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午後 １時３０分 開会 

○中管理課長（司会） それでは、予定の時刻となりましたので、ただいまから第４回く

ろまぐろ部会を開催させていただきます。 

 私は本日の事務局を務めます、管理課長の中と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 最初に事務的なお願いでございますが、ご発言の際には挙手いただいて、目の前にマイ

クをご用意しておりますので、山川部会長のご指名を得た上でご発言いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、委員の出席状況について報告いたします。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、部会の定足数は過半数とされております。本日は、く

ろまぐろ部会委員５名中全員の皆様にご出席をいただいております。したがって、定足数

を満たしております。この件についてご報告いたします。 

 では、次に配付資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の封筒の中に、一番上に議事次第、資料一覧、資料１として委員名簿、資料２と

してくろまぐろ部会での意見聴取における各種漁業種類からの主な意見について。Ａ３の

大きなもので、これは折り畳んだものでございます。それと資料３、第５管理期間以降の

配分及び管理に関する論点について。あと参考資料として、太平洋クロマグロの資源管理

についてを入れさせていただいております。 

 漏れ等ございましたら、事務局係員にお声がけいただければと存じます。 

 報道関係のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、撮影の方はここでご退席

をお願いいたします。 

 それでは、山川部会長、よろしくお願いいたします。 

○山川部会長 本日は、当くろまぐろ部会に委員の皆様、ご出席くださいましてありがと

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たいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 本日は、第２回及び第３回で行いました参考人からのヒアリングに基づいて総合討論を

行いたいと思います。多くの参考人からさまざまなご意見が出されましたけれども、それ

らのご意見を取りまとめた結果について、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○岩本推進室長 資料２に基づきまして説明をさせていただきます。 
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 第２回と第３回のくろまぐろ部会でご意見をいただきましたものを、大きく配分方法に

関する意見ということで、まず最初にまとめさせていただきまして、次に管理に関する意

見ということでまとめをさせていただいてございます。資料に基づきまして順番に、配分

方法に関する意見のほうからご紹介をさせていただきます。 

 まず１ページ目でございますが、縦に配分に関する意見のカテゴリー分け、横のほうに

それぞれの漁業種類ごとに意見を記載させていただいております。全ての意見を記載する

ということは非常に難しい状況もございましたので、主な意見ということでまとめさせて

いただきました。中でも、主なものをご紹介させていただきたいと思います。 

 まず枠配分全般についてですが、沿岸漁業からは、まず漁船漁業の方々からは、沿岸漁

業への漁獲枠配分の配慮をお願いしたいという意見。また、定置の方からは、定置網漁が

継続できるような現実的な配分、こういった意見に加えまして現状維持を要請するという

ご意見。また、近海かつお・まぐろ漁業の方からは、ＷＣＰＦＣの基準年である2002－

2004年平均の実績どおり割り当ててほしい。まき網漁業からは、現在獲り控えている漁業

とそうでない漁業を考慮すべき。また、養殖の方からは、天然種苗は必要な状況だという

ご意見がございました。 

 続きまして、２ページ目、お願いいたします。 

 ここからは、今後資料３に基づき総合討論をいただくんですけれども、そのカテゴリー

とも関連するような形での区分けをしてございます。 

 まず初めに、漁法の特性に起因する事象ということで、専獲・混獲に関して、漁船漁業

の方からは、専獲・混獲の違いを考慮していただきたいという意見。定置の方からは、漁

法の特性による資源管理のあり方も評価。まき網の方からは、漁労上、混獲を避けられな

いというご意見がございました。 

 また、経営への依存については、漁船漁業の方からは、くろまぐろへの経営依存も総合

的に判断してほしい。まき網の方からは、くろまぐろは６月の水揚げの90％を占める主要

な魚種。また、乗組員の数も九州西方沖だけでも1,000人を超えるというようなご意見が

ございました。 

 続いて、混獲回避の負担ですとか他の漁業への影響についてですけれども、漁船漁業の

方からは、大型魚を狙った採捕であっても、小型魚を放流するのが大変。放流行為自体に

危険が伴う。漁場にくろまぐろが居着いて漁にならない。これはイカ釣りを想定した発言

でありました。また、定置の方からは、放流にはさまざまなコストがかかるので加味して
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ほしい。まき網の方からは、混獲が多いときは漁場の移動や網の開放などを行っていると

いうご意見がございました。また、近海かつお・まぐろからは、３ページ目にございます

けれども、自粛操業によって、多くの漁業者が漁場や漁具の変更、また大型魚の放流を余

儀なくされたというご意見がございました。 

 続いて２番目のカテゴリーに入りますけれども、まず最初の①番の資源に与えるインパ

クトでございます。漁船漁業の方からは、資源に与えるインパクトは、資源減少と連動し

ている。また、定置の方からは、資源減少の原因をつくった漁業種類が我慢をすべきでは

ないか。まき網の方からは、それぞれの漁業種類が資源に影響を与えており、それぞれが

責任を持って資源管理に取り組むことが必要というご意見をいただいております。 

 続いて、これまでの資源管理の取り組みへの評価ですけれども、漁船漁業の方からは、

３年間取り組んできて、小型魚が多くなっているというご意見。定置の方からは、努力量

規制を長年にわたって実施しているというご意見。まき網漁業の方からは、資源管理にこ

れまで協力して漁獲を抑えてきた分、きっちりと評価してほしいという意見でございます。 

 次に、４枚目でございますけれども、２の③、まき網への配分ということです。漁船漁

業の方からは、まき網漁業への配分の削減を求めるご意見、まき網漁業の方からは、まき

網は実績ベース以上の削減を受け入れて枠を守ってきているというお話がありました。ま

た、養殖業者の方からは、この発言をいただいた経営体では、まき網種苗は75％、曳き縄

種苗が25％というご意見、また、成長の異なる曳き縄からの種苗も必要だというご意見を

いただいております。 

 続きまして５ページに移ります。 

 地域経済、漁協への影響ですけれども、漁船漁業の方からは、まぐろの流通などで生活

している方々への影響、また、漁協として水揚げ手数料が減少するというご意見。かじき

流し網漁業の方からは、気仙沼に水揚げすることが多いけれども、加工業者に対する影響

があるというご意見。まき網業者の方からは、太平洋では塩釜港にまぐろの加工・流通が

あって、水揚げしても９割ぐらいが地元流通になっているというご意見と、境港において

は重要な魚種になっていて、ある程度ボリュームがなければ水揚げの体制を築けないとい

うご意見がございました。また、養殖業者の方たちは、離島の漁業者としては、地元の曳

き縄と共存共栄が基本と考えているというご意見がございました。 

 続いて、資源評価に用いるデータの収集と精度の維持ということで、カテゴリーの４番

目に移りますけれども、まず漁船漁業の方からは、曳き縄によってゼロ歳魚の加入量調査
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が行われているというご意見があったということと、近海かつお・まぐろ漁業の方たらは、

ＩＳＣでの親魚資源量推定に近海かつお・まぐろ漁業のデータが使用されているというお

話はございました。 

 続いて、６ページをお願いします。 

 配分の根拠となる実績基準年のとり方ということで、漁船漁業の方々から、またまき網

漁業の方からもご意見をいただいておりますが、基準年については、それぞれ考え方が違

うということでご意見をいただいております。 

 ４番目に、その他留意すべき事項ということで、外国漁船との関係で漁船漁業の方々か

らは、台湾漁船に関連するご意見、また、まき網漁業の方からは、東シナ海での中国漁船

に関連するご意見がありました。 

 これまでが配分方法に関するご意見でございまして、次の７ページ目から管理方法に関

する意見ということで説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、国内ルールに関する事項ということで、留保の取り扱いについては、留保を最小

限にとどめるべきというご意見。また、漁期内に留保が活用できるようなルールをつくっ

てほしいというご意見。あと、まき網漁業者の方からは、国の留保は不要というご意見も

いただいております。 

 また、次の大臣管理分の漁業種類の区分につきましては、大型魚につきましても小型魚

と同様に区分を分けてほしいというご意見、③の都道府県の漁獲枠管理につきましては、

現状、月ごとに細分化するような管理をお願いしているところでありますけれども、これ

を見直ししてほしいというご意見、あとは計画数量を変更する際の手続の簡素化、あと北

海道のゼロ配分の見直しというご意見をいただいております。 

 漁獲枠の融通につきましては、話し合いを行って融通するようなシステムというものを

ご提案をいただいております。 

 続いて、国際的なルールに関する事項ですけれども、まず①の漁獲枠の区分につきまし

ては、小型魚と大型魚の一本化した数量管理についてのご意見、また、重量ではなく尾数

管理を検討してほしいというご意見、次の②獲り残し時の繰り越しルールにつきましては、

獲り控えた枠の一部を次の管理期間に繰り越せないかというご意見、③の複数年管理の実

施については、２年以上の複数年の管理を検討してほしいというご意見。 

 次に、８ページに移りますけれども、共通事項及びその他につきましては、３点ほど項

目がありまして、今後、増額したときの対応をどのようにするかというご意見、あとは漁
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獲証明制度に関するご意見、あと、積立ぷらすに関連する支援措置の話と、定置網漁業の

方からは技術開発のほうを国のほうでお願いしたいというご意見、こういったご意見をい

ただいたということでございます。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 事務局からご説明いただいたとおり、この表では、ご意見の代表的なものを幾つかのカ

テゴリーに分類して掲載しております。カテゴリーごとに漁獲可能量の配分のあり方につ

いて、現状の考え方の中で、例えば、見直すべき事項だとか、追加すべき事項といった要

素があるか、ということを議論していければと思います。 

 議論に際して、論点となる事項をまとめたものとして資料３、Ａ４の１枚紙を用意いた

しました。議論はこの順に沿って行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 まず、資料２の最初に枠配分全般ということでまとめられていますけれども、これは全

体に関わってくるような内容で、後の個別の事項を検討する中で関連してくることだと思

いますので、これについては特にここで取り上げなくてもよいと思います。 

 次のページの１番、漁法の特性に起因する事項で、①として専獲・混獲、経営への依存

度、それから②として混獲回避の負担や他の漁業への影響、そういったことに関してさま

ざまな意見が出ましたけれども、このうちのどの点を評価していくべきか、ご意見いただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 では、田中委員、よろしくお願いします。 

○田中委員 田中でございます。 

 いずれも考慮したほうがいいと思います。経営の依存度については、一般論で言うと、

やはり経営依存している方を優先というのが普通の考え方ではないかというふうに思いま

す。 

 それから、混獲回避についても、やはり負担の大きい漁業と、そうでもない比較的やり

やすい漁業というのがありまして、それによって、やはり経営的な負担も大きいというこ

とになろうかと思います。一般論ではありますが、その点は少し考慮してあげたほうがい

いのではないかと。 

 以上です。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 東村委員。 
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○東村委員 東村でございます。 

 混獲という話になったときに、他魚種との、他の魚を狙っているんだけれどもくろまぐ

ろが入ってしまう場合の混獲と、それから大型のくろまぐろを狙っているんだけれども小

さいまぐろが入ってしまう混獲というのが混在して、考慮すべき事項として出ております

ので、分けるべきかと思います。 

 その理由としましては、大型・小型問題というのは、これからまず大型が増えるのが期

待されていますが、その大型の中でも、30キロ前後というのが見分けがつかないと現場か

ら聞いています。例えば30キロを超えていると思って揚げてみたら28キロでしたとか、そ

ういったことが起こり得るのと、そうではなくて、もうくろまぐろ自体が入った時点、本

当は他の魚を獲っているんだけれども逃すというのとは、意味合いが違うと思います。し

たがってそういう考え方も必要と考えております。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 ただいまの専獲・混獲については、他の魚種との混獲というのと、それと、小型魚と大

