方式でいいと思うんで

すけれども、ステークホルダー会議でいろいろ懸念が出ていたと思うんです。それはどう

いうことかというと、生物学的な問題で、温かい水になると増えるゴマサバと冷たい水に

なると増えるマサバが、資源管理すれば同時に増えるのかと。そんなことはあり得ないと

いう意見だったと思うんです。今はサバが、マサバの方がたくさんいるので全体として大

きな問題にはならないんですが、これレジームシフトが起こって激減すれば、総枠は減る

わけです。この予測のシミュレーションだと、ずっと将来、平均値がある水準を維持でき

るように見えるんですけれども、実際にはそうはならないという懸念がたくさん出されて

いたと思うので、その点、これを担当されているのは機構の方ですか、何か新しく検討を

お願いしたいということが 初のコメントです。 

 質問は、今ＮＰＦＣの話が出たんですけれども、将来、これ国際資源としてマサバ、ゴ

マサバを─マサバですか、ゴマサバを管理していくことになるのかどうかという点につい
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ての質問です。 

○山川分科会長 コメントについては、御意見いただいたということでよろしいでしょう

か。 

 では、江口漁場資源課長、よろしくお願いします。 

○漁場資源課長 今のレジームシフト、現状がどのくらい続くということが予想するのは

なかなか困難でございますので、そういう理由から今回の場合は考慮しておりませんけれ

ども、今後目標管理基準値とか漁獲管理規則、こういうものにつきましては定期的に見直

す中で、レジームシフトと資源変動の関係等につきまして科学的な知見が集積されてくれ

ば、そのような知見も踏まえながら算定等に組み込みたいというふうに思っております。 

○山川分科会長 後半の質問につきましては、太田審議官よろしくお願いします。 

○資源管理部審議官 サバ類ですが、日本の 200 海里だけで漁獲が完結していれば、日本

の国内問題として済むんでしょうけれども、現実問題として資源が増えてくると公海域ま

で資源が拡大していって、そこで外国漁船が漁獲しているという実態がございますので、

日本だけで管理していても完結しないという状況になってきております。 

 それで、先ほども 33 ページ、34 ページのところで書いてありますという話をしました

けれども、特に 33 ページにサンマとサバの両方が載っていますが、ちょっと違うのはサ

ンマの場合はマグロと同じような高度回遊性魚類で、基本的には沿岸国と公海における漁

業国は同じ立場で協力しろということだと思うんですが、サバの場合はストラドリング・

ストックということで若干性質が違います。特に 34 ページの上の方のスライドですけれ

ども、ここに国連海洋法の中で考慮すべき事項というのを右の赤い囲みで書いてあります

けれども、こういうことも踏まえながら日本としてしっかり管理をしていって、かつ、そ

れを国際的に広げていくような形を取っていきたいというふうに思っております。当然そ

のときに我々として言いたいのは、伝統的に日本の 200 海里以内でサバを取ってきたわけ

ですから、そういう沿岸国としての権利というのをしっかりと主張していきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○山川分科会長 田中委員。 

○田中委員 ありがとうございました。ストラドリング・ストックということで、日本に

資源の管轄権があるということを主張されていくということです。ですから、主張すると

いう意味では、資源管理もちゃんとやっていないと主張できないので、早めに何か導入さ
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れていくことが大事じゃないかと思いますけれども。 

 ありがとうございました。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 では、特に会場の委員の方から御意見ございませんでしたら、本日出席いただけなかっ

た方からの御意見等について、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 マサバ、ゴマサバの関係につきましては谷委員、あと若狭委員から

御意見を書面で頂いております。 

 まず、谷委員からです。漁獲可能量留保枠の配分について御意見を頂いております。具

体的には大中型まき網漁業で本年 11 月から北部太平洋におけるサバ類を対象とした自主

的なＩＱ的数量管理を予定していると。ＩＱの制度では、計画的に操業を行うために、漁

期初めに船舶ごとの割当量を明確にする必要があるということで、留保の対象から除外す

べきではないかと。また、今回提案されている国の留保枠についても自主的なＩＱ的数量

管理の漁獲枠相当分を追加配分してほしいという意見でございます。 

 これにつきましては、ＩＱの特性の一つとして、ＩＱが導入された漁業においては個々

の漁業者が漁獲できる量があらかじめ確定しているということで、漁業者自らの判断で操

業なり漁獲を管理できるということはあるかと思います。この特性に鑑みると、この留保

枠の設定、あるいは留保枠からの配分の対象から除外すべきではないかという考え方につ

いては一理あるのではないかと考えております。 

 したがいまして、今後、改正漁業法に基づくＩＱ制度の運用方法を検討していく中で考

慮していきたいというふうに考えております。 

 他方、現在、資源管理計画の下で自主的なＩＱ的数量管理の試験的な実施ということで

やられているわけですけれども、そこでの留保枠の扱いということにつきましては、留保

枠本来の位置づけ、つまり資源の来遊状況に応じて配分していくという留保枠本来の位置

づけの中で、特定の漁業に関しての漁獲枠相当分というのをどういうふうに整理するのか

ということもございますので、この点については関係者の御意見も伺いながら検討してい

きたいというふうに考えております。 

 あと、同じく谷委員と若狭委員からは、先ほど来話が出ておりますけれども、国際的な

資源管理について国としてしっかり進めていくようにという御意見を頂いております。国

際関係については相手がある話ではございますけれども、関係者の皆様の御理解、あるい

は御協力を得ながら引き続きしっかりと対応していきたいというふうに考えております。 
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 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。ただいまの御説明、よろしいでしょうか。 

 では、御意見、よろしくお願いいたします。 

 では、ほかに御発言等ございませんようでしたら、マサバ及びゴマサバのＴＡＣ設定と

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。 

                            （「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。 

 では、続きまして、ズワイガニについて、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、ズワイガニの方の資源評価結果の方について御説明をさせて

いただきます。 

 資料２－４の方を御覧ください。 

 まず、日本海系群Ａ海域についての御説明をさせていただきます。 

 Ａ海域は富山県以西でございますけれども、多くが沖合底びき網、ほかに小型底びき網、

カニかご漁業によって漁獲されております。韓国もこの資源、系群を漁獲してございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 漁獲の動向についてでございますけれども、漁獲量は 1960 年代半ばと 1970 年頃にピー

クを迎えまして、１万 4000 トンを超えておりましたけれども、急減し、その後はまた増

加し、2007 年には約 5,000 トンに増加をしております。しかし、また減少に転じまして、

2018 年には 2,804 トンというふうになっております。 

 韓国の 2018 年の漁獲量は 2,184 トン。これは日韓暫定水域内の漁獲を含んだものでご

ざいます。 

 資源評価の流れについては、省略させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 資源の動向でございますけれども、2019 年は２万 900 トンと推定しております。親魚量

も同様に変動いたしまして、2019 年は 3,700 トンと推定しております。 

 Blimit としては 1999 年以降、資源が回復したことがある も少ない親魚量であります

が、2002 年の親魚量 1,500 トンを設定して、2019 年の親魚量はこれを上回っているとい

う状況でございます。 

 また、資源の水準といたしましては、沖底の資源密度指数の 高値と０の間を三等分い
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たしまして高中低と判断しております。水準は中位、動向は直近５年の資源量の推移から

増加と判断しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 これは 2020 年漁期のＡＢＣでございますけれども、加入量が 2018 年までは比較的良好

な一方で、2021 年までは減少すると見込んでおります。今後の加入を考慮いたしまして、

従来と同様に親魚量を維持することを管理目標としまして、これらの状況を考慮して漁獲

シナリオやＡＢＣを算定しております。 

 近年の平均親魚量の維持のシナリオにおけるＡＢＣとしては、3,400 トンというふうに

なります。 

 次、下の方、日本海系群Ｂ海域の御説明をさせていただきます。 

 Ｂ海域は、新潟県以北の海域でございます。主に小型底びき網と刺し網で漁獲をされて

おります。新潟県、山形県、秋田県が漁獲をしておりますけれども、８割程度が、新潟県

が漁獲しております。 

 次に、漁獲の動向でございますけれども、漁獲量は、1960 年代は約 1,000 トン、1980 年

代には約 800 トンのピークがございました。その後減少いたしまして、1990 年以降は 200

トンから 400 トンで推移しておりまして、2018 年は 227 トンでございます。 

 資源評価の流れについては、省略させていただきます。 

 次に、資源の動向でございます。 

 資源量の方は、2015～2017 年は 3,300 トンから 4,000 トンで推移いたしておりまして、

2018 年には減少いたしまして 2,600 トンと推定されております。 

 また、親魚量は 2010 年以降の減少傾向から 2017 年に増加をいたしまして、2018 年は

1,110 トンと推定されております。 

 次に、資源の動向でございますけれども、直近５年間の資源量の推移から横ばいと判断

しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 2020 年漁期のＡＢＣといたしましては、親魚量の確保のシナリオの場合ですと 500 ト

