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１．そ の 他

１．閉 会

開 会

○五十嵐漁政課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから資源管理分科会を開催いたし

ます。

初めに、去る１月 日付で水産庁幹部の交代がございましたので、御紹介申し上げます。11

企画課長の坂井でございます。

○坂井企画課長 よろしくお願いいたします。

○五十嵐漁政課長 よろしくお願い申し上げます。

それでは、本日の委員の御出席の状況でございますが、委員８名中６名の御出席ということでご

ざいます。水産政策審議会令第８条 項の規定による定足数の過半数を満たしておりますので、本1

日の資源管理分科会は成立しているということを御報告させていただきます。

次に、お手元の資料の確認をしたいと思います。お手元に、まず、議事次第の１枚紙がございま

す。続きまして、資料一覧の１枚紙。続きまして、分科会の委員の先生方の名簿が資料１でござい

ます。資料２として諮問の第 号、ホチキスとじがございます。資料３として諮問の第 号、こ76 77

れも厚目のホチキスとじがございます。資料４―１が諮問第 号、１枚紙でございます。基本計78

画の新旧対照表が４―２でございます。その後ろに資料４の参考として、ズワイガニの漁獲可能量

変更の対比表がついておるかと思います。最後が資料５でございます。もし何か不都合がございま

したら、お申し越しください。

それでは、以後の進行を分科会長によろしくお願い申し上げます。

議 事

諮問第 号 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令について76

○山下分科会長 こんにちは。きょうもお忙しい中、また足元悪い中、大勢お集まりくださいまし

てありがとうございます。

それでは、早速ですが議事に入りたいと思います。

諮問第 号の「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令について」と76

いうことで、説明の方をお願いいたします。

○山下遠洋課長 遠洋課長の山下でございます。右肩に「資料２」とある資料に基づきまして御説

明申し上げます。

最初に、諮問文を朗読させていただきます。
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農林水産大臣 島 村 宜 伸