型魚の混獲という問題の、それぞれを考慮すべきというのは理解できるんですけれども、

例えば他の魚種の専獲・混獲というときに、ある漁業種類では混獲があって、その他の本

当に獲りたい魚種の漁業への影響が出てしまうから、その点、混獲があっても操業できる

ような、そういう配慮をしてもらいたいという漁業種類もあれば、逆にこちらはもう、ま

ぐろ専獲でやっているんだから、混獲でたまたま獲れるというような漁業種類よりも、こ

ちらはそれにまさに生活がかかっているんだから、そちらのほうを優先してほしいという

意見の、両方の意見があるわけですね。そうしてくると、それをどういうふうに反映させ

ていったらいいのか。何か具体的なルールとして良い知恵が出てくるのかどうかというこ

とがあり得ると思います。 

 それから、先ほど田中委員がご指摘いただいたコストの問題ですね。管理コストとかの、

いろんな実情をそれなりに考慮すべきというような点も、ルールとしてどういう具体的な

ものがあり得るのか、その点の議論が恐らく必要になってくるという気もします。 

 それからあと、小型魚と大型魚の区別をどうするのか。混じって獲れてしまう問題につ

いて、それは後ろの方で、管理方法に関する意見という、一番最後の部分ですね。２の国

際的なルールに関する事項という中で、①の漁獲枠の区分（小型魚・大型魚別）というと

ころに、例えば沿岸漁業の方々から小型魚と大型魚の上限を一体化したトータルでの数量

管理を検討してほしいですとか、あるいは、その真ん中あたりに「大型魚・小型魚（上限
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あり）を包括した柔軟な漁獲量規制を提案。例えば大型魚30トン、小型魚50トンの場合

『合計80トン。ただし、小型魚は50トンを超えてはならない。』」とか、こういったご意

見があったりしたわけですけれども、こういうことにも絡んでくるのかなと思います。 

 実際、こういうことがＷＣＰＦＣのルール上、許されるのかどうかということですね。

それについては前回も水産庁のほうから、どうなんだろうというような回答も得たように

思いますが、こういったことも考えながら、具体的に、では小型魚と大型魚をどう扱って

いくのかといった議論が必要になってくると思いますけれども、いかがでしょうか。 

 栁内委員。 

○栁内委員 栁内でございます。 

 混獲問題は非常に難しい問題だと、日本の漁業者は長年頭を悩ませているところだと思

います。それから、依存度に関しても、依存度が高い漁業のお気持ちも、依存度が低いゆ

えの難しさも、これはもう気持ちの問題として皆さん共通に理解できるところだと思うん

です。この難しい混獲問題を、山川先生も仰るとおり、何か数値化できるような指標があ

り得るのか、なかなか答えが見つからず来ているところかなと思っていまして。すると、

数値的なものというと、一種経営へのダメージという尺度になっていく観点も一つあるの

かなと。それは積立ぷらすだったり、何らかの各種施策というところで経営をフォローし

ていくというのが主流かと。そちらの話と、この配分枠の話とはまた別次元にも感じてお

り、混獲論議は、古くて新しい非常に難しい問題だと漁業者は常々考えております。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 今の問題に関しまして、他の委員の方々、いかがでしょうか。 

 大森委員。 

○大森委員 専獲・混獲に係る依存度を配分の論点の一つのファクターにするというのは

そんなに単純な話じゃないわけですけれども、私もこれは見るべきじゃないかと思ってお

ります。 

○山川部会長 その場合、何か数値的な判断基準みたいなものがあり得るのかどうかとい

うあたりはいかがですか。何かもしご提案があれば。 

○大森委員 前２回のそれぞれの漁業の方々のご意見からも何か数値が出てくるのかとい

うようなアイデアは、わかなかったんですけれども、水産庁のほうで何らかの知恵があれ

ば示していただきたいと思うんですが。 

○山川部会長 気持ちとしては、何がしかの配慮とかが必要だろうなという点は私も同意
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見でございます。そういう何かいい知恵があるのかどうか。他のところを見ていく中で、

関連事項もあろうかと思いますので、それについては後々、また考えていくというような

ことにさせていただいて、ほかに何か、これらのことにつきましてご意見ありましたら、

よろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 では、大枠の１番は、まずこれぐらいにしておきまして、次の大枠の２番ですね。資源

の増減に対する責任というところ、①番として資源に与えるインパクト、それから②番、

これまでの資源管理の取り組みへの評価、それから③としてまき網漁業への配分。このあ

たりはいかがでしょうか。これまでどういう漁業種類がどれぐらいインパクトを与えてき

たんだとか、あるいは大型を獲るのがいいのか、小型を獲るのがいいのかとか、いろんな

ご意見があったわけですけれども、これらについていかがでしょうか。 

 田中委員。 

○田中委員 この件については、前回、前々回にも質問を含め発言させていただいた件な

んですけれども、確かに当初はまき網の小型魚の漁獲が大きかったものの、先に規制が始

まりまして、小型魚へのインパクトが現在は相当減っている状態です。一方、沿岸の方は

温存されているので、そのあたりの数値がどうなっているのかということも見なければな

らないし、規制を受けているというのも事実だしということですね。 

 先ほど部会長からお話がありましたけれども、大型魚を獲るか、小型魚を獲るかという

意味では、世界の常識でいえば成熟個体を獲ります。未成熟個体を全て獲ったら絶滅して

しまいますから、卵は１回産ませなければいけないというのが原則です。クジラにおいて

も、成熟した個体だけが捕獲の対象となっているのが国際的なルールとして採用されてい

るわけです。ということで言うと、本来は小型魚を獲っている沿岸漁業を規制しなければ

ならないのが実情ではあるんですが、しかしながら、我が国沿岸はくろまぐろの保育場な

ので、小型魚が中心なわけです。ですから、それをやめるというのは我が国漁業の大多数

をやめるということになってしまうので、国としては認めるわけにはいきません。そうす

ると、インパクトはあるけれども、残す方向で考えていかなければならない。いずれまた

卓越年級が出たときに、大型魚だけを獲るということになると、また小型魚を獲る、ある

いは先ほどから問題となっている混獲の問題がまた出てくるわけです。 

 例えば定置網では、もう獲りたくない、水揚げできないのに入ってしまう。その回避の

ために多大な労力がかかるという負担にもつながってしまうのですが、一方で小型魚はな
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くしていいかというと、それはできない相談であると思うわけです。したがって、インパ

クトだけで解決ができない問題ではないかと思います。まき網はまき網で、それ相応の負

担をしてきた。おそらく今は沿岸のほうが小型は多いので、沿岸の方が問題なんだけれど

も、かといって、これ以上負担をしてもらうというのはなかなか難しい現状があるわけで

す。ということで、インパクトを考慮して何か結論を出すというのは、それだけでは難し

いと考えます。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 他の委員の方々、ご意見いかがでしょうか。 

 大森委員。 

○大森委員 この資源に与えるインパクトの部分で、小型魚30キロ未満の中でも、まずさ

らに小型な部分ですが、前回、前々回の中での意見もありましたとおり、養殖種苗に係る

部分で、どうしてもそのサイズの必要最低限の量の確保というのが、どうしてもしなけれ

ばならないというのがあると思います。その上で、小型中のさらなる小型の部分の管理と

いうのがどうなっていくのかというのが、30キロ未満全体の中で一つ考慮していかなけれ

ばいけない問題だと思います。 

 それから、ＷＣＰＦＣがスタートして、こういった取り組みが10年以上にわたってされ

ているということですけれども、そもそも沿岸の漁船漁業なり定置の方々が心に思ってい

るのは、こういう資源のひどい状況になったというのは、世界的にまき網によって、資源

がこういう厳しい状況になった上でこの管理がスタートしているという、意識がやはりず

っと働いていて、ここでそういう意見が出てきているんだろうというふうに思います。そ

ういった思いを抱えながら、沿岸の方々は、この４年目の管理に至っているということも

あるので、その辺の思いをどういうふうにしていくかということは、なかなか難しいとは

思いますが、一つは小型魚のうちの小型サイズの部分でどういったことが考えられるのか

ということと、これまでの段階を踏んだ評価の中では考えていかなければいけないものだ

というふうに思っています。 

 以上です。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 栁内委員。 

○栁内委員 確かに小型魚の漁獲による資源へのインパクトということでは、韓国のまき

網も含むと思うんですが、我が国のまき網漁業のそれなりの過去の漁獲というのがインパ
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クトがある程度あったのは、これはもう事実だと当たり前に理解しております。 

 ただし、田中先生からもお話がありましたけれども、今、現状、まき網漁業、大中まき

としましては、小型魚の漁獲は既に2002年－2004年の基準年の３分の１にまで減らされて

おりますので、そういう意味では、インパクトを与えた部分を負担してきているここ数年

だという理解でございます。 

 それから、500トンの小型枠を一部大型へ振りかえ等も、まき網の方でいたした事実も

ございますので、現状厳しいとは思うんですが、沿岸漁業の皆さんのほうも小型枠の振り

かえですとか、何らかの小型魚漁獲抑制、それが資源回復を早める効果があるというとこ

ろで、何らか知恵を出し合って工夫できる余地がないのかなという、そういった模索も続

けていただければ助かるなと思ってございます。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 ちなみに、今の栁内委員のご意見にあった、まき網がこれまで結構削減してきたんだと

いう話は、資料としては、参考資料としてお配りいただいた中のスライド41番ですかね。

このあたりに数字が出ているという理解でよろしいですかね。これまでの経緯としては、

こういう形になっているというようなことですね。 

 東村委員。 

○東村委員 長期的に見れば、まき網漁業が大きなインパクトを与えたことは、まき網の

業界の方もそう仰っているので正しいのかもしれませんね。もう一つは、短期的に見た場

合のインパクトというのも重要で、どっちがどれだけというのは非常に難しいかと思いま

す。 

 やや古い話ですけれども、国際的な漁業管理の場では、短期的なものを何％勘案する、

長期的なものを何％勘案するという、組み合わせたような基準があります。ただ、長期は

何年だ、短期は何年なので、長期は何％だ、短期は何％だという個別具体的な数字になる

と、もうここで10通り考えれば、10通り、一番自分がいいというものが出てくるので非常

に難しいかと思います。しかし、そういう長期短期という考え方自体はあって然るべきと

考えます。 

 また、この取り組みのところ以外の部分でも出てくるものとして、獲り控えというのと

獲り残しという表現が出てまいります。これは意図的に使っている方と、あまり意図的で

はない方がいます。獲り控えというのは、獲れるんだけれども、何らかのいわゆる努力を

して獲らなかったということであると思いますし、獲り残しというのは、枠はあったけれ
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ども獲れなかった。自分は獲ろうと思ったけれども獲れなかったということです。これは

完全に意味が違うことなのですが、表面的に見ると、枠に対してどれぐらいの漁獲があっ

たかという数値だけがひとり歩きするおそれが多分にあるかと思います。 

 ですので、漁業者の方が余り意図せず使われている場合は、ある程度仕方がないことか

もしれないんですが、こういう文章にするときには、十分気をつけなければならないと思

います。これは業界の中だけの話ではなく、一般に報道されるときなんかに意図的に使わ

れているときがあるのも考えられます。 

○山川部会長 確かにご指摘のとおり、獲り控えというのと獲り残しというのは言葉とし

て似て非なるものなので、きちんと区別した方がいいというのは仰るとおりですね。過去

にも、どこかの道県でオーバーしてしまったのが、他の県で努力して獲り控えた結果とし

て枠が残って、そういう獲り控えをしたところがあったがゆえに、日本全体としては枠を

オーバーせずに済んだというような、そういう事例があったわけですね。そうやって努力

して獲り控えたところの次の漁期の配分へ、何がしかの配慮をすべきという、そういう議

論はあり得るんだろうというふうに思います。 

 一方、獲り残しの場合ですね。たまたま来遊があるとかないとかで、枠はあったんだけ

れども、特に獲り控えはしなかったけれども結果的に枠が残ってしまったというような、

そういう部分があると、逆に、日本に与えられた枠をできるだけ有効に消化していくとい

う観点からは、そういう部分が結構大きくなってくると、せっかく全体の枠としてこれだ

けあるのにもったいないというようなことになってしまうわけで、そういう獲り残しが少

なくなるようなルールに如何にするか、あるいは逆に獲り残しがあった場合に、それを何

か他のところで有効活用していただくようなことができるのかといったことで、最後の管

理方法に関する意見というあたりで、１、国内ルールに関する事項の中の④に漁獲枠の融

通というようなことがありますよね。ここのところで、では実際に、獲り残しを融通し合

うようなことが可能になるのかどうか。そういう議論をやっておいて然るべきと思います。 

○栁内委員 山川先生が仰るとおり、漁業者はやはり、近年のくろまぐろですと、基本的

に漁獲は抑制しながら管理しようと今努力されている中だと思うんですが、海洋環境の変

化等々、なかなか海の中は読みにくいので、枠を残しておいたんだけれどもうまく獲れな

いというのは、残念ながら発生してしまうと思います。枠を小さく細切れにすればするほ

ど、枠の未消化部分というのが多く生まれてくる確率が上がるんじゃないかなと個人的に

は思っております。 
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 それと、枠の融通の仕組みを一気に最終形にまで持っていけなくても、やはり試行錯誤