ンから 610 トンというふうになっております。 

 次に、北海道西部系群でございます。 

 この系群は、主にズワイガニかご漁業で漁獲をされております。 

 次のページをお願いいたします。 
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 漁獲量は、2018 年漁期は 15 トンでございます。2009 年から 2017 年漁期の漁獲量が低

迷をしているという状況でございますけれども、漁獲努力量が減少しているということに

よるものだと考えております。 

 次のページの資源評価の流れは飛ばしまして、資源の動向を説明いたします。 

 ＣＰＵＥから判断をいたしておりまして、2018 年漁期の資源水準は中位と、ＣＰＵＥの

推移から動向は横ばいと判断しております。 

 下の表で、2020 年漁期のＡＢＣでございますけれども、知事管理漁業における複数の制

限条件など、資源の持続的利用のために管理が資源の持続的利用に奏功しているというふ

うに考えておりまして、1997 年漁期以降、 大漁獲量である 43 トンを 2020 年漁期のＡＢ

Ｃとして提示をさせていただいております。 

 次のページをお願いいたします。 

 オホーツク海系群についての御説明でございます。 

 当系群は日本水域からロシア水域に分布をしておりまして、季節移動をしている可能性

が高い系群でございます。日本漁船は分布域の南端部の資源を漁獲しているというふうに

考えておりまして、沖底─沖合底びき網漁業と刺し網漁業で漁獲されております。 

 漁獲の動向でございますけれども、漁獲量は 1990 年代初めに多く、2004 年以降非常に

少ない状況でございましたが、2015 年から増えまして、2018 年は 804 トンとなっており

ます。近年、ズワイガニ狙いの操業が増えたこと等によりまして、近年は漁獲が多少増え

てきているというふうに考えております。 

 次のページをお願いいたします。 

 流れは省略いたします。 

 資源の動向でございますけれども、資源の水準は、2018 年は中位と判断をしておりま

す。また、資源の動向は横ばいというふうに判断をしております。 

 次のページでございますけれども、当該系群はロシアとのまたがり資源のためにＡＢＣ

は算定しておりません。オホーツク海系群、サハリンの東部で数千トン以上の漁獲がされ

ているというふうに推察されておりまして、日本漁船による近年の漁獲量が資源に及ぼす

影響は大きくないというふうに考えております。参考値として 2020 年の算定漁獲量とし

て示させていただいております。 

 次に、太平洋北部系群について御説明いたします。 

 この系群は、福島県の沖合底びき網漁業が漁獲をしております。 
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 次のページをお願いいたします。 

 漁獲の動向につきましては、1995 年漁期に 535 トンと過去 高になって以降、増減はあ

りますけれども減少しております。また、東日本大震災以降の漁獲は僅かとなりまして、

2018 年漁期は５トンとなっております。 

 次に、下の方でございますけれども、当該資源の評価手法の改良についての説明でござ

います。 

 東日本大震災以降、ほとんど漁獲されていないにもかかわらず、調査船調査による資源

量の推定値は増加しておりません。調査船調査は生息水深をカバーするように行われてお

りまして、現在の調査海域よりも深い場所への拡大は考えにくいということでございます。 

 資源量が増えない要因としましては、漁獲以外の生息環境の変化等によりまして死亡す

る割合が増加していることが考えられます。 

 このため、これまでの手法では、自然死亡係数の変化を考慮できていないということを

考え、評価手法の改良によって精度向上を図っております。 

 なお、資源量減少に伴い局所的に分布するようになって、調査でその分布を捉え切れな

くなり、推定精度の低下の可能性ということも考えられるため、調査点数を増やす方向で

対応しているところでございます。 

 次のページをお願いします。 

 改良点といたしましては、年ごとに自然死亡係数を推定する手法へと改良させていただ

いております。その結果、近年徐々に死亡係数が高くなっていると推定されておりまして、

これが、漁獲がないにもかかわらず資源が増えない一因ということを考えております。 

 次のページをおめくりください。 

 資源の動向について御説明させていただきます。 

 資源量は、2008 年漁期以降減少傾向となりまして、2018 年は 451 トンと推定されてお

ります。 

 資源水準につきましては、震災前の 1997～2010 年漁期の資源量の 高値である 1,346

トンを高位と中位の境界としておりまして、同じく同期の 低値である 724 トンを中位と

低位の境界として判断をしております。 

 2018 年漁期の資源量は 451 トン、資源水準としては低位ということでございます。ま

た、直近５年の資源量の推移から動向は減少と判断をしております。 

 2018 年漁期後の親魚量は 108 トン、Blimit で 158 トンを下回っているという状況にご
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ざいます。 

 次のページをお願いします。 

 震災以降、漁獲圧が非常に少ない状況が続いているにもかかわらず、資源量が明確に増

加をしていないという状況でございまして、近年徐々に死亡係数が高くなっていると推定

されていることは先ほど御説明したとおりでございます。この自然死亡係数の上昇につい

ての理由ははっきりとしておりませんけれども、近年の海底水温の上昇が一因というふう

に考えられます。また、そのほかとして、震災の影響でマダラ等の底魚類への漁獲圧が減

ったということに伴い、高次捕食者の増加による補食圧の高まりなども考えられますけれ

ども、要因としては特定には至っておりません。 

 また、先ほど御説明させていただいたとおり、調査地点を追加・拡充しているという状

況でございまして、追加調査の結果を踏まえ、資源量推定精度の向上を図ることとしてお

ります。 

 次のページをお願いいたします。 

 2020 年漁期のＡＢＣにつきましては、資源水準が低位であり、さらに、自然死亡が高い

状態であるということから、Ｆが０でも 2024 年漁期の親魚量が Blimit を維持する確率は

０％というふうに推定されます。このため、少しでも多くの親魚量を確保することで良好

な加入が出現する可能性を高めるため、専獲を避けることを管理目標としまして、ＡＢＣ

は「－」ということで示させていただいております。 

 以上でございます。 

○資源管理推進室長 続きまして、ズワイガニＴＡＣの設定について御説明いたします。

60 ページ、資料２－５でございます。 

 まず、この２ページ目、61 ページにございます参考１の令和元年度資源評価結果の表を

御覧ください。各系群について中期的管理方針に合致すると判断された漁獲シナリオごと

に算定されたＡＢＣが記載されてございます。資源評価の結果、ＡＢＣが算定されました

日本海系群Ａ海域、日本海系群Ｂ海域及び北海道西部系群の三つにつきましては、提示さ

れましたＡＢＣのうち 大のもの、つまりこの表の中で、黄色でハイライトされている部

分の数字、具体的には日本海系群Ａ海域 3,400 トン、日本海系群Ｂ海域 610 トン、北海道

西部系群 43 トン、これをＴＡＣとして採用することとしたいと考えております。 

 続きまして、いわゆるまたがり資源でございますオホーツク海系群でございますが、１

ページ戻っていただいて 60 ページの下の方に考え方を示してございます。この系群につ
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きましては、従来から系群全体の資源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 大漁獲量」を基に設定してきております。今回も、この考え方に基づく設定を

することとしておりますけれども、その経緯について若干御説明させていただきます。２

ページ後ろの 62 ページにズワイガニＴＡＣの推移をお示ししてございますけれども、オ

ホーツク海系群につきましては、平成 30 年漁期につきまして、過去 大の漁獲量という

ことで当初 1,000 トンをＴＡＣとして設定してございましたけれども、期中に漁獲が好調

だったということを受けまして、予想される漁獲量を基に 1,264 トンに増やす期中の改定

を行っております。 

 令和元年の漁期のＴＡＣについても、これは平成 30 年漁期が終了する前に設定してお

りますので、平成 30 年漁期の 1,264 トン、恐らくこのレベルまで行くであろうという想

定の下に、令和元年漁期についても前年度等量で 1,264 トンと設定をしてございます。 

 他方、結果を見ますと、平成 30 年漁期につきましては、結果としては 1,000 トンに満

たない状況で終わったということがあり、令和元年漁期につきましても、まだ漁期は続い

てございますが、1,000 トンを超えることはないであろうと見込まれるということで、令

和２年漁期については、近年 大の漁獲量ということで、1,000 トンということで設定を

したいと考えているところでございます。 

 後に、太平洋の北部系群でございます。資源評価の結果としては専獲を避けるという

ことを管理の目標としつつＡＢＣは示されていないということになっているところでご

ざいます。現在、この海域におきましては、ズワイガニを目的とする操業は行われておら

ず、少量の混獲があるという実態となっているということを踏まえまして、令和２年漁期

のＴＡＣは前年漁期と等量ということで設定をしたいと考えているところでございます。 

 62 ページの表に近年のズワイガニＴＡＣの推移をお示ししてございますけれども、令

和２年漁期のＴＡＣは、いずれも前年漁期と同レベルのＴＡＣ設定ということとなってお

ります。 

 続きまして資料の 63 ページ、配分でございますけれども、これも先ほどのマサバ、ゴ

マサバと同様の、一番後ろに付いている紙の考え方に基づきまして、ＴＡＣの一部を国の

留保とした上で配分するということで、具体的な配分（案）につきましては 64 ページに

図の形でお示ししてございます。 

 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。 
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 ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問等ございましたら、よろしくお願いい