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正

する省令について（諮問第 号）76

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

漁業法（昭和 年法律第 号）第 条第５項及び水産資源保護法（昭和 年法律第 号）24 267 65 26 313

第４条第５項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。

ページめくっていただきまして、資料に基づきまして御説明申し上げます。1

最初のページでございますが、改正の趣旨ということで文章を書かせていただいております。近

海かつお・まぐろ漁業につきましての説明をここに書いておるわけでございますが、今回、操業区

域を簡素化しようというのが趣旨でございます。近海かつお・まぐろ漁業でございますが、御承知

のとおり、生鮮のかつお・まぐろを主体といたしまして行っている漁業でございまして、これまで

我が国独自の漁業資源管理措置がございましたし、それに加えまして、地域漁業管理機関により定

められた漁業資源管理措置の遵守を通じた協力と貢献が求められるようになってきております。こ

れは具体的には、昨年の６月に発効いたしました中西部太平洋まぐろ類保存管理条約、ＷＣＰＦＣ

と申しますが、この新しく立ち上がりました条約に基づく漁業管理機関、これが今動き始めたとい

うことでございます。

これまで、近海かつお・まぐろ漁業の操業区域につきましては、遠洋かつお・まぐろ漁業との操

業の調整ですとか、あるいは近海かつお・まぐろ漁業内部の問題でございます漁場競合の回避等の

目的で、操業区域が限定あるいは細分化されておりまして、８種類の操業区域が現在ございます。

こういう状況の中で、先ほど申し上げましたとおり、地域漁業管理機関による国際的な枠組みが整

備されまして、遠洋、近海両漁業とも統一的な管理のもとに置かれることになったことが第１点。

それから、近海かつお・まぐろ漁業の隻数が以前に比べまして大幅に減少してまいりまして、漁場

競合のおそれがなくなったこと、こういったことから、細分化されております操業区域の規制を設

けておく必要がだんだん低下してきているという現状にございます。

また、漁業者の中には、より高品質なまぐろ類の漁獲が期待できる漁場、あるいは未開発漁場で

の操業、さらには入漁実績のない南太平洋島嶼国を基地化することによりまして、新たな国際情勢

や経営環境に対応した国際競争力の確保を図りたいという漁業者も出てきておりまして、その際に

、 、 。は 現行の細分化されました操業区域の規制が その実現には障害となっているものでございます

こうしたことから、経営者の判断による漁場選択の幅を広げるということ、これによりまして国

際競争力の確保を図ることを目的といたしまして、新たに２つの操業区域を設けまして、地域漁業

管理機関に定められた船位位置報告装置（ＶＭＳ 、これを備えつけることを条件として、漁業法）

第 条の変更許可を行って操業区域を変更してもらおうということでございます。61

この新しく２つの操業区域を設けることに伴いまして、今般、２にございます改正内容でござい

ますが、従来、操業区域ごとに船の船橋（ブリッジ）にいろいろな色を塗ってもらうと、塗装する

ことを義務づけておりましたが、今般、新たに２つの操業区域を追加することに伴いまして、所要



の規定の整備を行おうとするものでございます。

この省令につきましては、現時点で今年の４月を目途に施行していきたいというふうに現在考え

ております。それまでの間、許可の取り扱い方針の整備ですとか、あるいはＶＭＳの搭載の実施、

あるいは確認等の手続について、さらに詳細な詰めを行う予定としているところでございます。

１枚めくっていただきまして、太平洋の操業区域の図がございます。この後ろに省令の文言がご

ざいますが、これは大変複雑でございますので、この図に落としてございます。右の方に凡例がご

ざいまして、現在の操業区域が乙Ｂから下の小型まで （一）から（八）までの８種類でございま、

す。それぞれ操業区域のラインは色で示してございまして、その色が船のブリッジに塗る色と合わ

せたものでございます。

現在、こういう複雑な８種類の操業区域でございますが、この凡例の中ほどにございます点線、

破線で、新近海、新小型というふうに書いてあるところでございますが、この点線と破線の２つの

種類の操業区域を新たに追加していこうというものでございます。この凡例の一番右端に改正後と

ございますが、①から⑩までございます。この省令が改正された暁には、操業区域は 種類の操10

業区域になるわけでございます。

今後の問題でございますが、次期一斉更新は平成 年を予定しておりますけれども、その際に19

は、この新しく２つの操業区域に整理統合していこうということで、さらに検討してまいりたいと

いうふうに考えております。

それから、塗装のあり方でございますが、改正後の①から⑦までは船のブリッジ全体を塗っても

らうということで、新近海という操業区域を持つものについては白、新小型のものにつきましては

黄緑色というものでございます。なお、⑧から⑩までの３つにつきましては、従来と同じようにオ

レンジ色、青、黄緑でございますが、船体に１メートル程度の帯で色を塗ってもらうと。こういう

ことで各操業区域の許可が外見で明確にわかるというために、船体の塗装を省令で義務づけておる

ものでございます。

それから、この図で一番東側の方になりますが、新近海と書いてある点線がございますが、この

さらに東の海域は、東部太平洋のＩＡＴＴＣという別の国際条約の管轄する区域になります。従い

まして、ＷＣＰＦＣとＩＡＴＴＣの境界線をここで採用しているというものでございます。

それから、南のラインでございますが、南緯 度のラインで線を引いておりますが、これは、25

ＷＣＰＦＣの条約の水域はもっと南までございますが、このラインから南の方ではみなみまぐろの

漁獲があり得るということで、みなみまぐろにつきましては、みなみまぐろ保存委員会の別の委員

会の管轄でございますので、管轄が重なっておるところで混乱を避けようということで、 度の25

線で切っているものでございます。

それからインド洋の方は、従来から操業区域はほとんど小さいものでございますが、インド洋ま