して、融通の仕組みだったり漁業者同士の気持ちのつながりとか、そういったことを醸成

していかなければいけないと思いますし、それは都道府県レベルでもそうでしょうし、ひ

いては国全体としてそういったところは取り組んでいかなければいけないと思っておりま

す。 

 そういう中で、まずは小さいくくりで漁協内や都道府県内での融通、そして都道府県同

士での融通なり、そういったところから始めていくことすら、まだ始まっていないのかな

という認識でもおりますので、喫緊の課題として共通認識を持てればいいんじゃないかな

と思います。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 今の事項に関連することでも、あるいは他のことでも結構ですけれども、何か追加すべ

きこととかご意見がありましたら、お願いいたします。 

 大森委員。 

○大森委員 今回我々が一番期待していたＷＣＰＦＣにおける増枠というところがとれな

かった中で、この限られた枠の中でやっていかざるを得ないわけですので、まさにどこか

で、ある決断をするぐらいのことがない限りは、栁内委員の仰るような仕方しかとれない

ということになると思うんです。そこの決断のところが本当に次の期間に向けてかじが切

れるのかどうか。この配分についても、管理に関する論点も分けてありますけれども、結

果的にはもう全部つながっている話なので、最後のところで国としてどういうふうな思い

があるのかというのを、お伺いしようと思ったんですけれども、こういった一つ一つのこ

とを整理をしていこうといっても、最後は、枠にたががはまっているという、そこに戻っ

てしまうということになるんだと思うんです。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 では、また最後のところの管理方法に関する意見、こちらのほうでもまたご発言いただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 他にございますでしょうか。 

 この資源に対するインパクトとか、小型魚─小型魚といってもサイズがいろいろあり

得るわけで、養殖用種苗で、曳き縄で獲っているサイズとまき網で獲っているサイズ、養

殖用種苗でも違うわけですね。あと、いわゆるヨコワというような、そういうもの、いろ

いろあるわけで、養殖用種苗を最低限確保できるだけは小型魚を確保しないといけない。
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インパクトを考えると、小型魚はできるだけ獲らないようにしたほうがいいというような、

そういうこともあるわけです。だけれども、一方では、例えば大型魚を獲ろうとするとき

でも小型魚が混獲されてしまうので、小型魚の枠がないと大型魚も獲れなくなってしまう

というような、そういう意見もあったわけですね。 

 ですから、全体を考えたときに、では、小型魚をインパクトを考えて少なくしましょう

とか、そういうのもなかなか難しい部分があるのかなと。結局いろんなところが絡んでき

て、総合的に判断して決めていくという、そういうことにならざるを得ないのかなという

ふうに思ったりするんですけれども、いかがですかね。「いや、そうじゃない」というよ

うな、そういうご意見とかがありましたら。 

 東村委員。 

○東村委員 小型魚でもとても小さい小型魚と、まあまあ大きな小型魚があるように、大

型魚でも、ほとんど小型魚な大型魚と、非常に成熟した大型魚があって、これからの直近

の将来においては、おそらく小型の大型魚が増えてくると考えます。その管理は混獲の問

題とも絡んで非常に難しいのではないかと、山川先生が仰ったことに加えて、私の感想と

して述べさせていただきます。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 他にございますか。 

 大体論点は出尽くしたようでしたら、２の資源の増減に対する責任というあたりは、こ

れぐらいにさせていただこうかなと思います。では、続きまして３番目の議論に移ってい

きたいと思います。地域経済、漁協への影響ということで、それぞれの漁業種類、さまざ

まな影響を地域経済に及ぼしているわけですね。それから、漁協の手数料というような、

そういうこともございますし、それらの点に関しまして、ご意見がありましたらよろしく

お願いいたします。 

 東村委員。 

○東村委員 この３番の地域経済、漁協への影響という問題に関しましては、もうどこも

いろんな問題を抱えており、みなが満足するような方法というのは無く、みな少しずつ不

満が残っているぐらいで妥結するしかないと考えております。 

 地域経済とか経営問題に関しましては、むしろくろまぐろの資源の枠を配分するという

方向ではなくて、最後に出てきますが、この積立ぷらすや、経営支援施策で取り組んだ方

がいいのではないかと私は考えます。その理由の一つとして、くろまぐろに限らずですが、
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こういうものを枠をつくって、必要な人が高いお金で買えばいいじゃないかという、いわ

ゆるＩＴＱの流れへ持っていこうとする人がいますが、それは余り望ましくなく、日本の

漁業にとってフィットする方法ではないと考えています。 

 と申しますのも、この３番を見ていますと、困っているから、じゃ、高く買えるかとい

うから逆なんですよね。困っているところの方がむしろ持っていかれたら困るというふう

になるので、金銭を通じて枠を融通するようなことをしたら、かえっていびつな形になる

と思います。したがってこの地域経済の影響に関しては、くろまぐろの枠ではなくて側方

からの対応が望ましいのではないかと私は考えております。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご意見に関しまして、また別の観点からでも結構ですけれども、ご意見をい

ただければ。 

 大森委員。 

○大森委員 これは非常に難しい問題だと思うんです。水揚げ量が全然違うわけですから、

量と金額においての地域に与えるインパクトというのは圧倒的にまき網だと思うんですが、

やはり沿岸の定置なり漁船漁業の地域経済のパイというか、そこを見なければいけないと

いうことがありますので、量と額のみで比較するという難しさがあると思います。 

 それから、東村委員が仰ったような部分というのは一面あると思うんですけれども、や

はり積立ぷらすで救っていくというのは、漁獲を抑制する部分の漁業者の経営のところを

救っていくということですから、やはりそこに生産が上がる、上がらないという、そこに

おける地域のさまざまな収入が落ちていくというところは、それだけではなかなか救えな

いわけですので、そのカバーをどうするかということと両にらみでしないと、地域経済に

与える影響という部分については解が出てこないというふうに思っております。ですから、

そういった部分に対する地域対策の施策というのが別立てで打てるかどうかというのが一

つの課題になるんじゃないかと思います。 

○山川部会長 仰るとおり、積立ぷらすだと、直接漁業経営体には何らかの穴埋めがされ

るわけですけれども、関連産業、その地域の流通産業であったり加工業であったりといっ

たところも含めてどういうふうに支援していけるのか、あるいはそういうものがあるのか

ないのかですね。そういった論点は一つあるのかなというふうには思います。 

 東村委員。 

○東村委員 この積立ぷらすなり地域施策なりは、あくまでもくろまぐろが増えて地域の
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経済がうまく回るまでの間のつなぎという意味で私は発言しております。積立ぷらすに頼

らないと生活できないような状況にはもちろんなってほしくないし、地域施策がないと地

域が回らないというのも、またいびつだとは思っている旨申し添えます。向こう何十年の

話をしたつもりはございませんので、よろしくお願いいたします。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 他にございますでしょうか。 

 栁内委員。 

○栁内委員 地域経済への影響はなかなか難しい論点だと思っております。もちろん沿岸

漁業にも全国各地の漁村を維持しながらの影響という部分、意義があると思っていますし、

まき網漁業になりますと、漁業根拠地としてある程度集積した場所、港に関係業者の方々

が集積して、まぐろという大物ゆえの独得なスキルを持ったものを維持をぎりぎりしてい

るのかなと思っております。一方、先ほど来出ている天然養殖種苗の問題というのも一つ

の地域経済への影響だと思いますので、よりテーマが大きくなり過ぎて、地域経済への影

響という項目をなかなかこの枠配分に当てはめるのが難易度が高いのかなという感じはし

ております。 

 一方、東村先生が仰るとおり、漁業者のみならず、地域経済にも一時的な漁獲抑制で我

慢を強いるけれども、そのかわり何とか短期的に資源を幾分かでも回復させようと、国が

一丸となって今とり行っているわけですので、そこへの期待を持つことによって、苦しみ

をみんなで乗り越えていかねばならない状況下にあり、漁業者サイドのいろいろな枠の配

分の議論と地域経済とがなかなかリンクしきれないのかなと思います。 

 以上です。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 確かに仰るとおりかなというふうに思いますけれども、他に、この地域経済に関して何

かございましたら。 

 田中委員。 

○田中委員 地域経済は直接の効果ではなく波及効果です。その波及効果をどこまで考え

るのか。波及効果まで考えたら末端までいくわけです。地域といっても、結局地域の人が

どこかで取引をするわけですからね。だから際限がないのでより論点を直接の効果に絞っ

た方がいいと思います。 

○山川部会長 ありがとうございます。 
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 もうそろそろ、この地域経済という項目については大体ご意見、論点が出そろったかな

と思いますが、よろしいですか。 

 では、３番、地域経済、漁協への影響という項目についてはこれぐらいにさせていただ

いて、次の４番、その他の留意すべき事項というところを見ていきたいと思います。 

 この留意すべき事項の①番、②番、③番は、それぞれ内容的に少し異質なものと思いま

すので、それぞれの細かい丸ごとに議論していければと思います。 

 まず、①番、資源評価に用いるデータの収集とその精度の維持・向上、これにつきまし

てご意見等、よろしくお願いいたします。 

 田中委員。 

○田中委員 やや視点が違うかもしれませんが、研究者の立場から発言すると、資源評価

のベースになるデータというのは必須です。そういう意味では、キャップがかかるデータ、

漁獲量規制があるデータだと偏りが出てしまう可能性もある。例えばあまりに小さい枠だ

ったりすると、その特定の一番獲れるときだけ出る。我々資源解析の世界では、ＣＰＵＥ

は資源量に比例するというデータが前提になっているわけですけれども、そうなるといろ

いろな偏りが出てくるので、それを補正しなければならなくなってしまいます。希望とし

ては、例えば枠がない、規制がないデータが実は一番欲しいわけです。 

 ということで、ここに書かれているＣＰＵＥのデータ、これは２種類ありますが、日本

としては日本全体の枠を確保するために、正しい資源評価をしてもらうという点は考えな

ければならない問題だと思います。日本は近くに産卵場もあるわけだし、先ほどお話しし

ましたけれども小型の保育場でもあるわけで、そこで卓越年級が出たか出ないかという情

報、それから、あるいは大型を獲っているものについては親の資源量の指数にもなるわけ

なので、何とか確保していただきたいという希望があります。 

○山川部会長 これは研究者サイドの希望ということもありますし、あと、今後のＷＣＰ

ＦＣでの交渉において、推定精度の問題でまだ今は増枠に時期尚早だとかいったところを、

そういうバイアスの小さなデータを揃えることによって、少しでも精度を上げて反映でき

る可能性があったりとか、ということも視野に入れないといけないかなというふうに思っ

たりするわけですけれども、ただ、どこまで─フリーで獲れればそれで望ましいわけで

すけれども、なかなか全体の枠がある中で特定の漁業種類だけフリーでというわけにも行

かないわけで、その辺、どうバランスをとるかというところかなと思いますけれども、他

の委員の方はいかがでしょうか。 
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 東村委員。 

○東村委員 学識委員として出ていますが、資源解析の専門家ではないので、田中委員の

ような専門的な話はできないんですけれども、この資源評価に用いるデータの収集という

意味では、国として取り組むべき課題だと思います。国というのは、要は定置やまき網が

関係ない話ではないという意味で、何なら留保枠からちょっとより分けるとか、全体で対

応すべき問題かなと思います。もちろん今、枠が非常に小さい中で、そんなことを言った

ら自分の枠が減らされてしまうという反発もあるかもしれませんけれども、長期的、将来

的に考えると、日本の主張する増枠に一歩でも近づくと思いますので、ここは沿岸漁船、

近海かつお・まぐろからの意見ということでは書かれておりますが、対応としては業界全

体、くろまぐろ業界全体での問題かなと私は認識しております。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 栁内委員。 