たします。 

 よろしいでしょうか。 

 特にございませんでしたら、本日御出席いただけなかった方からの御意見等がありまし

たら、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 ズワイガニのＴＡＣにつきましては、書面での意見は頂いていない

ということでございます。 

○山川分科会長 では、特にないようでしたら、ズワイガニのＴＡＣの設定と配分につき

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。 

                            （「異議なし」と声あり） 

○山川分科会長 御異論ございませんので、そのようにさせていただきます。 

 それでは、諮問第 330 号につきましては、サバ類とズワイガニをまとめてということで

ございますけれども、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 では、そのように決定させていただきます。 

 諮問第 330 号につきましては、ただいま御承認を頂いたところではありますけれども、

先ほど事務局から御説明がありましたように、令和２年漁期のＴＡＣ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手続を行っているということでございます。つき

ましては、寄せられた意見を踏まえて仮に内容を大きく変更することとなった場合は、再

度、分科会に意見を聴いていただくということにしたいと思います。 

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

しては私に御一任いただけるとありがたいと思いますけれども、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、そのようにさせていただきます。 

 それでは、次に諮問第 331 号 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の変更

（令和２年漁期のくろまぐろの漁獲可能量の設定等）等についてということで、事務局か

ら資料の御説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 それでは、資料３－１をお願いいたします。まず、諮問文を読み上

げさせていただきます。 

 ２水管第 336 号。令和２年５月 27 日。 
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 水産政策審議会会長、山川卓殿。 

 農林水産大臣、江藤拓。 

 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 331 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（令和元年 12 月 26 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同条第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の別紙が基本計画の変更案を新旧対照表の形でお示ししたものでございま

す。 

 主な内容につきましては、資料３－２で御説明させていただきたいと思います。 

 資料３－２の 12 ページの上段、スライド番号で 22 を御覧ください。 

 これから御説明させていただく主な項目をお示ししてございます。 

 特に重要なところは、まず、二つ目の第５管理期間の未利用分の繰越数量等による追加

配分でございまして、これは前回、３月２日の資源管理分科会で御了承いただいた方法に

よる追加配分でございまして、５月１日付で実施済みの追加配分に関する報告でございま

す。 

 今回お諮りする配分数量の変更は、この三つ目の第６管理期間の第１回目の配分量の融

通と、四つ目の台湾からの大型魚漁獲枠移譲分等の配分を組み合わせた数字ということに

なります。 

 後に五つ目、今漁期における近海かつお・まぐろ漁業の管理の状況について御説明を

いたします。 

 次の 13 ページ、上段のスライド 24 番に第６管理期間の当初の配分の考え方についてお

示ししてございます。その下の表ですけれども、これが第６管理期間の当初の配分から、

この５月１日付で行った追加配分後の配分数量、さらに、今回お諮りする追加配分の後の

配分数量までの総括表でございます。この中身につきまして順次御説明をしていきます。 
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 次の 14 ページを御覧ください。 

 まず、５月１日付で行いました追加配分につきましての御報告でございます。 

 上段のスライド 26 にございますように、３月末で第５管理期間が終了しまして、我が

国の全体の繰越分が小型魚 681.1 トン、大型魚 527.5 トンに確定をしております。 

 なお、第５管理期間の漁獲実績につきましては、資料の 10～11 ページに詳細をお示し

してございますので、後ほど御参照いただければと思います。 

 この繰越分と、あと国の留保枠を使いまして、前回、第 100 回の資源管理分科会で御了

承いただきました考え方に基づいて配分をしたというものでございます。前回御了承いた

だいた配分の考え方でございますけれども、これは資料の 22 ページ、スライドで言うと、

右下の 42～50 番まで、ここにお示しをしてございますが、主なところだけ御説明いたし

ますと、国の繰越分 大 17％ということでございますが、そのうちの 10％分については

各大臣管理漁業、都道府県、各自が繰越しと。それを超える部分、 大７％相当分ですけ

れども、これを国の留保に一旦繰り入れると。繰り入れた上で、この繰り入れた分につい

ても同時に配分するということで、小型魚につきましては国の留保 270 トンを維持した上

で、各都道府県に一律３トン配分し、残りについて第３管理期間の配分比率で配分すると。

大型魚につきましては、国の留保を 50 トン維持した上で、台湾からの 300 トンが来ると

いう前提で去年の 12 月に御了承いただいた配分（案）がございますけれども、そこまで

配分をすると、そういう考え方でございます。その考え方に基づきまして、５月１日付で

配分をしたということでございます。 

 その際に、資料で言いますと 14 ページ、スライド 26 に戻っていただきまして、この追

加の配分を行う際に、データ収集のための近海かつお・まぐろ漁業への追加配分 91.9 ト

ンを併せて実施をしております。この配分の結果が、スライド 26～28 までの表でお示し

してございます。 

 あと、スライドの 26 の表の下の部分に小さく※印で注書きを付けてございますけれど

も、５月１日に追加配分を行った後に、第５管理期間の大型魚の漁獲実績が実際は３トン

多かったということで修正が生じました。ということで、この追加配分においては、本来

我が国が有している漁獲枠より３トン過大に配分してしまっているという状況になって

ございます。この３トン分については、今回お諮りします追加配分の中で国の留保を減ず

ることによって、手当てというか相殺するということとしてございます。 

 続きまして、今回お諮りする数字の話に移らせていただきます。 
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 今回の諮問の対象となる数量のうち、まず、配分量の融通に関するものでございます。

資料の 15 ページの下段のスライド 29 でございます。 

 本来、調整が整った配分量の融通につきましては、水政審の方には事後報告で可能とい

うこととなってございますけれども、今回は、この開催のタイミングとの関係で、今回諮

問する数字の一部ということになってございます。 

 ３月に第１回目の融通要望調査を行いましたところ、15 ページの下の表にお示しして

いるとおり、小型魚と大型魚の交換、小型魚の譲渡の申出、あと小型魚、大型魚の譲受け

の要望がございました。 

 次のページ、16 ページの上段のスライド 30 番に移っていただきまして、まずは交換に

関する要望を優先して融通を行うということで、大中型まき網と広島県が出す小型魚 81.8

トンと北海道、石川県、島根県及び福岡県が出す大型魚の 81.8 トンの交換ということで

ございます。 

 ただし、広島県につきましては交換要望ではなくて譲渡の申出でございましたので、北

海道等４道県が出す大型魚 1.6 トンにつきましては広島県側としては不要ということで、

譲受けの要望のあった和歌山県に配分するという形にしてございます。 

 以上が第６管理期間第１回目の融通による配分数量の変更に関する御説明でございま

す。 

 次に資料の 16 ページ、スライド下段の 31 番の台湾からの大型魚移譲分（300 トン）等

に係る追加配分でございます。 

 台湾からの大型魚移譲分につきましては、先ほどもちょっと御説明しましたけれども、

昨年 12 月の第 98 回の分科会で、この移譲を前提として沿岸漁業と近海かつお・まぐろ漁

業に優先して配分するという配分（案）を御了解いただいたわけですけれども、その後開

催されたＷＣＰＦＣにおいて、この移譲は台湾からの通報を受けてからということになっ

たということを受けまして、この配分（案）については一旦棚上げとなってございました。

ただ、この 12 月の配分（案）については、５月１日の追加配分により既に手当て済みと

なっているということでございまして、今回は新たな考え方に基づきまして配分を行うと

いうこととしております。 

 具体的には、台湾からの大型魚 300 トンにつきましては、都道府県に 200 トン、大中型

まき網漁業と近海かつお・まぐろ漁業にそれぞれ 50 トンを追加配分することとしており

ます。 
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 また、これに併せて、小型魚につきまして、沿岸漁業の数量管理が一層厳しくなる可能