ぐろ漁保存委員会（ＩＯＴＣ）という別の枠組みがございます。それからまた、インドネシアの南

側の海域はみなみまぐろの産卵場となっておりまして、みなみまぐろ保存委員会の管轄でもござい

ます。こういったことから、ラインを設定する技術的な問題で、若干インド洋にも線が入っており

ますけれども、基本的には太平洋だけの操業区域と御理解をいただきたいというふうに考えており

ます。

３枚目以降、新旧対照表の格好で、ただいま御説明申し上げましたものを緯度、経度等で示して

おりますが、説明は省略をさせていただきたいと思います。

以上でございます。



○山下分科会長 ありがとうございました。

ただいまの説明について、何か御質問、御意見などございませんでしょうか。

質問ですけれども、図ですが、新近海と新小型とで点々の大きさが凡例によると違うんですが、

この図を見ると、何か重なっているのかしら、同じような大きさに見えますけれども、これは内側

のところだけが新小型があるということですか。どちらも同じ破線に、私がいただいている資料で

は見えるんですが。

○山下遠洋課長 申しわけございません。図のつくり方が大変まずかったのでございますが、今御

指摘ありましたとおり、東経 度の線でおりている線、それから北緯 度の線で東側に伸びて170 20

いる内側が新小型と書いてありますけれども、これが本来点線でかくべきところを、ちょっと新近

海の方と図の上では同じ破線になってしまいましたけれども、区別をしてございます。

○山下分科会長 わかりました。

ほかにはいかがでございますか。

保田委員お願いします。

○保田特別委員 新小型と新近海というのは、まるっきり別な新しい許可になるんですか。それと

も、何かから移行するんですか。例えば甲Ａ、特Ａ、そういうものから移行するのか、それともま

るっきり新しい形になるのか。

○山下遠洋課長 ただいまの御指摘でございますが、最初に御説明いたしました、改正についての

「別紙」と書いたものの一番下に注がございます。説明をちょっと落としまして申しわけございま

20 120せん 従来の操業区域で １ から ７ までを操業区域とするもの これはすべて トン以上。 （ ） （ ） 、

トン未満の船の操業区域でございますが、この操業区域を有するものについては新近海。

従来の操業区域の（８ 、小型と書いてありますけれども、この許可を有するもので変更許可を受）

けたものが新しい新小型ということで、現在のそれぞれの許可の小型とそれ以外に分けまして、現

在小型のものが新小型に変更許可、ほかのものが新近海というふうに変更を申請に基づいて行おう

とするものでございます。

○保田特別委員 すると、２種類になるというふうに理解していいんですね。

○山下遠洋課長 すべて申請が行われれば２種類の操業区域になるということでございます。

○保田特別委員 図面を見て、単純な私の考えなんですけど、新小型というのは西経の 度まで150

延びていますよね。北緯の 度ラインから右に折れて。これはずっと続くんですね。この点線が20

新近海と新小型と重複しているんですね。同じところで延びていくんですね。そして、最後は西経

の 度まで延びていくわけですね。これは現実的にどうなんですか。これで行くと、 ～ ト130 10 20

ンの船で、というふうに考えるときには。現実的にですよ。

○山下遠洋課長 ただいまの御指摘でございますけれども、まず、新小型と新近海の区域の違いが

ありますのは、北緯 度から北緯 度の間の四角の部分だけでございます。したがいまして、新20 50

小型の トン未満の船につきましても、いわゆる西経の水域まで行けるようになります。ただ、20

実際の操業のあり方を想像しますと、現在も、いずれかの島国において基地化して操業している形

態がございますが、こういったことで、西経にある島国に入漁して基地化して操業するということ

が可能になるというふうに考えております。日本の港を根拠にして往復操業は、物理的には不可能

であろうというふうに考えております。

○保田特別委員 では、現在グァムなんかで行われている、ああいうのをほかの島でもやれるよう

にしたいというふうなことですね。



○山下遠洋課長 御指摘のとおりでございます。

○山下分科会長 ほかにはいかがでございますか。

○保田特別委員 できればこれはもっと早く、兼業魚種がこれだけ衰退する前に、いろんな兼業魚

種がこのまぐろにかけ合わせてありましたよね。いろんなトン数の問題、この トンというライ120

ン、これはものすごく大きな負担となって、例えば権利の取得、漁権の取得とかに大変な圧迫をし

たと思われるんです、私を初め。もうちょっと早くやられたら、いろんなまた別の、これだけ衰退

しないうちに方法があったのかなというふうに思います。

以上です。

○山下分科会長 新しい国際条約が、地域管理機関が動き出すというそのタイミングに合わせてと

いうことであるというように先ほど聞いておりましたが、それでは、諮問第 号については、原76

案どおりでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○山下分科会長 それでは、諮問第 号については、原案どおり決定します。76

諮問第 号 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令等の一部を改正する省令について77

○山下分科会長 次に、諮問第 号の「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令等の一部を改77

正する省令について 、説明をお願いいたします。」

○坂井企画課長 企画課長の坂井でございます。

それでは、お手元の資料をごらんいただきます。これは前回の審議会でも同じような案件を御審

議いただいているかと思いますが、手続的な改正でございます。市町村の合併が今進められている

ところでございますが、御案内のように指定漁業の許可、取り締まりに関しましては、一定の海域

を対象として漁業の制限または禁止の措置を設けております。

したがいまして、緯度、経度、灯台、岬等を用いて海域を特定しておるわけですが、その際に市

町村の名前が出てくるということでございます。

諮問文を朗読させていただきます。
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会長 小野 征一郎 殿