○栁内委員 この資源評価に用いるデータとしては、ＷＣＰＦＣ上での枠の増加のために

重要なところだとは思っております。ＩＳＣでのはえ縄のＣＰＵＥ等々、基礎数値として

やはり何らかのものが出ることが日本全体の枠が増えるというところに一番影響があると

いうことであれば、ある程度枠が配分されるのが理解はできるところですが、なかなか厳

しい懐事情の枠の配分議論の中では、ミニマムとしてここまでなら補正できるとか、恐ら

く科学的といいますかテクニカルといいますか、そういったものがどうなのか、これは専

門家の皆さんで議論をしていただいて、あと国としてもどのぐらいの理想の数値、枠と下

限の数値なり、そういった検討を続けておいていただければ、一つの客観的な指標になる

のかなと思います。我々漁業者の感情だけでは、なかなか議論もできない難しさもあるよ

うには感じます。 

○山川部会長 この項目につきましては、委員の方々、おおよそ考え方といいますか、そ

れぞれの思いは大体共通の部分があるのかなというふうに思いますけれども、そういった

ことでよろしいでしょうか。 

 では、この項目につきましてはそれぐらいにいたしまして、次の②、配分の根拠となる

実績基準年の取り方、この件につきましてはいかがでしょうか。何年から何年をベースに

すべきというようなことを、それぞれの漁業種類、あるいは地域の方々からご発言があっ

たわけですけれども、それぞれ何かいろんなことを言う。共通の何年から何年というわけ

ではないんですけれども、いかがでしょうか。 
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 東村委員。 

○東村委員 まず、実績というのは、小さいところはいつまでも小さいままになってしま

うというおそれが非常に高くなります。この基準年というのは、現状、例えば24年から26

年にしたいとか、ＷＣＰＦＣの基準年を維持すべきとかあるんですが、もっと流動的に考

えていくというのが基本的な考え方でいいと考えます。基準年というのは変わっていくべ

きものだと思います。当面、このあたりというのは共通のものをつくらなければ話が進ま

ないかと思いますけれども、そういうことで流動的にというのを原則としつつ、このまき

網の方から出ている「留保枠もとられた」という文言に関して意見を申し述べたいなと先

ほど思っておりました。 

 この留保枠の考え方ですけれども、私の理解では、現状では管理基準ごとに留保枠を設

けて、大型魚に関してはそれを放出してというやり方。だけれども、まき網の部分は放出

されなかったというご説明だったと思います。現状、それがそれなりに合理的に動いてい

るからそうされているんだろうと思うんですが、こういう留保枠のつくり方をすると、ま

き網の留保枠という捉え方になってしまうんですよね。そうではなくて、私の考え方とし

ては、これは今、大きく変えるとまた混乱するので、例えば増枠があったときに考えられ

ることとしては、国としてまず留保を確保して、それはどこかの漁業種類とかではなくて、

くろまぐろの留保枠というものをつくる。それは１割なり、他の魚種でいろいろ割合が違

います。ＴＡＣ魚種でも割合が違いますので、その留保枠が何割かというのは状況に応じ

てですけれども、まず国からとる。それから業界に振り分ける。指針として１割などを示

すのはいいかと思うんですが、そこの中で留保枠をもって運用すべきです。でないと既得

権になってしまうという懸念があります。 

 先ほども申し上げましたけれども、その国の留保枠というのは全体の観点から考えるべ

きです。例えば調査の枠をここから捻出するというのが公平でもあると思いますし、海外、

もしくは一般の人に透明性もあると思います。どこかの業界に調査枠をあげるんではなく

て、調査枠をつくった、この調査をどこかにしてくださいという流れがわかりやすいと思

います。留保というのはそういうものだと思います。その業界の中でどれぐらい留保を持

つかというのは、本当は業界の責任でやってもらうことが望ましいとは思うんですが、後

で出てきますけれども、国としては余り大きな留保は持たなくてもいいかもしれません。 

○山川部会長 留保のことにつきましては、ここでも若干関連するわけですけれども、管

理方法に関する意見というところの留保の取り扱い、このあたりでもまた改めて議論でき
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ればというふうに思います。 

 実際、最初に国が留保を確保して、その残りを分けるという考え方につきましては、こ

れまで実際的にはそれぞれの漁業種類、それぞれ１割ぐらいというので留保をとっていく

中で、結局見かけ上、まき網の確保していた留保分、それが他の漁業種類に振り向けられ

てしまったというような、そういうところがあって、計算上、では技術的に、例えば国が

最初にとってというふうにしたときに、これまでの経緯と整合性をどうとっていくのかと

いう技術的なところもありそうかなと思いましたけれども、またこれについては、後の国

内のルールに関する事項の留保の取り扱いの部分でご議論いただければと思います。 

 大森委員。 

○大森委員 そもそも私が間違っているかもしれないんですけれど、この配分の根拠とな

る基準年のとり方について、ＷＣＰＦＣ上の基準年に配分の基準年を統一しなければいけ

ないというふうに聞こえたのですが、そこのところはどう考えたらよろしいか、教えてい

ただけますか。 

○山川部会長 これは、ＷＣＰＦＣ上の基準年という基準年と、それと配分の計算のベー

スとなる基準年という、その２つの基準年があるということですよね。 

○大森委員 という解釈でよろしいかということです。 

○山川部会長 これは、じゃ、水産庁の方から。 

○中管理課長 一回整理させていただくと、ご質問の趣旨というのは、まず、そもそも

2002年－2004年というもので国際的な配分の基準というのがＷＣＰＦＣ上決まっている。

その一方で、国内の配分について、小型魚、大型魚、いろいろ配分を開始した時期が違い

ますから、各々さまざまな時点での基準を用いてやって─基準を用いてというか、さま

ざまな過去の実績というのを考慮しながら配分を決めているという部分はある。それは事

実です。 

 ご質問の内容は、それはＷＣＰＦＣ上の2002年－2004年みたいなものに全部、国内の配

分まで合わせなければならないのかという、そういうご趣旨ですか。 

○大森委員 いや、今までそういうことですよねというのをまず確認をしたい。 

○中管理課長 そういうことでございます。 

○大森委員 その上でいくと、各漁業種類でこうしてもらいたいという要望は、もう全部

ばらばらですよね。やはり一番多く配分をしてもらいたいがための基準の部分を言ってお

られるわけですから。近かつのみが違う基準年を用いられているからこういう状況になっ
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ているんだということも強く意見を言われていますので、ここの部分をもう一度考えると

なれば、それぞれの漁業種類が主張されている基準年で振った場合にどういうふうになる

のか。総枠は2002年－2004年の半減で頭は決まっているわけですから、その中でどう調整

していくのかというようなやり方をしないと、今までやってきた過去の実績ベースのこと

でいくと、ずっとこうやって全部が不満がくすぶるというか、既に噴出しているわけなの

で、物の考え方を一つとって試算してみるということは必要じゃないかと思う次第です。 

○山川部会長 ということは、実際の数字も見ながら、バランスのとれた配分というのは

どういうふうにすればいいか。 

○大森委員 この論点だけでいうとですね。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 栁内委員。 

○栁内委員 配分の根拠となる実績基準年ということなんですが、一つの客観視できると

ころが基準という言葉なのかなと思っております。そういう意味で、そもそもの始まりで

言えば、ＷＣＰＦＣが出てきたことで、このくろまぐろ管理をする必要が出てきたという

ベースというのは揺らがないほうが、はっきりしていていいんじゃないかなと。ただ、留

保の扱いだったり、小型魚、大型魚への振りかえ等々、応用問題的に出てきているところ

を、もう既に対応が進めてきているここ数年だと思っております。ここがまた変わると、

より議論が混乱するようにも思っております。ですので、基準年をいじるという話にまた

戻るといいますか、変わっていくのか、ここはここで一定のものとして、違う留保等々の

話でいくのか、それが同時進行でいくとわかりにくいんじゃないかなというのを恐れてお

ります。 

 それと、まき網が先行して大型魚の漁獲管理を行ってきた事実もあるものですから、直

近の基準がもうゆがみ始めているとも思いますので、基準年というのは、ある程度、そう

いったものがなかった時代のものが一つの指標になるんじゃないかと。 

 余談ですけれども、まき網、直近二十数年見ても、2002年と2004年の基準とそんなに差

異はないような気もするので、2002年－2004年の基準が大きく逸脱した数字とも言えない

とは感じております。 

○山川部会長 栁内委員から、このようなご意見がありましたけれども、他の委員の方、

いかがでしょうか。 

 東村委員。 
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○東村委員 栁内委員の考え方に賛成いたします。まずは基準年というのは、もうどこか

で決めないと、わかりやすいところでした上で随時対応すべきものというのをやっていか

ざるを得ないので、当面、また増えたら増えたで変わってくる。資源の状況が変われば変

わるかもしれませんが、当面、2002－2004をベースに、そこから応用問題を解いていくと

いうようなことでいかがでしょうか。 

○山川部会長 いかがですか。大森委員。 

○大森委員 ここで結論というふうになってしまうと、イレギュラーの意見を言われてい

る方々の、その意見は全くここでもう終わりということになってしまうと思うので、あれ

だけのことが出てきているわけですから、それをちゃんと積み重ねて試算をした上で、ど

ういう矛盾と可能性があるのかというのは、出していただいた上で、検討していただきた

いと思います。 

 それから、この規制が起こる前の部分のところも踏まえてというようなお話もございま

したけれども、田中委員も仰るように、日本の沿岸が小型マグロの保育場みたいになって

いる中での小型魚の漁獲と、親魚の大型魚の漁獲と、それをあわせ持った、中で全体のそ

れぞれの漁業種類が与えてきたインパクト、それを見ていかなければいけないと思います。

そこはもう少し分析をしていただきたいと思います。ここでこうだというふうに決めてし

まわれるのは、私としては忸怩たるものがございます。 

○山川部会長 田中委員はいかがですか。 

○田中委員 両論あり、揉めるところだとは思います。なかなかいろいろな意見がありま

すけれども、基本的には基準年はどこかでフィックスしたほうがいいとは思います。ただ

し、やはり民主的な運営の手続論からいえば、出た意見は考慮して議論のネタにするとい

うか、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案じゃないですけれども、出してからという方法もあるとは思いま

す。 

 前回、ある県が自分のところの最大漁獲量という考え方を出してきました。過去最大の

漁獲量を全部で出して比較するとどうなるかなんていうのも、それで満足できるものなの

かということをこの場で出してみたら、それはそれで皆さんに納得いただく手続ではない

かと思います。そういう段取りも必要じゃないかと考えます。 

○山川部会長 現実的に数字を見てみると、2002年から2004年でしたっけ、ＷＣＰＦＣの

基準年で、当時まだ、例えば大型魚の漁獲がない沿岸漁業とか、そういうものもあったり

するわけですよね。それで、資源の状態も恐らくかなり変わっているだろう。これから資
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源が増えてくると、大型魚が結構かかるようになってくる可能性が高いというようなこと

を考えると、そこをきっちりＷＣＰＦＣの基準年に固定したときに、実際にうまく運用し

ていけるのかどうかとか、いろんなことを考えていかないといけないというのが私個人と

しての意見ですけれども、当初の枠の配分をどうするかという問題と、あと、留保枠をど

ういう基準でその後放出していくのか、あるいはその放出のタイミングをどうするのかと

か、いろいろあるでしょうけれども、では、その留保枠の基準年をどうするかによって、

何かそういうでこぼこをうまく処理できるのかどうか等について、セットでいろんなケー

スを考えてみて、うまくおさまりそうなところを見てみるとか、何かそういうプロセスも

必要なのかなという気がしたりするんですけれども、いかがですかね。 

 これについては、いろいろご意見あるところではありますけれども、何か意見としてぴ

しっとここで一つに決められるというようなものでも何かないのかなというふうに思いま

すので、それぞれそういうご意見があるということは議事録に書いていただきまして、そ

れで全体のルールをどうしていくかということを考えていければというふうに思います。 

 他に、これに関して特にもう一言言っておきたいとか、そういうことがありましたら。 

 では、あと、その他の留意すべき事項の③として九州・沖縄海域の外国漁船との関係と

いうところ、これにつきまして何かございますでしょうか。 

 これについては、そういう状況があるということで、それで、こういう状況がある中で、

枠がもうない。もう非常に小さい枠しかないと、例えば監視機能というか、向こうが漁場

にどんどん進出してくる、それに対する抑止力にならないとか、そういったご意見だった

と思いますけれども。 

 栁内委員。 

○栁内委員 この件は、当事者にとってはかなり切迫した問題ではあろうかと思うんです

が、ちょっとこの場でなかなか議論できないような、国家レベルの対応のような気もする

ので、地域経済への影響以上に、より複雑で大きな話じゃないかなという気もします。 

○山川部会長 私も栁内委員の仰ることに同感なんですけれども、他の委員の方々はいか

がですか。 

 では、この点につきましてはこれぐらいにさせていただきたいと思います。 

 これで最初の配分に関する論点についての議論は終了させていただいて─大森委員。 

○大森委員 最初にも申し上げましたけれども、枠が増えない限りは、もうどうしようも

ないというのが一つあります。その上で、意見の中でも、まき網の漁業の配分、このこと
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について、これはまき網の方々からすればものすごい反発があると思いますけれども、そ