性等を想定しまして、国の留保枠から 50 トンを追加配分することとし、この結果、国の

留保としては、小型魚は 220 トンを当面確保するということとしております。 

 なお、これらの追加配分の都道府県別の配分に関してでございますけれども、この資料

にございますように、大型魚 200 トンにつきましては、まず第５管理期間において他県に

譲渡した県に対するメリット措置として、当初配分数量の 大７％相当分までを配分し、

その残りの量を第５期間の実績で比例配分という形でございます。小型魚 50 トンについ

ては、第３管理期間の都道府県別の配分量の比率で配分するという考え方で行っておりま

す。 

 これらの追加配分に併せまして、先ほど御説明しました５月１日の繰越分等による追加

配分での３トン分の過大な配分につきまして国の留保を減らすこととしております。 

 以上、５月１日付の追加配分後の融通分、台湾移譲分等による配分数量の変更を取りま

とめた表を資料の 17 ページの上段、下段、スライド 32、33 に示してございます。 

 配分数量に関する御説明は以上でございます。 

 続きまして、近海かつお・まぐろ漁業の管理状況について御説明をします。資料の 18 ペ

ージのスライド 34 でございますが、近海かつお・まぐろ漁業については、第５管理期間

において早期に漁獲が積み上がってしまったという状況も踏まえまして、今漁期から１～

３月、４～６月、７～12 月の３期に配分量を分けて管理を行っているところでございま

す。 

 下のスライド 35 番に今漁期のこれまでの漁獲の状況をお示ししてございます。今漁期

においても、１月の管理期間開始から漁獲が積み上がりまして、２月 21 日に資源管理法

に基づく採捕停止命令を発出しました。このことは前回の分科会でも御報告したとおりで

ございます。１～３月期には採捕停止命令後も混獲による採捕があり、結果として採捕数

量は 97 トンとなっております。この不足分７トン、超過分７トンにつきましては、今回

の配分に併せて、近海かつお・まぐろ漁業の７～12 月の配分量を減ずることで充当をする

こととしてございます。 

 さらに、下の図で、４～６月期に入ってからの漁獲の状況ですけれども、ここでも近海

かつお・まぐろ漁業の漁獲が伸びて、４月 23 日に期間の配分量の８割に達して、業界に

よる自主規制による採捕自粛となり、５月１日付で先ほどの追加配分、合計 191 トンを行

っているわけですけれども、その後も漁獲が伸びて、５月 10 日には再度業界の自主規制
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による採捕自粛、さらに 25日付で国として採捕数量の公表を行ったところでございます。 

 他方、このデータの収集との関係について見ますと、資料の 19 ページの上のスライド

でございますけれども、これは４～６月期の海域別の採捕状況を示してございますが、西

側の海域における 100 キロ超の大型個体の漁獲データが十分に収集できていないという

状況でございます。この図を見ていただくと、４月１日～４月 22 日を見ると、東側では

平均で 47.6 キロの個体が 2,275 尾に対して、一番西側の海域では尾数としては 20 尾、平

均の魚体重としては 150 キロと。 

 ５月１日～８日の期間で見ても、一番東側の海域では 1,299 尾で、平均魚体重が 49.8

キロに対して、一番西側の海域では 233 尾、平均体重 145.2 キロ、こういう形となってご

ざいまして、これまでに収集されているデータにおいて、年級群、あるいは海域に大きな

偏りが生じている状況となってございます。 

 そこで、先ほど御説明しました今回の追加配分における近海かつお・まぐろ漁業への 50

トンの配分につきましては、西側の漁場、南西諸島周辺海域でのデータ収集を推進する形

で使っていただこうというふうに考えております。 

 具体的には、資料の 19 ページの下段のスライド 37 でございますけれども、今回追加配

分する大型魚 50 トンの枠については、期間としては６月１日以降出航分から、海域は東

経 130 度以西ということで、期間、あるいは海域等を限定する形で使っていただくことと

してございます。 

 また、この 50 トンの追加配分の下での採捕数量の管理をしっかり厳格に行っていただ

くということで、採捕等の状況の迅速な把握が可能となるよう、採捕・水揚げの報告につ

いては当日中に行っていただくこととなってございます。 

 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。 

 ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問等をよろしくお願いいたします。 

 田中委員。 

○田中委員 田中です。 

 配分の内容については異論がないんですが、３トンずれたというか、報告が遅れた件で、

まあ、対応できたからよかったんですけれども、万が一オーバーするということになると

問題なので、何か改善策があれば御教授いただきたいなと思っているんですけれども。 

○山川分科会長 いかがでしょうか。 
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○資源管理推進室長 再発防止策についてということでございますけれども、報告が遅れ

る、あるいは漏れるという話と、うちがそれをきちんと把握してという両面あるかと思い

ます。そういう中で、きちんと報告が上がれば伝わるように、その報告のシステムという

か、そういったものを改良するとか、そういった形で対応していきたいというふうに考え

てございます。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 では、本日御出席いただかなかった委員の方からの御意見等ございましたら、事務局か

ら説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 クロマグロに関しましては、谷委員、堀内委員、井本特別委員、若

狭特別委員の４名から御意見を頂いております。順を追って概要につきまして御説明をし

たいと思います。 

 まず谷委員からでございますが、まず１点目として、ＷＣＰＦＣにおいて漁獲可能量─

まあ、増枠ですね、これが実現するように引き続き努力を、ということでございまして、

これについては漁獲枠の適切な配分、あるいは融通といった形で資源評価に有用なデータ

収集に努めて、漁獲枠の確保に向けて努力をしていきたいと思っております。 

 この意見につきましては、井本特別委員の方からも同じ趣旨の御意見を賜っております。 

 続きまして、これも谷委員からですけれども、今後の漁獲状況を踏まえた漁獲枠の融通

促進等資源の有効活用ということで御意見を頂いております。これにつきましても、資源

有効利用ということで漁獲枠の融通促進等を図ってまいりたいと思っております。 

 続きまして、堀内委員からでございますけれども、過去にペナルティーが科せられた漁

協へ配分があるのかどうかを教えてほしいといった過去の超過との関係に関しての御意

見でございます。 

 過去に漁獲量の超過を起こした都道府県については、その翌年以降の管理期間における

配分から差し引くという対応を行っております。単年度で調整し切れない大きな量の超過

については複数年にわたって差し引くということで配分の公平性の担保を図っていると

いうところでございます。 

 知事管理量に関する配分、都道府県内の配分については知事の権限でなされるものです

けれども、関係の都道府県においては必ずしも漁協ごとに配分ではなくて地区ごとに配分

されるということと承知をしております。 
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 一方で融通について、これも御意見を頂いていますけれども、これについてはこの水政

審で御審議いただいて、この融通に関する実施取扱要領、実施要領ということで定めて昨

年度からルールに基づく運用を行ってきていると。過去の超過があって漁獲ができない都

道府県については、この制度を活用して採捕が可能となるよう指導しているところでござ

います。 

 あと、これも堀内委員からですけれども、この台湾からの移譲分 300 トンの扱いでござ

いますが、沿岸漁業、あるいは近海かつお・まぐろ漁業への優先配分が決まっているのに、

まき網に 50 トン配分というのは、というところの御質問でございますが、これは先ほど

の説明でも言及しましたけれども、台湾からの 300 トンを前提とした沿岸漁業及び近海か

つお・まぐろ漁業への優先配分ということについては、５月１日付の繰越し等による追加

配分で既に手当て済みということになっておりまして、今回の追加配分ではそこからの更

なる上積みということで、これまでのいろいろな取組ですとか、あるいはデータ収集上の

必要性等々を総合的に勘案しまして、沿岸 200 トン、近海かつお・まぐろ 50 トン、大中

型まき網 50 トンという配分をお示ししてお諮りしているということでございます。 

 続きまして、これも堀内委員で、大中型まき網の資源管理の取組について、自粛の時期

を違う時期にしてはどうかといったような御意見でございますけれども、こちらにつきま

しては、大中型まき網に限らず、関係する漁業それぞれにおいていろいろな操業上の制約

ですとか、そういったものを考慮しながら、可能な措置を導入して、クロマグロの漁獲枠

の数量管理に取り組まれているというものと認識をしているところでございます。 

 続きまして、これも堀内委員で、これは遊漁船の調査に関する御質問でございまして、

水産庁でやっている遊漁船調査の結果で、沿岸のマグロは増えているのに、遊漁の漁獲は

減っているというような形で、数値がおかしいんではないか、調査方法と回答率を示して

もらいたいというようなところ、あるいは遊漁に対する対策に関する御意見等を頂いてお

ります。 

 この調査の中身につきましては、細かい調査方法ですとかというような内容でございま

すので、別途堀内委員の方に御説明をすることとさせていただければというふうに思いま

す。 

 クロマグロ遊漁の管理ですけれども、これは遊漁者による採捕が十分把握されていない

というところがございますので、まずその実態把握に努めた上で、管理対応についての検

討を加速することとしたいというふうに考えてございます。 
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 あと、堀内委員からの 後の御意見として、消化率を高めなきゃいかんというような風