農林水産大臣 島 村 宜 伸

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令等の一部を改正

する省令について（諮問第 号）77

別紙のとおり、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和 年農林省第５号）並びに承38

認漁業等の取締りに関する省令（平成６年農林水産省令第 号）の一部を改正する省令を定めた54

24 267 65 26 313いので 漁業法 昭和 年法律第 号 第 条第５項及び水産資源保護法 昭和 年法律第、 （ ） （

号）第４条第５項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。

以上が諮問文でございます。



前後いたしましたが、市町村の名前がこの省令に出てまいります。今、市町村の合併が進んでお

、 、 。りますので それに伴いまして 逐次市町村の名称を変更する必要があるという内容でございます

この資料の３ページをお開きいただきますと「参考１」がございますが、これが今回関係する市

町村名で、左から２番目が名称の変わる市町村、合併をする新しい市町村の名前が次の欄に出てお

ります。合併予定日のところを見ていただきますと、３月から７月に至るまで３枚にわたっており

。 、 、 。ます これだけの予定が 今 私どもで確実に合併が行われるということで把握をしてございます

今回、確実に合併が行われる市町村について掲げさせていただきました。きょうの審議会で御了解

をいただきまして、実際の合併ということになりますと、総務省によって告示が出まして、予定の

年月日が最終的に確定をするということになりますが、そういった確定、行政的な手続の進捗に合

わせて、逐次こちらの省令の方も改正をさせていただくといった段取りで手続をとらせていただき

たいというふうに考えております。

ちなみに、６ページ以降 「参考２」に新旧対照表という形でそれぞれ該当のところを掲げてお、

りますので、実際にはこのような新旧対照表に基づきまして、省令の改正を改め文をつくって行っ

ていくと、こういった段取りで進めさせていただきたいというふうに考えております。

ちなみに、この市町村の合併につきましては、合併促進期間が延長されまして来年の３月まで市

町村の合併が行われるということになりますので、この種の改正につきましては、今後の審議会に

おきましても、逐次わかり次第、市町村の合併が確実なものから御審議をいただくということで手

続を進めさせていただきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○山下分科会長 ありがとうございます。

ただいまの説明につきまして、何か御質問、御意見等ございませんでしょうか。

（ なし」の声あり）「

○山下分科会長 それでは、次の２点について皆様の御承認を賜りたいと思いますが、その２点と

申しますのは、諮問第 号の「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令等の一部を改正する省77

令について 、この第１点目ですが、平成 年７月上旬までの市町村合併が行われた場合には、そ」 17

れぞれの市町村合併期日に合わせて該当部分の改正を行うということ。もう１つ、２つ目ですが、

これは省令改正の具体的な条文の規定は参考２の新旧対照表に即して規定するということです。こ

れについて皆様の御承認を賜りたいと思っております。いかがでしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

○山下分科会長 では、異議なしとのことでございますので、諮問第 号については原案どおり77

決定いたします。

諮問第 号 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の78

検討等について

○山下分科会長 次に、諮問第 号の「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78

の規定に基づく基本計画の検討等について 、説明をお願いいたします。」

○武田管理課長 管理課長の武田でございます。

お手元の資料４でございますが、これが諮問内容でございますが、まずは諮問文を朗読させてい

ただきます。



水管第 号16 3266

平成 年２月８日17

水産政策審議会

会長 小野 征一郎 殿

農林水産大臣 島 村 宜 伸

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 号）78

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 号）第３条第７項の規定に基づ77

、 （ 。 「 」き 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画 平成 年 月２５日公表 以下 基本計画16 11

という ）に別紙のとおり変更の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、別紙のとおり基本計画の一部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。