この部分をどうするかということが要望としてあるわけですから、これは例えばの話です

けれども、国の留保というのが無償で持ってくるんじゃなくて有償で持ってくるとか、そ

ういったことも含めて、この枠の全般的な話として、そういった議論というものも検討が

必要ではないかということを申し上げておきたいと思います。 

○山川部会長 ご意見いただきましたけれども、考え方として、例えばということで言わ

れましたけれども、そういうこともあり得るんじゃないかと。それについては、管理方法

に関すること、それと非常に大きく関わってくることだろうと思いますので、管理方法に

関する意見について議論する中で、もしそういうことが出てくるのであれば、またそちら

のほうで議論していきたいというふうに思います。 

 では、続きまして管理に関する論点、管理方法に関する論点について議論いたします。 

 まず、ここの管理方法についての論点というのは、配分に当たって考慮すべき事項とい

うよりは、管理方法への要望だとか、あるいはＷＣＰＦＣの取り決めに関与してくる意見

などをまとめたものということですけれども、まず１番の①、②、③、④あたりは国内の

ルールに関する事項、それから２番の①、②、③は国際的なルールに関する事項というよ

うなことで、国内事項と国際的なこと、それに大きく分けてございます。 

 まず１番の国内のルールに関する事項ということですけれども、その中には、①留保の

取扱い、②大臣管理分の漁業種類の区分について、③都道府県の漁獲枠管理、④の漁獲枠

の融通というような項目がありますが、これらについてどういった点を評価すべきか、ご

意見をいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 田中委員。 

○田中委員 留保がない方がいいというのは、おそらく多くの人の意見ではないかと思い

ます。漁業者が完全にルールを守ってオーバーしないのだったら、留保はおそらく要らな

い。違反する者がいるから留保しなければいけない事態になっているわけです。そのこと

を漁業者に十分に自覚していただきたいと思います。最小にする、無くすならルールを守

れというのが原則じゃないでしょうか。そうしないと、オーバーしたときに日本全体がペ

ナルティーを食らうわけです。それを避けたいから、水産庁としては留保枠で四苦八苦し

て調整しなければいけないはめになるということを、まずは漁業者に理解していただきた

いということですね。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 
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 まさに仰るとおりで、全ての漁業種類がきちんと枠を守れるのであれば、そもそも留保

枠なんて最初から必要ないということですね。それをオーバーする、そういうおそれがあ

るから留保枠をとっているということですけれども、逆に、その留保枠をとってあること

によって、じゃ、ちょっとぐらいオーバーしてもいいじゃないかというふうにもモラルハ

ザードになってしまうと本末転倒なので、そこは最初にきちんと説明して理解していただ

く必要がある。それは仰るとおりだろうと思います。 

 では、東村委員。 

○東村委員 まず、留保の考え方として、今日の参考資料で配られている資料の27という

のが右下に打ってあるところのⅢ－８の大型魚の配分についてというのを見れば、一部の

留保というのは、これは国として配分しているように読めるんですね。ですけれども、た

しか説明としては、各業界に割り振った後で、それぞれ１割を留保としていました。しか

しながら、沿岸に対してはその留保を放出しました。まき網には放出しませんでしたとい

う説明になるので、まき網の方は自分の留保が取られたというような感覚になるのかと思

います。そうではなくて、まず国として一定の留保を確保して、その後に漁業種類ごとに

留保を持つという、これは計算の順番なので、実際の各業界に落ちる数値は変わらないは

ずだと思います。ただ、先ほど山川先生も仰ったように、現状それなりに合理性があるし、

歴史的な経緯もあるからそう動いているのであろうと思いますので、これを変えるとすれ

ば、例えば増枠があったときなど大きく制度が変わるときだと思います。 

 それで、先ほど田中先生も仰ったように、ちゃんと枠を守れるのであれば留保は要らな

いわけですけれども、一つは、例えば調査枠とか、国全体として対応すべきものに対して、

これは別に留保から捻出しなくても、調査枠というのをつくってもいいかもしれませんけ

れどもすること、それから、現状どうしてもやっぱり漁業というものは、きちんと管理し

ようとしてもどこかでぶれが出るものですから、留保を完全になくすというのは危ないと

は思います。ただ、何割残すということに関しては十分考えればいいかと思います。 

 続けて、この配分のルール、管理のルールというものは、この場で議論したものを毎年

変える必要は全くないとは思いますが、20年も固定するようなルールでなくてもいいと思

います。大体私が考えているのは五、六年ということで、これが暫定回復目標が2024年な

ので、それぐらいで見直しを考えておいたほうがいいと思います。 

 その理由としては、まず資源の状況が変わってくるということが期待されていますし、

それから、国際情勢も変わってくるかもしれないですね。増枠が認められたり、そういう
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ことも考えられます。それからもう一つは、混獲防止の技術というのが恐らく向上してき

て、もっと対応しやすくなっていることも期待されます。そういうことが変わってきたと

きに、20年も変えないようなルールをつくっておいたらまずいだろうということです。 

 そのルールのつくり方ですけれども、せっかくこんなに時間と人を投入して決めるわけ

ですから、大枠はきちんと決めておくべきだと思うんですが、最後はかなり柔軟にできる

ようにしておいたほうがいいと思います。柔軟にするためには、ある程度業界に任せると

いうのが一つのやり方かと思います。そのほうが迅速で柔軟な対応ができるのではないで

しょうか。これは他のＴＡＣの関連魚種で見ていましても、業界でうまく回しているとこ

ろはうまく回れていますし、それが日本の漁業管理の良さだと私は評価しておりますので、

その辺は、先ほど田中先生が仰ったように「しっかり守ってくださいよ。あなたたちが決

めたルールで守ってくださいよ」と持っていった方がいいと考えています。 

 そういう意味でも、留保は業界の中で自分たちで１割必要とか２割必要とか、５％でい

いとか、国として指針は示してもいいかと思いますが、責任を持って管理していただくの

がいいと考えております。 

 以上です。ありがとうございます。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 まず留保枠、それにつきましては、まだいろいろ論点があろうかと思いますので、ちょ

っと横へ置いておきまして、まずご指摘の、どれぐらいの時間スケールでこのルールを考

えるのか。20年固定するのか、あるいはもっと短く見直しをしていくということを事前に

言明するようなルールとするのかという、そのあたりはいかがですか。 

 田中委員。 

○田中委員 東村委員が言われるように、資源の状態は変わってくると思いますので、や

っぱり見直しは絶対に必要だと思います。 

 このままうまくいって資源が回復すれば、当然ですけれども、大型の資源量、産卵資源

量が特に増えるわけですから、そちらの部分は余計に獲れる。それを今の形で配分して、

同じように獲れるかという問題は必ず生じてくるので、どうしても見直しは必要になって

くるだろうとは思います。 

 ただ、何年かというところは、これは議論があるかもしれませんね。極論、資源の状態

は毎年変わってしまうので毎年合わせるということになりますけれども、それは現実的で

はないし、例えば５年というのであれば、漁業権の更新が５年なので、それが一つの尺度
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になり得るとは思います。 

○山川部会長 他の委員から、この点に関しまして。 

 大森委員。 

○大森委員 この管理が始まって４年間も毎年毎年状況が変わった。漁獲が集中する地域

も毎年変わっていくとか、くろまぐろの回遊性の特徴というか、それぞれの地域で相当大

きなばらつきが出る中で、水産庁も非常にご苦労されながら、毎年毎年この管理のことに

ついて、さまざまな観点から手を加えていただきながら今があるわけです。各委員の方々

が言われるように、どこかで一つの安定したルールというのがあった上で、それで大きな

変動なり、そこに柔軟に対応できるようなバッファーがあって、それが留保枠ということ

ではなくても、どんなバッファーのとり方というのがあるのか。田中委員が仰るように、

みんなが守れば、そこは何の問題もないということでもありますけれども、やはりどうし

てもそれぞれの漁業種類上、獲りたくなくても獲れてしまうという部分を逃がし切れない、

そういったことの苦労の中でやってきている。もの凄く反省しなければいけないような大

量漁獲も前期はあったわけですけれども、それはもう本当に論外の話だと思いますね。こ

んなことはもう絶対あってはいけませんが、私としてはもう少し様子を見ていただきなが

ら安定したルールづくりに移行していく、まだそういった段階にあるんじゃないかなとい

う思いであります。 

○山川部会長 どれぐらいの時間スケールで考えるかとか、年数云々という話ではなくて、

柔軟性を持たせて将来また見直しをしていくとか、そういった基本的な考え方については、

委員の間でそれほど大きなご意見の違いはなかったかなというふうに思いますけれども、

いかがでしょうか。 

 栁内委員。 

○栁内委員 今、山川先生が仰るように、資源状況も変化するでしょうから、それは一定

の何らかの見直しルールがあってもいいんじゃないかとは、やはり沖合漁業としても感じ

ております。それをどういったスパンでというのは田中先生が仰るとおり、今かちっと決

められるような回答があるのかは、まだ私としては考えは持っておりません。 

 そもそも留保とはという部分がなかなか難しい問題にも感じております。田中先生が仰

るとおり、留保が必要なのかという際に、皆さんが枠を守れれば不要だというのが一理以

上のものがあるわけなんですけれども、ただ、枠の管理という部分が不慣れな状況により、

このくろまぐろ、特に大型魚管理の現状の混乱があるというのは、これは事実だと思いま
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す。 

 一方、まき網漁業のように管理を数年続けてきた漁法は、留保なんて要らない、業界で

きちんと100％未満で管理してみせると、私が想像する以上の力強い発言があって、ちょ

っとびっくりしたぐらいでしたけれども、そういったところまで修練されてきている漁業

者があらわれているのも厳然たる事実なんだと思います。なお、知事許可において始まり

の部分で混乱が続いている現状があるが、これは不慣れだったり、もしくは慣れてきても

海洋環境の変化、それから来遊の変化、そして混獲状況の変化等々で、やはり避けられな

い問題なのかもしれないとは、漁業者としてはやっぱり同情以上のものを持っています。 

 それと、留保枠というよりは、これは融通枠というんでしょうかね。一つの漁法でくく

るのか、大臣許可、知事許可でくくるのかわかりませんけれども、融通枠という部分は、

北に南に長い日本列島の中では、やっぱり必要な物じゃないかというのは、多分皆さん、

ご意見が一緒なんじゃないかなと。 

 あと、枠を決めた以上守る、この産みの苦しみというのは、みんな汗をかきながらやっ

ていかざるを得ない。まだ始まったばかりの中で、枠がそもそも違うというところから入

るのか、やはり苦しいけれども現状配分ルールから何か積み上げて築いていこうよという

部分に軸足を置くのか、ちょっと大きく分けて２つあるような気はしていまして、やはり

苦しいながらも枠は守らざるを得ないという国際ルールの中で守る努力をしていく、そう

いう中では、冒頭も申し上げましたけれども、漁協間だったり都道府県内での融通だった

り、それから都道府県をまたいだ融通だったりと、その融通のルールづくりの試行錯誤を

やっていくのが先なんじゃないかなと思っております。そこは、先に管理が始まった大中

まきに関しては、多少収斂してきている部分があるので、ちょっとその辺の温度差がある

のかもしれないんですけれども、そこの観点で融通枠、もしくは留保枠のあり方というん

でしょうか、ここを冷静に議論して、枠が必要なのか不要なのか、枠がどのぐらい必要な

のか、そういった俯瞰して見ていっていただくのが、今後に向けて生産的な意見交換じゃ

ないかなと思います。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 そうしますと、今、①番、留保の取扱いという部分と、それから④番、漁獲枠の融通と