潮については、ちょっと考え方を改める必要があるんじゃないかと。資源を増やして、み

んなが獲れる状態に持っていくのが第一の目標じゃないかというような御意見でござい

ます。資源を増やして漁業者の皆さんが取れる状態にすることが大切という御指摘はその

とおりと考えてございますが、現在の都道府県の配分は 2012～14 年の基準年の漁獲実績

を基に配分してございますけれども、近年、地域による配分量の過不足が指摘されており

まして、現実に枠が足らず困っている状況の地域があると。一方で、例年のような来遊が

なくて枠を残す地域もあるということで、これは基準年と直近年で地域ごとのクロマグロ

の来遊状況が異なっているということが原因の一つであるというふうに考えております。

こういった状況に対応して、限られた漁獲枠を有効に活用するには融通の促進が重要では

ないかというふうに考えております。 

 また、資源が増加しているということを前提に、増枠を実現していくためには漁獲枠の

消化率というのも重要な要素であるというふうに認識をしております。 

 続きまして、井本特別委員からの御意見でございますけれども、クロマグロ資源の有効

活用ということで、枠の利用促進、あるいは漁獲枠の融通促進ということで、こちらにつ

いても有用なデータを得るといったところ、あるいは資源の有効利用という観点で融通促

進等を図っていきたいと思います。 

 後に若狭委員からの御意見でございますが、これは大中型まき網に対して配慮をして

もらいたいというような御意見でございまして、こちらについては御意見として承ったと

いうこととさせていただければと思います。 

 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す。 

 ただいまの御説明を受けまして何かございますでしょうか。 

 大森委員。 

○大森委員 今回の追加の枠の議論、これについては私も特段意見はございませんけれど

も、今伺った堀内委員の意見の中で２点ばかり。 

 まず一つは遊漁の関係です。お答えでも、実態把握に努めて管理の対応を加速していく

と、こういうことをおっしゃいましたけれども、こういう話が出て、もう何年たつかとい

うことです。クロマグロがＴＡＣ管理に移行してからも、特に沿岸の漁業者からの不安と

不満の声、これがずっと出ています。 



31 
 

 現実的にクロマグロを遊漁者が取って、そして市場で売っている実態、そういった部分

についての委員会指示の在り方とか、それからそれを把握したときに、どういう位置づけ

でそういった方々を指導していくのか。 

 クロマグロがＴＡＣ管理をされていて、国際的にもしっかりとしたこういった管理の下

にやっているということを遊漁者の方々に理解していただいて、これは我が国全体で責任

を持って世界に対して物申していかなきゃいけないわけで、是非対応の加速化というのを

具体的にどういうふうにしていくかということを早急にお示ししていただきたいという

のが１点。 

 それから、こういった繰越しなり融通、これをやって資源枠を活用していくことは我々

も了解した中でやっていきますので、それはいいんですけれども、消化率が一つの有効な

ことだということについては、以前も分科会の場で申し上げましたけれども、どういうふ

うに、この枠を管理していくか。来遊状況に応じて、確かに資源が来なかった地域がある

一方、資源を残す努力を引き続きして、それで場合によったら枠を大幅に残すと、こうい

う努力をしていっている地域がある中、単に消化率が高いということと、ごちゃ混ぜにし

ないように対応していただきたい。 

 この２点です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 ２点御意見いただきましたけれども、事務局からコメントはございますでしょうか。 

○資源管理推進室長 まず、遊漁の対応でございます。販売されているということもある

という、これもかねてから御指摘いただいているところでございますが、直近でやる話に

ついて申し上げますと、遊漁者が採捕したクロマグロを市場で販売するというところは、

場合によっては漁業を営むというところに該当し得るということで、沿岸くろまぐろ漁業

の無承認漁業、いわゆる広調委指示違反にも該当し得るというふうに考えております。水

産庁としては、遊漁で採捕されたクロマグロの市場での売却の実態を把握するとともに、

そういう承認を受けないで採捕されたクロマグロの販売・流通を防止する必要があると考

えております。 

 こういった中で、まず遊漁で採捕されたクロマグロの市場での売却に関する情報を水産

庁へ提供してもらうようにということで関係者に依頼をしていくということを考えてお

りまして、先日開催されました日本海・九州西広域漁業調整委員会において、そのことを

御説明したところでございます。 
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 ほかの二つの広調委につきましても今週、今日の午後と金曜日に開催予定となっており

ますので、そこでも御説明をし、その後、各都道府県にも話をしつつ、遊漁団体等に周知、

あるいは情報提供を求めていくという、まず第一歩としてこれをやるということとしてい

るところでございます。 

 あと融通なり消化率、あるいは残す努力というところでございますが、これは単純な問

題ではないというふうに思っておりますけれども、引き続きどういうふうに進めていくか

皆さんの意見を聴きながら、適切に進めていけるように対応したいと思います。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 よろしいでしょうか。 

 では、内田委員。 

○内田委員 ちょっと細かいところなんですが、19 ページの大型魚と西側海域での漁獲

データが十分に収集できていないという、この意味は、漁獲されていても報告されていな

いのか、それとも漁獲されていないのか、どちらなんでしょうか。 

○山川分科会長 よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 漁獲されていないということでございます。 

○内田委員 そういう意味ですか。 

○資源管理推進室長 ええ、そうでございます。 

○内田委員 分かりました。 

○山川分科会長 田中委員。 

○田中委員 実は私、日本海・九州西の広調委の会長をやっていまして、かつて、市場の

方から通報を受けて、遊漁者が水揚げしていると。注意を会長名で出したことがあったと

記憶しております。 

 そういう関係で、まず市場の方から情報を提供してもらう仕組みを考えるというのが大

事じゃないかということで、先日の広調委でもそういう方向で検討していただくというこ

とを承認していただいたところでございます。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 本日、オンラインで御参加いただいている堀内委員から御意見があるということですの

で、よろしくお願いいたします。 

○堀内委員 堀内です。 
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 私の先ほどの意見ですが、北海道の融通枠に関して、基本的に融通に関しては問題ない

のですが、一部漁協がペナルティーを科された状況の中で、その中身を精査しないまま北

海道へ融通するということは、これは全国のほかの漁業者への説明もないままに仮に漁獲

枠が復活されるようなことがあるのであれば、水産庁や北海道への非難が容易に想定され

ます。資源管理を推進していく行政として明確に指針なり、融通ルールを制定するべきで

あると思います。 

 今のペナルティーも関係なくやるということは、これは悪い先例を作る事例になりかね

ない。水産庁は都道府県に預けるのではなくて、その先もきちんと指導していかないと、

ペナルティーの有効性がこの先なくなると思います。どうでしょうか。 

○山川分科会長 魚谷資源管理推進室長、よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 基本的なところは先ほどの繰り返しとなりますけれども、知事管理

量に関しての配分ということについては知事の権限においてなされているということで、

北海道におけるクロマグロの知事管理量については、北海道の基本計画の中で、漁協ごと

ではなくて地区ごとに配分されているというふうに承知をしております。 

 あと、北海道の過去の超過による差引きについては道のルールに基づいて、第６管理期

間当初の配分量から一括して差引きされているということで、小型魚については採捕停止

命令が出されて、現時点において漁獲はできない状況になっていると承知をしております。 

○堀内委員 私が言いたいのは、この漁獲の融通がペナルティーを受けた地区に関しての

抜け道になる可能性がある。そこはきちんと管理していかないと駄目だと思います。 

 我々、北海道がペナルティーを科したとき、その年の漁獲は我々はもう中止しているん

です。水揚げもなくなっているんです。これは全国の漁業者の意見です。今のこの融通で、

もし─もうはっきり言いますけれども、南かやべに枠が行くのであれば、この融通はもう

ざる法みたいになって、抜け道になる可能性があると思います。いかがでしょうか。 

○山川分科会長 いかがでしょうか。 

○資源管理推進室長 過去の超過については差引きという形で、もうペナルティーとして

科されているというところで、更に融通されて、それを使うということまで止めないとい

けないというわけではないというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。 

○山川分科会長 いずれにしても、強い御意見を頂いたということで、御検討いただく必

要はあるかなというふうには思いますけれども。 

 では、御意見いただいたということでよろしくお願いいたします。 
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 ほかにございますでしょうか。 