諮問文は以上でございます。

この諮問は、昨年同様、ズワイガニのＴＡＣにつきまして、期中改定を御審議いただくものでご

ざいます。

基本計画の変更箇所につきましては、お手元にございます資料４―２に新旧対照の形で整理をさ

せていただいておりますけれども、その内容につきまして、資料４参考という２枚とじた紙がお手

元にあると思いますけれども、そちらの方で説明をさせていただきます。

資料４参考の１枚目に、ズワイガニ漁獲可能量の変更数量が整理してございますけれども、１枚

めくっていただきまして、日本地図がかいてあるものでございますけれども、これに基づきまして

説明をさせていただきたいと思います。

平成 年のズワイガニのＴＡＣにつきましては、この地図にございますように、ＡからＥまで16

の５つの海域におきます数量を積み上げまして、全体で トンという形でＴＡＣが設定されて7,178

おります。今回は、そのうちＥ海域につきまして昨年 月に資源評価が見直されまして、それに11

即しましてＴＡＣの数量を見直すということと、あわせましてＡ海域とＤ海域、Ａ海域は日本海西

部の海域でございます、Ｄ海域はオホーツク海域でございますけれども、この２つの海域につきま

しては、大臣管理分と知事管理分のいずれにも配分をしていない留保枠というものを用意してござ

いましたが、この留保枠につきまして、期中配分を追加で行うものでございます。

まず、Ｅ海域、太平洋北部の海域のＴＡＣの数量の追加についての説明でございますが、この海

域のズワイガニ資源の生物学的許容漁獲量、ＡＢＣでございますけれども、昨年秋の資源評価にお

きまして、当初は トンということで資源評価されていたわけですけれども、それが トンに220 260

上方修正されております。今般、漁業者の方から資源的に問題がない範囲でＴＡＣを増加してほし

いとの要望が出されておりますことから、資源評価のＡＢＣの数字に即しまして、Ｅ海域のＴＡＣ

の数量を トンから トンに、 トン増やしたいと考えています。220 260 40



そして、この トンの数字ですけれども、当初配分と同じ配分比率で大臣管理分と知事管理分260

に配分することといたしまして、そうしますと計算の結果、大臣管理漁業が トンから トン212 251

に、知事管理の数量につきましては、計算上８トンから９トンに増加いたしますけれども、若干配

分のままということでございますので、知事管理数量について変更は生じないという整理になりま

す。

それから、留保分の追加配分でございますけれども、まず、日本海西部のＡ海域、日本海北部の

Ｂ海域、オホーツク海のＤ海域、以上については留保枠を設けておりまして、大臣管理漁業と知事

管理漁業の漁獲状況に応じて期中配分をすることによりまして、ＴＡＣを有効利用していこうとい

う趣旨でございます。ズワイガニのＴＡＣ管理は昨年の７月から今年の６月までが管理期間という

ふうになっておりますけれども、漁期半ばを迎えたところで、これまでの漁模様を踏まえまして、

Ａ海域とＤ海域について留保枠の配分を行いたいと考えております。

まず、Ａ海域ですけれども、留保枠は トンございますが、これを漁業の操業実態に即して、350

大臣管理量に トンを追加いたします。結果として、 トンが トンという形になりま350 3,366 3,716

す。

次に、Ｄ海域でございますけれども、留保枠 トンございますが、そのうち トンを北海道100 68

知事の管理量に追加をいたしまして、 トンが トンという数字になります。57 125

これらの結果を整理いたしますと、全体としてのズワイガニの 年のＴＡＣ数量は トン16 7,178

7,218 5,005 5,394から トンへ 左の上の方に書いてございますけれども うち大臣管理量が トンから、 、

トンへ、そのうちのＡ海域が トンから トン、Ｅ海域が トンから トンへとそれ3,366 3,716 212 251

ぞれ変更になります。

また、北海道の知事管理量につきましては、国の基本計画では総量のみが記載されることになり

ますので、Ｃ海域の トンとＤ海域の変更後の トン合わせまして、全体で トンが ト43 125 100 168

ンという形に変更になります。

以上が、平成 年のズワイガニのＴＡＣの改定内容でございます。16

なお、ただいま御説明申し上げた内容につきましては、関係道府県、関係漁業団体との調整をし

て、こういう整理をさせていただいているところでございます。

これで諮問第 号に係る説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどをお願いいた78

します。

○山下分科会長 ただいまの説明について、何か御質問、御意見等ございませんでしょうか。

中田委員どうぞ。

○中田特別委員 可能量の変更についてはよくわかりましたけれども、問題は、資源の状況がわか

らないんですよね。資源の状況をもって可能量を変更するのであるんですけど、資源量の方の説明

をもうちょっと詳しくお願いしたいと思います。

○武田管理課長 資源量でございますけれども、昨年の 月に資源の評価をした際に平成 年の11 17

ＴＡＣを御審議いただきましたけれども、そのときにあわせて 年の漁期についての資源評価も16

見直しを行っているということでございます。全体としての説明としては、 年の評価をここで17

御紹介すれば、資源の動向がどうかということがわかるかと思いますけれども、今回追加した部分