いう、この２つに関わる論点かなというふうに思いますけれども、まず冒頭で東村委員か

ら、留保枠は国がまずとって、それぞれの漁業種類に分けるというのが筋だろうというよ

うなご意見がありましたが、そもそもこれまでの経緯として、漁業種類ごとの留保枠なの
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か、形として国としての留保枠なのか、１割を目安にとか、その辺、これまでの考え方を

水産庁として議論を整理していただけるとありがたいと思うんですけれども、ご説明いた

だけますでしょうか。 

○中管理課長 大型魚を、今回くろまぐろ部会の設置に先立って、第４管理期間の配分と

いうものを行った際に、一旦配分を行ったものに対して皆様からいろいろとご意見もいた

だきまして、それを反映する形で再度配分、これまでに国として持っていた留保を過去の

最大を反映するような、過去３年の実績を反映するような形での再配分というものを行っ

た。その際の説明として、先ほど東村先生が仰られたような形で、もともと配分していた

部分の１割というのをとっていたものを、その沿岸に対しては戻したという形での説明を

行っていたわけでございます。 

 その意味では、そのような方法で留保を計算していたわけではございますが、ただ、考

え方としては、先ほど東村先生にご説明いただいたように、国としていざという場合、１

つの漁業種類、あるいは１つの都道府県で枠の超過というものが生じた場合に、国全体と

しての枠も守らなければならない。かつ、その際に、他の漁業種類であったりとか、ある

いは他の都道府県に迷惑がかからないような緩衝材として必要であるという意味で、国と

して留保していた。その留保した後のもので分けたというところは、計算上の数字として

説明する際には、先ほど見たような説明になりましたけれども、基本的な考え方の部分と

いうのは、先ほど東村先生がご説明いただいた部分と何ら変わらない部分はあるのかなと

は思っております。いろいろ経緯もあって、そもそも性質が違うんじゃないかと伝わった

かもしれませんが、基本的には同じような趣旨だとは考えております。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 ただいまのようなご説明なんですけれども、留保枠の取り扱い、漁獲枠の融通も含めて、

さらにご意見いただければと思いますけれども。 

 田中委員。 

○田中委員 最初に厳しいことを申し上げましたけれども、だからといって留保枠は要ら

ないと言っているわけではなくて、現実問題として定置網漁にどうしようもないものもあ

るわけだから、国としては一定量の留保は仕方ないと思っています。 

 なぜまき網だけなのかというと、現実問題として漁獲量のコントロール、調整がきちん

とできるのはまき網漁業ぐらいしかないので、まき網漁業にお願いしているというのが実

態ではないかと思うわけです。 
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 その結果、非難をいろいろ沿岸からされているまき網なんですけれども、結局まき網の

枠がそちらに流れているという実態があって、まき網の業界としては不満になっていると

いうことなんだと思います。ですから、これを確保するというか、残す限りにおいては、

そちらにお願いして調整していただく。消化しないと結局実績は減ってしまいますから、

他に方法は国としてはないのではないかと思っています。 

 以上です。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 栁内委員。 

○栁内委員 今、田中先生より、調整弁的なまき網のあり方をご発言いただいたわけなん

ですが、正直業界としては不本意な声も多々ございます。一方、国を挙げて国際ルールを

守らなければいけない中で、我々まき網が今やれることというところで、この問題に冷静

に直面して対応してきたというのが業界の実情だと思っております。 

 ただ、いつまでもまき網だけが調整弁になり得るのかというところは、なかなか難しい

んじゃないかなと思っていますし、調整弁があるから枠遵守の何かが緩んでしまっては本

末転倒な思いでございます。 

 漁獲枠を守る、これは本当に大変なことだと思っています。とはいえ、時代の要請とし

てやらざるを得ない。そのつらさはもう皆さん共通だと思うんですけれども、とにかく残

念ながら守らなければいけない枠なりルールは守るという、この管理体制なり気持ちを皆

さん、一つにしていくという作業を短期的にどう構築するかというのが、今求められると

思っています。そういう意味で、融通枠なのか、枠の融通なのか、これ、同じように聞こ

えてちょっと違うんですけれども、そういったところをより方法論を深めていくというの

は、必ず同時進行でしていかないと、この問題はいつまでも続くんじゃないかなと思って

いますので、枠の配分という数値だけじゃないファクターが大きいんじゃないかというの

は共通認識として全漁業者で持っていきたいなと思います。 

○山川部会長 枠の融通、このあたり、現状でも県同士で融通してもいいという、そうい

う仕組みにはなっているわけですけれども、実際上、それがまだ活発に機能しているとい

うわけではない。技術的にそのあたりを解決するとしたら、何か有効な手だてとかがあり

得るのかどうか。何かそういう技術的なところ、観点から、例えばというような、何かそ

ういうものがありましたら、水産庁のほうから何かありますか。 

○岩本推進室長 枠の融通については、くろまぐろ以外のＴＡＣ管理魚種でも行っている
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というのが現状でございます。そういったところの技術、ノウハウというものをくろまぐ

ろについても生かしていくのが、まずは第一歩かなと考えますが、くろまぐろならではの

状況というのはございます。特に国際的な約束の中での枠組みというようなところもあり

ますので、そういった特殊事情も考慮しながらの融通の仕組みというものは考えていかな

ければいけないと思っております。そのあたり、委員の先生からもアドバイスをいただけ

るようでしたらお願いしたいと思います。 

○山川部会長 いずれにしても、来遊状況等によってでこぼこがどうしても県、知事許可

漁業の場合は出てしまうわけですよね。それを全体の枠を有効に使うためには、どうして

も融通ということ、それをいかに円滑に行えるようにするかという、そこは非常に重要な

ところかなと思いますので、この辺、何かいいやり方があるのかどうかですね。 

 東村委員。 

○東村委員 私、個別割り当てなども研究対象としておりますけれども、これを足りない

ところと余っているところというか、まだ余裕があるところというのを水面下で取引する

ような仕組みは絶対につくるべきではないと考えています。というのは、水面下でなくて

も、民間同士、個人ぐらいのレベルで取引するような形になると、必ずそれはお金が絡ん

できて望ましくない結果になると思います。特に、このくろまぐろというのは、そもそも

単価が高い魚でもありますから、先ほども地域への影響なども十分考慮しなければいけな

いという話がある中で、必ずそういうことは避けたほうがいい。ただし、一方で足りない

ところと余っているところはすぐにわかって融通も速やかに行えるような、そういう仕組

みは望ましいと思います。そうすると、やはり何らかの形で水産庁が絡んで、それを認め

るというような作業は、迅速ながらも、やはり要は公の場での融通というのを必ずする手

続というのを決めておくべきだと考えております。 

○山川部会長 公の場での融通ということにすべきで、何らかの形で国が関与する、ある

いは場合によっては県同士の協議会みたいな、何かそういうものをつくったりとか、仕組

みはいろいろあり得るかなと思います。 

 東村委員からこういうご意見がありましたけれども、それに関しましては、他の委員の

方、いかがですか。 

 田中委員。 

○田中委員 まずどれだけ、どこで獲れている、といった情報網が必要です。いずれにし

ても、漁期の進行に伴って獲れない地区が出てくれば、そこは放出したほうがいいという
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ことはわかってくるわけですから、情報を相互に共有できるシステムが良く、それには組

織がいいということではないでしょうか。 

 今は管理枠が大臣管理と知事管理枠に分かれていますが、漁期の進行によって獲れる、

獲れないというのは、おそらく漁業種類によって違っているので、やはり漁業種類ごとの

管理組織が必要なんだろうと思います。定置は定置協会がありますし、まき網は既に話し

合ってやっていらっしゃるようですが、そういった組織を構成する必要があるとは思いま

す。 

 まずはやってみないと、どういう問題が出てくるかというのがわからないと思うし、試

行錯誤です。経験を積んでくると、今この辺でこのぐらい獲れて、ここがこうで、次とい

うようなこともある程度わかってくると思うのですが、まだそのあたり、情報交換できて

いないので、しばらくはいろいろもたつくかもしれませんが、やっているうちに慣れてく

るんじゃないかと私は思っております。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 大森委員。 

○大森委員 田中委員が仰っていて、何となくイメージが湧いてくるなというのは、やは

り今回の新たな管理の中では、非常に短い期間で、少量な漁獲であっても迅速に報告する

という指示が出ているわけですから、それの積み重ねが本当に機能しているのかどうかと

いう検証が、今まだ見えていないところがあるんじゃないかと思うんです。やはりその情

報の積み重ねがまさに融通とか、そういうことになったときには非常に重要になると思い

ますので、そこをもう少し前に押し出して検証状況を見せていただくというような工夫を

お願いしたいということであります。 

 また、留保と融通というのは、重ね合わせのようで違うようで、非常に微妙なものと思

いますけれども、私は枠のところで申し上げたようなのが基本的な考えですけれども、こ

ういった留保とか融通とかを総合的に仕組んでいくというのも一つの考え方ではないかと

思います。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 栁内委員。 

○栁内委員 融通に関しましては、各委員からお話しいただいたとおりだと思います。一

つ私が個人的に思うのは、有償で枠の融通をされるのは決して好ましいとは言えないと、

私も日本の漁業者も皆さん思っているんじゃないかとは思っております。とはいえ、都道
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府県間で枠を融通するにしても、何らかのインセンティブがないとスムーズにいかないの

かなという厳しい現実のようなものもあると思いますので、そのインセンティブとは何ぞ

やという部分も、同時進行で皆さんのお知恵を出し合って議論されてもいいんじゃないか

なと思いました。 

○山川部会長 田中委員。 

○田中委員 今のインセンティブの話なんですけれども、例えば実績に基づいて配分され

るということになると、漁期の先に進行する人たちで取りこぼしがあった場合、将来的に

枠が減ってしまうという可能性があるわけです。ですから、そういう人たちについては、

翌年取りこぼした分をキャリーオーバーし、どこかから捻出するような、そういう仕組み

も国内の制度として考えていく必要があるんだと思います。 

○山川部会長 では、この留保の取り扱い、あるいは融通、それについては、そういう知

恵を今後いろいろと出し合っていきながら、ルールの中に生かせるものは生かしていくと

いうような、そういったところでおおよそ委員の方々の意見は共通なのかなというふうに

思いますけれども、そんなところでよろしいでしょうか。 

 あと、この国内ルールに関する事項のところで全く触れていないことで、大臣管理分の

漁業種類の区分についてというところと、それから③の都道府県の漁獲枠管理、この点に

ついてはご意見、いかがでしょうか。 

 まず、②の大臣管理分の漁業種類の区分についてということで、これは主にかじき流し

網が近海かつお・まぐろと大型魚と小型魚で一緒になっている、なっていないという、そ

ういう問題があるということがご意見としてあったわけですけれども、これについてはい

かがですか。 

○大森委員 それぞれが別のお考えなのでね。我々がここで言うことなのでしょうか。 

○山川部会長 そうですね。これはそれぞれのお考えがあるので、これは実際には水産庁

に入っていただいて、どちらがいいのかということを調整していただくということしかな

いのかなと思いますけれども。 

 そうしますと、次の③番、都道府県の漁獲枠管理ということで、月ごとに細分化する管

理の見直しを検討いただきたいとか、そういうご意見があったりするわけですけれども、

この辺はいかがですか。 

 田中委員。 

○田中委員 さっきの枠の話と関係するんですけれども、毎月規制をやると、獲れる時期
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に獲れなかったりして取りこぼしが出る。つまり、細かく分ければ分けるほど枠の取りこ