 大森委員。 

○大森委員 太田審議官がお見えになっているので、コロナの状況はありますけれども、

昨日我々もＪＦグループの関係の会長さん方からＷＣＰＦＣ、これを何としても開催して、

増枠に向けた議論をしていただきたい、こういう強い要請もございましたので、今お話し

になれるようなことがあれば、お願いしたいと思います。 

○山川分科会長 太田審議官、よろしくお願いします。 

○資源管理部審議官 今年の予定は、もともとの予定ですと、７月の下旬にＷＣＰＦＣの

北委員会と太平洋の東側を管理するＩＡＴＴＣの合同委員会というのを福岡で開催して、

そこで増枠問題を話して、それがうまくいけば９月の北委員会に結論を送るということを

考えていたわけですけれども、７月下旬の福岡における開催というのが現実的にかなり厳

しいかなというふうに感じておりまして、日本はコロナの状況はかなりいい方向に向かっ

ておりますけれども、外国の方が日本に来られるのかという問題がございますので、可能

性としては、７月下旬の開催はかなり厳しいのではないかなというふうに考えております。 

 ただ、それで、いや、今年はやりませんというわけにもなかなかいきませんし、皆さん

の御要望もよく承知しておりますので、何とか延期という形で会議を開催して、増枠の話

ができないかということを今関係国といろいろ話をしているところでございますので、そ

れについてはもうしばらくお待ちいただければというふうに思っています。 

 以上です。 

○大森委員 よろしくお願いします。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 では、特に御発言なければ、諮問第 331 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 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。 

 では、続きまして、諮問第 332 号 内水面漁業の振興に関する法律第 30 条において準

用する漁業法第 58 条第１項及び第 58 条の２第４項の規定に基づきうなぎ養殖業について

公示すべき事項及び当該公示に係る許可の有効期間についてということで、事務局から資

料の説明をよろしくお願いいたします。 

○内水面漁業振興室長 内水面漁業振興室長の櫻井でございます。 
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 資料４－１を御覧ください。初めに、諮問文を読み上げます。 

 ２水推第 310 号。令和２年５月 27 日。 

 水産政策審議会会長、山川卓殿。 

 農林水産大臣、江藤拓。 

 内水面漁業の振興に関する法律第 30 条において準用する漁業法第 58 条第１項及び第

58 条の２第４項の規定に基づきうなぎ養殖業について公示すべき事項及び当該公示に係

る許可の有効期間について（諮問第 332 号）。 

 うなぎ養殖業につき、別紙の公示案により、許可をすべき水産動植物の総量及び許可を

申請すべき期間並びに許可の基準を定めるとともに、この公示に係る許可の有効期間を令

和２年 11 月１日から令和３年 10 月 31 日までと定めたいので、内水面漁業の振興に関す

る法律（平成 26 年法律第 103 号）第 30 条において準用する漁業法（昭和 24 年法律第 267

号）第 58 条第３項及び第 60 条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 １枚おめくりください。別紙も読み上げます。 

 農林水産省告示第  号。 

 内水面漁業の振興に関する法律（平成 26 年法律第 103 号）第 30 条において読み替えて

準用する漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 58 条第１項及び第 58 条の２第４項の規定

に基づき、うなぎ養殖業につき、その許可をすべき水産動植物の総量及び許可を申請すべ

き期間並びに許可の基準を次のように定める。 

 令和二年  月  日。 

 農林水産大臣、江藤拓。 

 一、許可をすべき水産動植物の総量。 

 にほんうなぎ 21.7 トン。 

 にほんうなぎ以外の種のうなぎ 3.5 トン。 

 二、許可を申請すべき期間。 

 令和２年６月 16 日から同年９月 15 日まで。 

 三、許可の基準。 

 農林水産大臣は、許可をしなければならない申請に係る養殖場の総数が次の各号に掲げ

る区分ごとに当号に定める養殖場の数を超える場合において、その申請のうちに現に当該

指定養殖業の許可を受けている者が当該許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可

に係る養殖場と同一の養殖場についてした申請があるときは、その申請に対して、他の申
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請に優先して許可をするものとし、この方法により許可をする者を定めることができない

ときは、公正な方法でくじを行い、許可をする者を定めるものとする。 

 にほんうなぎ 458。 

 にほんうなぎ以外の種のうなぎ 104。 

 備考。 

 １、この告示に係る許可（以下「許可」という。）の有効期間は、令和２年 11 月１日か

ら令和３年 10 月 31 日までとする。 

 ２、許可において定める水産動植物の量は、国内で一度も飼育されたことのないうなぎ

の量とする。 

 ３、許可には、次に掲げる内容の制限又は条件を付けることができる。 

 一、国内の養殖場で飼育されたことのあるうなぎ（以下「既養殖うなぎ」という。）を国

内における養殖の用に供するために出荷する場合には、当該既養殖うなぎの出荷先に対し、

当該既養殖うなぎの出荷年月日、出荷重量並びに出荷者及び出荷先の氏名又は名称を記載

した書類（以下「出荷書類」という。）を交付しなければならない。 

 二、出荷書類の交付がなされていない出荷に係る既養殖うなぎについては、これを養殖

してはならない。 

 三、既養殖うなぎを養殖したときは、その都度遅滞なく、当該既養殖うなぎに係る出荷

書類の写しを農林水産大臣に提出しなければならない。 

 四、にほんうなぎ以外の種のうなぎを養殖する場合には、当該うなぎを公共の用に供す

る水面に放出してはならず、また、当該うなぎの逸出を防止するために必要な措置を講じ

なければならない。 

 次に、公示案の内容について御説明します。１枚資料をめくって、資料４－２を御覧く

ださい。 

 趣旨でございますが、内水面漁業の振興法に基づいて、うなぎ養殖業、養鰻業が農林水

産大臣の許可を受けなければ営んではならない、とされておりますので、その許可を行う

ために、水産動植物の総量等を公示するというものであります。 

 ２の概要のところを御覧ください。 

 許可をすべき水産動植物─シラスウナギということですが、それの総量は国際的な枠組

みに基づいて日本の総量が規定されております。これにつきましては、前漁期と同等に、

にほんうなぎについては 21.7 トン、その他のうなぎについては 3.5 トンということで公
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示をしたいということでございます。 

 それから、許可を申請すべき期間につきましては、11 月１日からの許可ということでご

ざいますが、審査に一定の期間を要するということを踏まえて、６月 16 日から３か月間

ということにしたい。 

 それから、今回新しい公示の内容として、許可の基準ということを定めております。こ

れにつきましては、養殖することができるウナギの総量を定めてずっと運用してきました

が、実態として養殖場の数は増加傾向になっております。このままの傾向で養殖場の数が

無制限に増加するようなことになれば、経営体の規模縮小を起こし、ひいては経営基盤の

脆弱化につながるおそれがあるということで、これを防ぐ必要性があるということで、今

回新たに基準として、許可をするニホンウナギの養殖場の総数について、現有数をベース

にして、ニホンウナギが 458、その他のウナギの養殖場の総数については同様の考えで 104

ということで公示をしたいということであります。 

 それから、許可の有効期間につきましては、これは従前からですけれども、国際協議の

結果によって日本の総枠が決まるというようなことで、変更があるということを踏まえま

して、短期許可ということで１年間の有効期間ということにいたしたい。 

 めくっていただきまして、⑤は省略いたしまして、今後のスケジュールとしては、公示

日は申請期間の前日、本年６月 15 日。それから、許可日につきましては 11 月１日という

ことを予定しております。 

 それから次の資料、資料４－３～４－５については後ほど御覧いただければと思います。 

 次に、後ろの方ですけれども、参考１。許可の公示の内容とは直接関わりませんが、今

漁期のシラスウナギ、稚魚の池入れ動向について横紙のカラーの資料がありますので御説

明しておきたいと思います。 

 黄色の枠の部分を御覧いただきますと、シラスウナギは御存じのとおり、採捕量も年変

動激しいということなんですけれども、今漁期は我が国もそうですが、ニホンウナギ、シ

ラスウナギの資源を共有します台湾、中国はじめ東アジア全域で採捕が好調でした。国内

においても池入れが順調に進みまして、かなり早い時期だということだと思いますけれど

も、３月下旬にはかなり池入れが進んだということで、県によってはもう４月上旬でシラ

スウナギの採捕を終了するということで、来遊量が少ない年には、５月末までが漁期とな

っておりますので、今でもまだやっているようなときもあるみたいですけれども、今年に

つきましては４月上旬で終了したところもかなりあったということです。 
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 下の棒グラフを御覧いただきますと、左側が経年変化です。それで、右側の方に三つあ