ぼしができてしまいます。ですから、ある程度期間を設ける方が有効に獲れるのは、もう

間違いないんですけれども、ここまで細かくしなければいけなかった理由は、結局違反す

る者がいたためです。逆に守れる組織があるのであれば、そんなに細かく分ける必要はな

いと思います。都道府県の管理の枠については、まずそれが１点です。 

○山川部会長 基本的には枠が大きいほうが、柔軟にその中で対応できるわけですけれど

も、ただ、それだけだと、まだ組織としてなかなか調整がうまくいかないようなところだ

と、漁期の最初にわっと獲ってしまうとかいうことがあったりして後で困った状況になる

から、指導としては、月ごとに細分化してということで、何とかならして漁獲できるよう

に努めてくださいということだったりするわけですよね。ですから、全部こういう管理の

見直しをして撤廃してしまうという、それもどうかと思いますし、かといって、きちんと

管理できるところは、こういうものに余りがんじがらめに縛られずともやっていただくと

いうことでもいいのかなというふうに思いますし、いかがですかね。 

 大森委員。 

○大森委員 総枠管理はモラルハザードを起こしやすいということで細分化したという経

緯があるわけなので、そこを基本に踏まえるべきであるとは思います。 

 それと、手続の簡素化、これは具体的にわからない部分もありますが、ぜひ迅速に手続

ができるよう、ご指導いただきたいと思います。 

○山川部会長 これは技術的に水産庁のほうで何かご検討いただけるという、そういう理

解でよろしいですか。 

 では、そういうことで、手続の簡素化という点、技術的にどこまで可能なのか、そうい

ったことをご検討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。 

 他にございますでしょうか。国内のルールに関する事項。 

 田中委員。 

○田中委員 やや違うポイントなんですけれども、この中に北海道のゼロ配分見直しとい

うのがあるんですが、これは結局、北海道が超過してしまったので、ペナルティーの結果

ですよね。見直すといっても、そうしたらペナルティーはどうなるんだということになる

ので、原則見直せないんだと思います。しかし、まじめに守った漁業者がいらっしゃるん

だとしたら、確かにその人たちにはかわいそうな話ではあります。オーバーしたのは結局、

北海道がちゃんと管理していなかったためですが、今度の制度では都道府県間で枠の貸し
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借りができるような制度になっているので、何か工夫をして、他の都府県から枠を融通し

てもらって、その人たちに枠を与えるというやり方があるわけです。ぜひとも融通したや

り方を発展させて道のほうで積極的に取り組んでいただくべきじゃないかと私は思います。 

○山川部会長 この点につきましては、配分ルールとしてこういうのをどうしていくかと

いう論点ももちろんあるわけですけれども、その他のいろんな融通云々という、そういう

中で処理していくとか、いろんな対応はあり得るわけですよね。そうすると、何かここで、

じゃ、北海道はどうするんだというようなことを取り上げて議論するとか、そういう話で

もないようには思うんですけれども。 

 東村委員。 

○東村委員 初めの配分に関して、何らかの形で実績というのは恐らく100％じゃなくて

も反映されてくるとなると、融通が前提で、配分というものはちょっと考え方としては

─つまり、まず漁獲枠は守る。それが原則で、その上で柔軟に対応しましょうというの

が融通のあり方だと思いますので、そこは融通をどっちが主でどっちが従かと考えると、

まずは枠を決めるということが主で、その運用ルールの一つとして枠の融通もやって無駄

なく使いましょうという考え方だということを念押ししたいと思います。でないと北海道

がゼロ配分になっても、どこかからもらえばまたいいやという考え方になったら、また本

末転倒ということです。 

○山川部会長 配分ルールとしては、超過した部分、それをどうルール化していくかとい

う中で結果的に北海道がこういうことになったということですので、その超過部分をどう

配分ルール、この場合はペナルティーですけれども、どういうふうにペナルティーを盛り

込んでいくか、その考え方だろうと思いますけれども、それは北海道がどうだったからと

いうよりは、全体として今後そういう超過したところが出てきたときに、ルールとしてど

うペナルティーを中へ入れ込んでいくのかという、そういう議論なのかなというふうには

思いますけれども。 

 田中委員。 

○田中委員 今の点なんですけれども、前にどこかでもお話ししたんですが、基本的には

個々の漁業者に枠を権利として水産庁が認めてあげるというのが原則だと思うんですね。

ですから、そうすることで自分は安心して獲れる。そうしないと奪い合いになるというこ

とですよね。それがあるので、勝手に人の枠は獲れないという形にしておくということだ

と思います。 
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 例えば、融通のやり方もいろいろあります。全部というやり方もあるんですが、半分ま

ではそこで獲らなければならないけれども、残り半分は融通する。これはまき網でやって

いたルールだったと思いますが、こういったいろいろな運営の仕方があると思うんです。

その辺も、制度にするかはちょっと議論になるところだと思いますけれども、運用で様々

対応できるんじゃないかと思っております。 

○山川部会長 そうしますと、この点につきましてはこれぐらいにさせていただいて、あ

と、冒頭で大森委員から、例えばということでご指摘、ご意見のありました、例えば国で

枠を買い取るとか、そういう可能性につきまして、何か考え方でご意見がありましたら。 

 田中委員。 

○田中委員 国が買って、誰に渡すんだという議論だと思いますけれども、日本は自由主

義社会であり、資本主義社会なので、公平なルールのもとで公平に競争して勝ち取るとい

うのが原則だと思います。 

○山川部会長 あと、権利として一旦与えたものをまた買い取るということが、国から権

利として与えて、それでその権利をまた金銭的に買い取るという仕組みが果たして成り立

ち得るのかどうかとか、何か技術的にもありそうには思うんですけれども。 

 東村委員。 

○東村委員 国が割り振るとして、私は個人まで割り振るのはちょっと賛成しかねるとこ

ろがあるんですが、地域経済への影響の考慮の話も出るということを考えると、いわゆる

個別割り当て、もしくはそれではなくて都道府県ぐらいではないかな。都道府県で、その

後漁協ぐらいの割り振りを自主的にやっていただくということが重要かと思います。 

 これは海外の事例ですけれども、個別に割り当てていても、国としてはそれは権利とし

ては認めないという方針をとっている国があります。そうするとどういうことが起こるか

といいますと、例えば枠が消化できなくても、それはあなたが獲ってもいい量であって、

確実に獲れる量ではないのでということになります。何が起こるかというと、獲ってもい

い量だったら、別に国は何も、獲れなかったら「ああ、そうですか」という話ですが、獲

れる量だと「補償してくれ」という話になってくるんですね。そもそも、本当に漁業者が

国から買ったものをまた買い戻すというなら話は通じるんですけれども、ただでとはなら

ないでしょうけれども、許可料ぐらいで渡したものを国が買い戻すとなったら、それは税

金を使うわけですから成り立たないと私は考えます。 

○山川部会長 これについてはさまざまな考え方があり得ると思うんですけれども、栁内
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委員。 

○栁内委員 ちょっと論点がずれていたら申し訳ないんですけれども、国が関与して買い

取って融通するという前向きな融通で対価が発生するというのは、なかなかコンセンサス

を得るには時間を要するんじゃないかなと。一方、今回の北海道のように超過してしまっ

たことで他の県から何か融通しているような、要はペナルティー的な後ろ向きな融通の際

は、もしかしたら何か対価が発生するみたいなことでもしないと収集がつかない場面はあ

るのかもしれない。それは国が買い取るという言葉になるのか、それとも超過した都道府

県なのか、超過した漁業者なのかわかりませんけれども、残念ながら金銭解決せざるを得

ないというのはゼロではないのかもしれないです。けれども、国が買い取るルールという

のは時期尚早だというのが大半の漁業者の意見じゃないかなと思います。 

○山川部会長 大森委員。 

○大森委員 私が例えばということで言った話を議論していただいて、ありがとうござい

ました。「もうかる漁業」にあるような、支援した分を実質的には回収していくような、

そういった物の考え方もあるでしょうし、栁内委員が仰った後ろ向きの部分が出たときに

どうするかとか、そういったことも「ああ、なるほどな」というふうに聞いていたんです

けれども、私としては、地域政策の部分とか、さまざまなところでいろいろ工夫しながら

総合的に組み立てをしていかないと難しいんだろうという意味で、インセンティブをどう

いうふうにつけていくのか。枠の管理の部分で国がそういった枠を循環させる中で、一旦、

ある対価を渡すんだけれども、実質的にはそこが最終的には何年かでもとに返していくと

いうようなことができないかとか、私も確たる意見が申し上げることができない中で申し

上げたということでございます。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 この点につきましては、配分ルールというよりは、その後の管理方法も含めてどうして

いくか、何か知恵があり得るのかどうかというようなことかなというふうに思いますので、

この点については、今後またいい知恵がないか検討していくということかと思いますけれ

ども、いかがですか。 

 では、そういうことで、国内のルールに関する事項はほぼ論点は出揃ったと思いますけ

れども、あと何かこれだけは言っておきたいとか、そういうことがありましたら。 

 では、続きまして、次の２番、国際的なルールに関する事項、①漁獲枠の区分（小型

魚・大型魚別、尾数管理の導入）、②獲り残し時の繰り越しルールの新設、③複数年管理
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の実施。これについては、日本の中でこうしたいという部分と、あとＷＣＰＦＣの中でそ

れが許容できるかという２つあるわけで、なかなかここだけでこうしましょうというわけ

にもいかないとは思いますけれども、何かご意見ありましたら。 

 大森委員。 

○大森委員 獲り残しの繰り越しルールについては、ＷＣＰＦＣでも提案して否決されて

いるので、これは引き続きお願いしたいというのが一つです。ここに書かれている部分と

いうのは、やはり国際協議を経ていかないと結論が出ない話でありますので、とにかくお

願いをしたい。 

 それから、前回のこの意見聴取の中で私も申し上げたのは、まず①の小型魚のキャッピ

ングをした上で大型魚との包括した管理ができないかというのは一考に値するんじゃない

かなというふうに思った次第です。そういったことが国際的に認められるかどうか。それ

を太田審議官は、やってみるというような話は私はされたように思ったんですが、そうじ

ゃなかったらそこは訂正していただきたいんですけれど。それから複数年の管理、ここは

明確にやってみるというようなお話がありましたので、ここ、③ですね。今でもできるか

もしれないというようなお話もありましたので、これは検討に値すると思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○山川部会長 まず、①番に関しましては、どういうあれでしたっけ。水産庁のほうから

もう一度。小型魚・大型魚で小型魚をキャッピングした上で両者を柔軟にやりとりすると

いう……。 

○中管理課長 その４つ目の丸と同じ話だというふうに─これ、よりドラスティックに、

小型魚・大型魚の上限を一体化したトータルの数量管理、これ、文字通りだとすると、明

らかにＷＣＰＦＣのルールとは整合しないということで、これは相当難しい話ですね。 

 ただ、趣旨として、小型魚のキャッピングはきっちり守った上で総枠の管理、要は小型

魚はここまでは獲らない場合に、その分の枠を大型魚に回して、大型魚を獲る分だったら

いいんじゃないのと、それをフレキシブルに小型魚の分を大型に回せるようなやり方とい

うのはできないかというご提案だと理解しております。 

○山川部会長 それに関しましては、たしか太田審議官の回答としては、事後的に小型魚

の枠を大型魚に回すというのはＷＣＰＦＣの中では認められていない。事前に小型魚の枠

を大型魚にかえていくという提案だったら可能かもしれないけれども、事後的にというの

はなかなか難しいだろう。実際に韓国でそういう事例があって、ＷＣＰＦＣの中で問題に
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されたというご説明があったかと思いますけれども、そういうことで、なかなかＷＣＰＦ

Ｃの中で提案しても認められるのはちょっと難しいという印象を、私は太田審議官からの

説明を聞いて思ったんですけれども。 

○福田漁業交渉官 水産庁資源管理部でＷＣＰＦＣを担当しております福田と申します。 

 １点目の大型魚・小型魚を併せた漁獲上限管理、大型魚・小型魚を全体枠の下で管理し

ながら、小型魚についてはこのうち一定の上限を超えてはいけないとの管理ができないか

ということについては、前回のこの場でご意見を頂戴しまして、水産庁内部、また研究者

も交えて検討させていただきました。趣旨としては理解できる提案ではありますが、小型

魚については、特に新規加入が毎年変動が激しく、仮に加入が少なかった年には小型魚の

枠に相当量の残枠が出ることも想定されます。その残枠で大型魚で獲ってしまうと、大型

魚に対する圧力が想定以上増えるとの懸念もあり、そう簡単にはいかないのではないかと

考えております。現状、ＷＣＰＦＣのルールにおきましては、小型魚から大型魚へのシフ

ト、小型魚の漁獲上限の一部をあらかじめ計画的に透明性を持って大型魚の漁獲に使うと

いうことについては認められていますし、まき網においても一部小型魚の枠を大型魚に振

りかえておられます。韓国についても小型魚から大型魚への振り替えが行われているんで

すけれども、このように計画性を持って、透明性を持って行う小型魚から大型魚への振り

かえについては、今のルールでもできますし、現にやっておりますが、漁期途中にフレキ

シブルにやるというのは、これは少し違うのではないのかということでございます。今年

も各県で小型魚から大型魚への振りかえの要望があるかアンケートでお聞きしましたが、

予め上がってきたそのような要望については、そういった振りかえについては資源につい

ても前向きの効果がありますので、対応していきたいと思いますけれども、臨機応変にで

きるかというと、まだそこまでは、ＷＣＰＦＣの世界ではまだ議論が熟していないという

状況にございます。 

 また、複数年の管理については、将来的に資源が一定程度まで回復したときには、複数

年の管理というのもあり得ると思います。ただ、今現在は、毎年の加入状況を見ながら、

仮に加入が悪かったときには緊急ルールの適用等も検討するなど、毎年毎年の状況を見な

がらやっているという状況でございます。世界的にまぐろ資源の利用状況を見ましても、

中西部太平洋のクロマグロは、０歳、１歳というのは圧倒的に獲り過ぎている。そこを毎

年の加入を見ながら漁獲を抑制していこうということでやっておりますので、仮に加入が

悪ければ、その年にやる措置を考えないといけない。一定程度資源が安定してくれば、中
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長期的にはこういった複数年管理というのも検討できると思いますけれども、現時点にお