る棒グラフは近年のというか、４月末時点の３年間のもので、貿易統計が同じ時期のもの

がまだ出ていませんので、赤色の部分の輸入量が今年は確定していませんが、直近３月ま

でだと３トンというふうになっておりまして、その後ほとんど輸入がないということだと

しますと、国内採捕量は 17.1 トンということになりますので、これを左側と比べていた

だきますと、国内採捕量が 17 トンを超えるというのは、平成 26 年以来。平成 26 年とい

うのは、今の制度がまだできる前、許可制もそうですし、その前の年、１年だけ届出制を

布いていましたけれども、その更に前ということになるので、これぐらい好調であったと

いうことが御覧いただけるかと思います。 

 そういうことも踏まえて次の漁期の公示をして、次の許可に向かう手続を進めていきた

いということでございます。 

 説明については以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問等ありましたら、よろしくお願いいた

します。 

 内田委員、よろしいですか。では、よろしくお願いします。 

○内田委員 ニホンウナギ以外の入った種とか、そういうのは押さえられていますか。 

○内水面漁業振興室長 貿易統計しかデータがないんですけれども、貿易統計は種の区別

をしておりませんで、データとしては出てこないということですが、稚魚については、ほ

ぼ大半というか、ほとんどビカーラだというふうに我々は認識しております。 

○内田委員 ありがとうございます。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 では、特にほかに御発言がなければ、本日出席いただけなかった方からの御意見等ござ

いますでしょうか。 

○内水面漁業振興室長 委員と特別委員から御意見等は頂いておりません。 

○山川分科会長 ありがとうございます。 

 では、諮問第 332 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。 
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 それでは、諮問第 331 号と 332 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。 

 ２水審第３号。令和２年５月 27 日。 

 農林水産大臣、江藤拓殿。 

 水産政策審議会会長、山川卓。 

 令和２年５月 27 日に開催された水産政策審議会第 101 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 331 号 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の変更（令和２年漁期の

くろまぐろの漁獲可能量の設定等）等について。 

 諮問第 332 号 内水面漁業の振興に関する法律第 30 条において準用する漁業法第 58 条

第１項及び第 58 条の２第４項の規定に基づくうなぎ養殖業の公示について。 

 それでは、この答申書を藤田資源管理部長にお渡しいたします。 

                  （分科会長から藤田資源管理部長に答申書手交） 

○山川分科会長 続きまして、審議事項に入ります。「我が国の海洋生物資源の資源管理

指針」の一部改正について、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 それでは、資源管理指針の改正につきまして御説明をさせていただ

きます。 

 資料５を御覧ください。 

 資源管理指針については、今後の水産資源管理の在り方について国が定める基本的な方

針でございまして、水産資源に関する管理方針及びこれを踏まえた具体的管理方策を魚種、

あるいは漁業種類ごとに定める内容となっております。 

 今回の主な改正点は、魚種及び漁業種類の追加でございます。具体的には、遠洋で底魚

を対象とする漁業種類を４種類追加することとしております。その４種類といいますのは、

まず北西大西洋漁業機関─「ＮＡＦＯ」と呼んでいるものでございますが、この海域でカ

ラスガレイとアカウオを主に漁獲する遠洋底びき網漁業。 

 続きまして、南インド洋漁業協定─「ＳＩＯＦＡ」と呼んでおりますが、この海域でキ

ンメダイを主に漁獲する遠洋底びき網漁業。 



40 
 

 三つ目として、南東大西洋漁業機関、これは「ＳＥＡＦＯ」と呼んでいますが、この海

域、そして、その周辺他国ＥＥＺでマルズワイガニ、これはアフリカオオエンコウガニと

も言いますけれども、これを主に漁獲する遠洋かにかご漁業。 

 後、四つ目として、南極の海洋生物資源の保存に関する委員会（ＣＣＡＭＬＲ）、あと

先ほど言いましたＳＩＯＦＡ及びＳＥＡＦＯの海域でメロ類を主に漁獲する遠洋底はえ

縄漁業。 

 この四つでございます。 

 記載内容としましては、それぞれの漁業が主に対象とする資源につきまして資源の動向

等を整理した上で、各漁業種類の取り組む内容を記載してございます。 

 取組の内容は、各地域漁業管理機関の資源管理の措置を遵守するほか、自主的な取組と

して、休漁などにより漁獲圧を増やさないような管理をしていくこととしております。 

 その他、今回の追加に合わせまして字句の整理を行っております。これはこれまで北太

平洋漁業委員会（ＮＰＦＣ）の海域で操業する遠洋底びき網漁業を記載しておりましたけ

れども、今回の改正で他の海域での遠洋底びき網漁業も追加しておりますので、海域別に

区別できるように記載を修正しております。 

 変更部分は資料５の２ページ以降の新旧対照表で御確認を頂ければと思います。 

 10 ページ以降は、変更部分を反映した全体版でございますので、後ほどお目通しいただ

ければと思います。 

 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す。 

 ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問等ありましたら、よろしくお願いいた

します。 

 特にございませんでしょうか。 

 それでは、本日出席いただけなかった方からの意見がありましたら、事務局から説明を

よろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 特に意見は頂いておりません。 

○山川分科会長 では、特に御発言がなければ、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。 
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 続きまして、報告事項に入ります。 

 事務局より報告事項が２件あるということです。 

 まず、漁獲可能量留保枠の配分について、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 それでは、資料６を御覧ください。漁獲可能量留保枠の配分につい

てということでございます。 

 こちら、昨年 12 月の第 98 回の分科会において、マアジ、マイワシ、マサバ、ゴマサバ

の漁獲可能量の留保枠からの配分のうち、「形式的な類型」に当てはまるものについて、

基本計画の変更につきまして水政審への諮問・答申を経ずに事後報告による対応を可とす

ることを御了承いただいたところでございます。 

 考え方は、３ページ目以降の別添の一番後ろに図を付けてございますけれども、具体的

には、採捕実績が配分数量の 75％に達した場合に、その月のその時点までの漁獲状況か

ら、その月、あるいは翌月までの漁獲量を予測して、その分を追加配分するという仕組み

でございます。 

 このルール、仕組みに基づきまして、本年３月以降、マサバ・ゴマサバ及びマイワシに

つきまして追加配分が行われたということで、その御報告でございます。 

 具体的には資料の２ページに表でお示ししてございまして、太平洋の海域のマサバ・ゴ

マサバにつきまして、３月 25 日以降、宮崎県に対して３回、合計２万 2,000 トン、日本

海のマイワシにつきまして、３月 24 日に大中型まき網漁業に対して 6,000 トンを配分し

たということでございます。 

 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。 

 ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問等ありましたら、よろしくお願いいた

します。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本日御出席いただけなかった方からの御意見がありましたら、事務局から御

説明をよろしくお願いいたします。 

○漁場資源課長 井本特別委員の方から御意見を頂いております。 

 具体的には、マイワシ対馬暖流系群についてでございますけれども、ＡＢＣが前年から

４割減少していますが、山陰沖で濃密な魚群が形成されており、大中型まき網の４月末ま

での漁獲量は過去５年平均の６倍以上になるなどの状況を踏まえ、必要な場合には令和２
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年漁期の資源の再評価やＴＡＣの期中改定を行ってほしいという御意見を頂いておりま

す。 

 これに関しましては、マイワシ対馬暖流系群の再評価につきましては、令和２年漁期は

2020 年１月～３月にかけて山陰沖では豊漁である一方で、九州沿岸では漁獲量が低調に

推移してという状況でございます。系群全体では 2020 年漁期のＡＢＣ、10 万 8000 トンを

超えて漁獲される可能性は低いというふうに考えられておりまして、再評価の予定はござ

いませんという回答でございます。 

 なお、マイワシは令和３年漁期のＡＢＣ算定により、ＭＳＹ水準に基づく新しい評価手

法に移行する予定ということでございます。 

○資源管理推進室長 あと、井本特別委員の方からは、ＴＡＣの期中改定に対する御要望

も頂いております。再評価に関しましては、今、江口課長から説明があったとおりですけ

れども、再評価を仮にやったとしても、再評価結果を踏まえたＴＡＣの期中改定というこ

とにつきましては、まず 新年の加入量について、その仮定値を使用することに伴う評価

の不確実性が大きいということで、１年後の評価をしたときに、漁獲データに基づく推定

値に更新された結果、ＡＢＣが下方修正されるおそれがあるということ、あと再評価でＡ

ＢＣが下方修正されてもＴＡＣの引下げを行うというのは運用の実態からして困難であ

ると。そういった課題がございまして、資源の適切な管理という観点からは、そういった

ことをやるということについては慎重な検討が必要であると考えてございます。 

 こういったことから、来遊量の変化により数量の不足が生じた場合の対応としては、現

在の留保枠からの配分ということで対応していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○漁場資源課長 もう一点、井本委員の方から御意見がございまして、次期以降に関して