いて直ちにこの複数年管理というのが導入できるかと言われますと、なかなか難しい状況

にあると思っております。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 栁内委員。 

○栁内委員 水産庁に質問なんですけれども、今、ＷＣＰＦＣ上の現状のルールを伺った

わけですが、小型から大型への振りかえなんかを事前に、いわばオプションのように、

何％とか何トンぐらい枠を一旦確保してもらって、２回に分けて行使するとかということ

で半期に１回振りかえ枠を見直せるような、１年というスパンが長いんじゃないかという

ことで、この問題も出ているような気がしますので、半期ぐらいで行使できるかを事前に

約束をもらえないかとか、そういった交渉の余地はないかどうか。ありましたらご検討い

ただければ柔軟性が高まるのかなと思います。 

○福田漁業交渉官 期間の問題というよりは、計画性・透明性を持ってやっていくという

ことが重要と考えております。日本の管理は、沿岸が７月～６月の漁業年管理、まき網が

暦年管理で、来年から沿岸については４月～３月の管理に変えるという状況です。このよ

うな漁業毎に管理期間が違い、大型・小型魚別の漁獲上限があり、融通があってと、外国

から見ると、一生懸命やっているんだけれども、本当にどういう数量管理になっているか

見えづらい部分もあるとの指摘もあり、透明性を持って計画的にやっていくということが

必要だと思っています。ご指摘の点については十分検討できる余地はあるんだろうと思っ

ております。 

○山川部会長 どうもありがとうございます。 

 では、引き続きＷＣＰＦＣの場で、できるだけ日本の思いがかなえられるように頑張っ

ていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 じゃ、田中委員。 

○田中委員 小型魚の枠を大型魚に振り分けたいという希望もよくわかるんですが、一方

で実績になりますと、将来的に小型の枠が減り過ぎちゃうと、後に卓越が出たとき困った

はめになるので、その点もよくご考慮いただいて交渉に臨んでいただきたいということで

ございます。 

○山川部会長 確かに仰る点はこれまでの議論から抜けていましたけれども、確かに仰る

とおりですね。 



－41－ 

 他にございますでしょうか。 

 では、これで列記をしてありました全ての論点について議論を行いました。以上、全体

を踏まえまして、さらに強調したいこととか、何かご意見とかあればお伺いしたいと思い

ます。 

 東村委員。 

○東村委員 先ほど、個別割り当てのことで個人に割り当てるのは賛成しかねるという発

言をいたしましたけれども、もう少し趣旨をお話しさせていただきたいと思います。少し

誤解をもたらしかねない言い方をしたかなと思うんですが、水産庁が権利として個人に与

えるのはやめたほうがいいという言い方です。つまり、これだけ獲るのが保障されますよ

という、今のくろまぐろの現状ですと、恐らくみんな満限まで獲ってしまうので、そうい

う問題は起こらないかと思うんですが、何らかの形でこれだけ獲れますよという権利とし

て渡すと、そこで取引が起こったり、そこで権利化して、お金が絡む話になります。 

 一方、「獲ってもいいですよ」なら、獲れなくても、それはその人の状況、事情なので、

大きな問題は生じないかと思います。ただ、それであっても、融通するときには、やはり

水産庁なり都道府県なりが関与して、ちゃんとオープンにしなければまずいことになるだ

ろうということを補足させていただきます。 

○山川部会長 すみません。ちょっと私、見逃しておりました。国際的なルールに関する

事項のところで①、②、③とありますけれども、あともう一つ、３番目、国際的なルール

ではなくて、その３番目ですね。共通事項及びその他というところで、（１）増枠時の対

応、（２）漁獲証明制度、（３）支援措置・技術開発、この点、一番後ろのページにあっ

たものですから見逃しておりました。これについて、大森委員。 

○大森委員 ３点とも、今のこの意見に対して水産庁としてどんなお考えかを教えていた

だけますでしょうか。 

○山川部会長 では、水産庁のほうから、現時点での考え方とか、教えていただければ。

よろしくお願いいたします。 

○中管理課長 まず増枠時の対応の部分でございます。これはいろいろご意見ございます

けれども、まさにここでご議論いただく配分の考え方に従って今後も対応するということ

でございます。 

 漁獲証明制度につきましては、今後長期的にいろいろ議論していかなければならないと

いう中身として考えております。 
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 支援措置・技術開発、これらの部分については、我々、概算要求の中にも混獲回避のた

めの技術支援であったりとか、あるいは既に実用化に達している技術について普及のため

のものであったりとか、あるいは休漁支援みたいなものであったりとか、そういったもの

については既に概算要求の中に盛り込んでいるわけでございます。 

 この中で、もう一年繰り上げた算定基準にして数量管理がスタートする前の基準にする

ことを検討してほしいというところにつきまして、29年度時点での５中３の基準というも

のを設定して、それを維持する。要は、資源管理が始まる前の段階のものというものを維

持し、そして資源が増えてきた段階のものをやっておるわけでございますので、なかなか

それ以上というのも難しいとは考えております。 

 一般の人が補助金のように思ってしまうので、自己負担の部分や掛け捨ての部分がベー

スにあることを発信してほしいというのは、これはまさにそのとおりでございます。なか

なか積立ぷらすの制度自体、漁業者以外の皆さんがよくご存じないという部分はあると思

いますので、そういったところは正確に情報発信していかなければならないと考えており

ます。 

 第４管理期間においては、まき網に不公平な配分がなされたにもかかわらず、沿岸に比

してということだとは思いますが、経営安定対策も不十分だったということでございます。

ここのところに関しては、まき網についても種々さまざまな施策を講じておりますので、

そういった中で本当にそういう影響があるのであれば、それに対応するような運用の中で

のやり方というのはあるのか、そういうところも検討は可能ではないのかとは考えており

ます。 

 網に入るまででできる技術開発を国のほうでお願いしたいという部分については、もう

まさに我々、重点的に概算要求においても行っているところでございますので、こういっ

た中で対応していきたいと考えております。 

○山川部会長 どうもありがとうございました。 

 ご意見等、ありましたらよろしくお願いします。 

 栁内委員。 

○栁内委員 支援措置で今ご説明いただいたところなんですけれども、どのようなくろま

ぐろの配分枠になっても、やはり経営の影響というのはある程度出るだろうと予測される

ところです。本日の議論で融通等々、インセンティブ等々、いろんなワードも飛び交いま

したけれども、まき網、大中まきとしても、沿岸漁業の方々と同じような支援策、積ぷら
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のルール等々を設けていただきたいと思いますし、さらには全漁法共通で収入安定対策の

拡充というのを必要があればぜひ講じていただきたいというお願いを一言申し上げます。 

○山川部会長 他にございますでしょうか。 

 田中委員。 

○田中委員 増枠時の対応ですけれども、おそらくこれが政策としては一番大事になると

ころじゃないかと思います。今、苦労して守っている人もたくさんいるわけですから、そ

ういう人たちにメリットがある、あるいは夢が持てるようなそういう仕組みを入れていく

必要があると思います。そうしないと、やったのに何もならないということで、くろまぐ

ろの資源管理だけじゃなくて、他の日本の全ての資源管理がだめになってしまいます。だ

から、ここでそれを成功させるというのが大事だと、水産庁もそうして信頼を回復してい

ただいて頑張っていただきたいと思います。 

○山川部会長 この増枠時の対応につきまして、では、増枠したときにどうすべきかとい

うのを今の時点から考えておくべきということなのか、あるいは、タイミング的に、増枠

が具体化したあたりでどういうふうにルールに反映させていくかということにするのか、

その辺はいかがでしょうか、田中委員。 

○田中委員 個人的には、ある程度早い段階の方がいいんじゃないかと思います。今苦労

しているわけですからね。将来まで待てるかという保証がない中で、当面増えないわけで

すから、そこは政策としてよく考えておく必要があり、漁業者をどうコントロールしてい

くかという観点から大事なポイントではないかと思います。いろいろな情報も必要なんで

すけれども、個人的にはある程度早い段階で示唆するほうがいいと考えます。 

○山川部会長 東村委員。 

○東村委員 私、先ほど、配分のルールとか管理のルールは五、六年程度で見直すような

ものがいいのではないかと発言させていただいたんですけれども、恐らく現状、増枠が今

回認められなかった状況を資料等で読んでいる限りでは、そんなに近いうちに増枠されな

いんじゃないかなということを念頭に置いて、現状、あまり決めないほうがいいのではな

いかという趣旨でした。増枠されるころには資源の状況は多分変わっている。すなわち国

際情勢も変わってくる。そして技術も上がってくる。こうした状況を踏まえて、その時点

でまたこんなにたくさんの会議をするのも大変かと思うんですけれども、ある程度は、田

中委員の仰ったように、ちゃんと守った人が得をするようなという、総論は賛成いたしま

すけれども、現状で、例えばここにあるように定置をとか混獲分をとか、あまりそういう
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具体的なところまでは決めるべきではないと考えます。 

○山川部会長 両方のご意見がありましたけれども、いかがですか。 

 そもそも増枠されたときには、今我慢しているのは、どの漁業種類もみんな我慢してい

るわけですよね。そうすると、それぞれの我慢があって、増枠したときにやはりそれぞれ、

それなりに配当はあるべきだという、それは明らかなんじゃないかなというふうに思いま

すので、今の時点できちんとルール化しておかなくても、それなりに配当はあるだろうと

いう、そういうことは動かないわけですよね。その中で、では配分をどう具体化していく

かというところになってくると、東村委員も仰るように、その時点での資源の状況とか、

あるいはその時点での技術レベルかどうだとか、そういうところも絡んでくる話ですので、

あまりガチガチに今の時点からルール化していくのも、増枠がすぐ見えているということ

であればいいんでしょうけれども、水産庁の方々は頑張ってくださっていますが、実際に

はその増枠までどれぐらいかかるのか、現時点ではまだ見えない状況の中で、配分ルール

のところまで決め切れるのかどうかということがあったりしますけれども、いかがですか、

委員の方。 

では、増枠時の対応のことについてはこれぐらいにさせていただいて、大森委員、よ

ろしくお願いします。 

○大森委員 先ほどの中課長のご説明で、漁獲証明について長期的な課題というふうに仰

ったように聞こえたんですけれども、ここは今の水産政策改革の中でも、まず一歩踏み出

すんだと、こういうことですから、より早く実現するようにご尽力いただきたいと思いま

す。 

○中管理課長 長期的というのは、今回のという意味ではなくて、農水産改革の次のセッ

ト中のプロセスという意味でございます。 

○山川部会長 では、それにつきましては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、特にございませんでしたら、以上をもちまして本日の総合討論を終了させていた

だきたいと思います。 

 本日、委員の皆様よりいただいたご意見をもとに、配分についての考え方をまとめてい

きたいと思います。取りまとめる過程におきましては、委員の皆様に再度ご協力いただき

ますので、またそのときにはよろしくお願いいたします。 

 では、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。 
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○中管理課長 次回、第５回のくろまぐろ部会ですが、11月１日に開催を予定しておりま

す。議題としては、配分についての考え方の取りまとめを行います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○山川部会長 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。 

 これをもちまして、本日のくろまぐろ部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。 

午後 ４時３０分 閉会 

 