ということでございますが、本年の山陰沖の濃密な魚群形成があった場合など、ＴＡＣ別

年級群の発生を示すような状況変化を迅速に資源評価やＴＡＣ設定、追加配分に反映でき

るようにすべきと。 

 また、引き続き資源評価の精度向上を図るとともに、現場への丁重な説明や意見交換に

努めてほしい。 

 こういう御意見を頂いております。 

 これへの回答でございますが、令和２年漁期のイワシの加入につきましては、2020 年の

漁獲の過程に反映できるよう努めるということと、資源評価手法等について現場の理解と
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納得を深めるよう努力したいというふうに考えております。 

 なお、水産研究・教育機構によりますと、今回のマイワシの漁場形成につきましては表

面水温の分析から、水温低下とともに、日本海北部からマイワシが南下してきた可能性が

あるというふうに考えられています。令和２年度の資源評価におきましては、2020 年、今

年の１月～３月にかけての豊漁を反映できる手法、評価手法によって令和３年漁期のＡＢ

Ｃを算定する方向を検討しているというところを聞いております。 

 現場への説明、意見交換、これは現場の状況を資源評価に反映する上でも非常に重要だ

というふうに考えておりますので、丁重な説明、意見交換に努めてまいりたいというふう

に考えております。 

 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。 

 ただいまの御説明に関しまして、何かございますでしょうか。 

 田中委員。 

○田中委員 関連してなんですが、今、期中改定の話が出たんですけれども、この先、新

しい管理になった場合には期中改定は行われないというふうに私は理解しているんです

が、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○山川分科会長 いかがでしょうか。 

○資源管理推進室長 基本はそうでございます。そういう考え方で。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 では、特にほかに御発言がなければ、次の報告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。 

○管理調整課長 管理調整課長でございます。 

 資料７を御覧ください。 

 構造改革対策事業、もうかる事業、がんばる漁業の進捗状況についてでございます。 

 今般、大中型まき網漁業の２件の実証プロジェクトが終了しまして、本許可に移行しま

すので、その状況を報告いたします。 

 １ページでございます。大中型まき網の合理化として、安全性、居住性、作業性向上の

ための大型化で、船団の隻数を縮減することで適切に資源管理を行いながらコストを削減

し、経営の安定を図るという取組でございます。 
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 ２ページをお願いいたします。 

 この改革に際し、網船のトン数規制を超える取組となるということでございまして、許

可に関する取扱方針に従いまして、ここにありますとおり実証しながら本許可を進めてお

るというところでございます。 

 ３ページでございます。今回の事案でございます。 

 第十八喜代丸の状況でございます。主に九州北西海域、東シナ海北部海域において操業

を行っておりまして、上の表のとおり 199 トンの網船、266 トンの運搬船を導入して、船

団を５隻から４隻に縮小ということで操業の転換を図るということでございます。 

 下の表、漁獲量を同様の操業形態の他船団と比較しております。実証前に比べて実証開

始後の漁獲能力は増大しておらず、資源管理上問題ないと認められるということでござい

ます。 

 ４ページ目、次の船団。こちらは２船団ございます。八十一大栄丸船団、八十二大栄丸

船団の状況でございます。これも主に東シナ海海域において２船団、３隻の共同運搬船を

使用したグループ操業を行っているということでございます。 

 上の表のとおり、199 トンの網船１隻を導入しまして、２船団では９隻から８隻体制に

転換を図ってございます。 

 下のとおり、漁獲量を同様の他船団と比較しております。実証前に比べて漁獲能力は増

大しておらず、資源管理上問題ないものと認められるということでございます。 

 当該１船団プラス２船団の３船団でございますが、２ページの許可の取扱方針に照らし

て問題ないものと認められることから、実証試験終了後、本許可を行っていくとしていま

す。 

 以前より御説明しているとおり、この構造改革の取組は、このように透明性ある形で御

説明しながら、沿岸漁業にも十分配慮しながら実施していきます。 

 資料の６ページ以降は、これまでのもうかるの実施状況、９ページはがんばる漁業の実

施状況でございます。 

 説明は以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問等ありましたら、よろしくお願いしま

す。 

 大森委員。 
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○大森委員 本件の中身についてということではありませんけれども、 後に廣野課長が

申し上げられたとおり、この２ページにもありますけれども、もうかるの実証の後に本許

可に移っていくに当たってのことであります。 

 まずは実証事業の始まる前に対象となる海区に関係する沿岸漁業者についての丁寧な

説明、これは間違いなく今後もお願いしたいということが１点。 

 それから、この実証について、ここにも書いてあるとおり「海区によって対象魚種、操

業条件が異なる」ということで、この実証を始めるときに、例えば新たな漁場を実証する

というときにも対象魚種というのは定めるわけですので、本許可に移るときに、アンダー

ラインが引いてあるよう、「それぞれの海区における取組み状況を踏まえて当該海区ごと

に本許可とする」という部分についても、やはり魚種という部分が 初に設定、この実証

事業が始まったときの定められた部分ということが、本許可になるときに突然変わってい

くというようなことがあってはなりませんし、そういったことも含めて、しっかりと沿岸

の関係漁業者に説明をしていただいた上で進めていただきたいということであります。よ

ろしくお願いします。 

○管理調整課長 ありがとうございます。これまでも必要な沿岸の方には御説明しながら

進めてきておりますし、これからもしっかり取り組んでいきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 では、特に御発言なければ、その他に移りたいと思います。 

 その他ですけれども、何かございますでしょうか。 

 廣野管理調整課長。 

○管理調整課長 お時間もあれですのでコンパクトに御説明したいと思いますが、資料の

一番 後に、すみません、表題はありませんが、令和２年度水産関係補正予算説明資料と

いうことで、コロナ対策の予算についての資料を付けてございます。皆さん御存じのとお

り、コロナ関係でいろいろな産業に影響が出ておりますが、漁業においても例外ではなく

て、特に飲食業で需要があったような値段の、比較的単価の高い魚がまず大打撃ですし、

それ以外もいろいろな影響を受けているということでございます。 

 それで、令和２年度の今あります補正予算の説明資料を御用意いたしておりますので、

この場で詳細な説明はできませんが、系統、それからいろいろな団体を通じて、日本の漁

業者がしっかりこの対策を活用できるように我々も努めておりますので、この場を借りて、
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それを改めてお願いしたいということでございます。 

 中身については、これはパンフレットですので、系統団体を通じて、それから水産庁の

ホームページにも中身も載っていますし、これより詳しい資料も水産庁のホームページに

はありますが、１ページずつ、１～７まで表紙を見ていただくとございます。 

 まず一つは、漁業者の資金繰り支援で、これは融資の対策がまずあるということ。 

 それから、二つ目に積立ぷらすの基金の積み増しと特例措置の導入ということで、収安、

収入安定対策事業の対策を取っております。 

 三つ目、過剰供給の平準化、いわゆる調整保管の事業もコロナ対策で取り組んでいると

いうことでございます。 

 四つ目、いろいろな研修生をはじめとして労働力確保が問題になっていて、水産の部分

についての対策も取っているということでございます。 

 五つ目、水産物の販売促進でございます。先ほど申しましたが、販売が滞っているとい

うことがございますので、それをいろいろな形で、給食で提供していただくことなんかも

含めて、それからネット販売なんかも含めて支援していくというのが五つ目でございます。 

 六つ目、七つ目は全産業横断でございますが、ここをしっかり理解されているといいと

思うんですが、漁業者等もしっかり対象になっていますので、まずこの全産業横断の雇用

調整助成金、それから持続化給付金、これをまずしっかり活用していただいて、その上で

上の水産特別の対策もありますので、これについても是非御活用いただきたいというもの

でございます。 

 簡単ですが、説明は以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 ただいまの件につきまして、何かございますでしょうか。 

 田中委員。 

○田中委員 お願いなんですが、５ページ目に水産物の販促の大きな事業があって、これ

は事業主体、都道府県もできる格好に書かれているんですが、系統だけじゃなくて、そち

らの方への周知もどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○山川分科会長 廣野管理調整課長。 

○管理調整課長 都道府県につきましては、水産庁の中でそれぞれ都道府県ごとの担当を

決めまして、相談に応じるような体制で、都道府県の水産担当とはしっかりやり取りをし

ているところです。ありがとうございます。 
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○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 では、特にございませんでしたら、次回会合の日程について事務局から御案内をよろし

くお願いします。 

○管理調整課長 事務局でございます。 

 次回の資源管理分科会、８月下旬を目途に開催をお願いしたいと思っております。それ

以前に緊急な事態があれば、この限りではないということでございますが、日程につきま

しては後日事務局から調整いたします。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いては、これで全て終了いたし

ました。本日は長時間にわたり御議論くださいまして、ありがとうございました。 

 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。 