のＥ海域、太平洋の北部海域でございますけれども、平成 年は、先ほど説明申し上げましたよ16

うに漁獲可能量が トンでございましたが、これが今回 トン追加をされたということを踏ま220 40

えて、 トンにＡＢＣが改定されたので、それをそのまま、 トン分漁獲可能量として上乗せし260 40



ようということでございますけれども、 年のＥ海域の資源評価は トンという数字になって17 280

おります。この トンという数字も、ＡＢＣリミットで言えば、 トンのところをそれよりも280 410

厳しい数量ということで、ＡＢＣターゲットの方の数字の トンを採用して、それに基づきまし280

て 年の漁獲可能量を設定したところでございまして、こういったズワイガニの資源の中期的な17

資源の回復状況を踏まえますと、今回、 年の再評価の結果をそのまま受け入れて、 トンを増16 40

やすことについては、資源の動向から見て問題はないのではないかというふうに考えているところ

でございます。

○小松漁場資源課長 我々の方でＡＢＣを算定する業務を所管しておりまして、太平洋の今の地図

のＥ海域につきましては、今管理課長から御説明がありました トンを来年度の評価に合わせま220

して、今年度分として トンに増加させたところでございます。ただ、御参考までに申し上げま260

すと、オホーツクのＤ海域についての再評価は、 トンであったものを トンにしております827 713

し、そのほかＢ海域については、 トンを トンにしております。一番大きい日本海西部のＡ380 390

海域につきましては、 トンは トンのままでございます。5,000 5,000

以上、参考までに申し上げますけれども、上がったところと下がったところがございます。

○山下分科会長 よろしゅうございますでしょうか。

ほかにはいかがでしょうか。

それでは、諮問第 号については、原案どおりでよろしいでしょうか。78

（ 異議なし」の声あり）「

○山下分科会長 それでは、そのように決定いたします。

諮問第 号 平成 年度の遡河魚類のうちさけ及びますの増殖を図るために独立行政法人さけ・79 17

ます資源管理センターが実施すべき人工ふ化放流に関する計画について

○山下分科会長 次に、諮問第 号の「平成 年度の遡河魚類のうちさけ及びますの増殖を図る79 17

ために独立行政法人さけ・ます資源管理センターが実施すべき人工ふ化放流に関する計画につい

て 、説明をお願いします。」

○長尾栽培養殖課長 栽培養殖課長の長尾でございます。

資料５に基づきまして、諮問第 号の説明をさせていただきます。79

まず、諮問文を朗読させていただきます。

水推第９２０号16

平成 年２月８日17

水産政策審議会

会長 小野 征一郎 殿

農林水産大臣 島 村 宜 伸

平成 年度の遡河魚類のうちさけ及びますの増殖を図るために独立行政法人17

さけ・ます資源管理センターが実施すべき人工ふ化放流に関する計画について

（諮問第 号）79



このことについて、別紙案のとおり定めたいので、水産資源保護法（昭和 年法律第 号）26 313

第 条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。20

ということでございます。

、 、 。１枚めくって次のページ １ページと振っておりますが そこをごらんいただきたいと思います

下の方の「説明」のところに書いてございますが、この計画案については、農林水産大臣が水産資

源保護法の規定に基づき、独立行政法人さけ・ます資源管理センターが平成 年度に人工ふ化放17

流を実施すべき河川及び放流数を定めようとするものでございます。

、 。 、 、１ページめくっていただきまして ページに全体の総括表がございます さけ からふとます2

さくらます、べにざけについて、放流水系数、放流施設数、放流予定数を記述してございます。括

弧内が前年度で、その下に記載している数値が 年度の計画となっております。内容といたしま17

して、さけについては１億 万尾ということで、前年よりも 万尾減少しております。こ5,800 2,120

れは北海道や北海道の関係団体の了承も得まして、現在進めておりますさけ・ます資源管理センタ

ーの中期目標の中で、資源増大を目的とするふ化放流については順次民間への移行を図るとされて

おり、この計画に基づくものでございます。 年度は、天塩川にございます中川事業所と、釧路17

川にございます鶴居事業所の第２施設、合わせて 万尾分を民間に移行するということで、そ2,120

の分の減少ということでございます。

なお、現在の中期目標期間は 年度末までということで、これによりまして所期の中期目標を17

達成する予定となっております。

次に、からふとますについては、前年と同様の 万尾でございます。720

さくらますについては、前年度よりも８万尾の減、 万尾となっておりますが、これは先ほど343

御説明いたしました中川事業所の移管に伴うものでございます。

次に、べにざけについては３万尾増の 万尾でございます。これにつきましては、親魚の遡上27

状況による増加でございます。

以上、総括表で、 年度は 水系で 施設を用いて、全体で１億 万尾を放流するという17 19 16 6,890

計画でございます。

次の３ページ、それぞれの放流水系別、魚種別の内訳でございます。内容の説明は省略させてい

ただきたいと思います。

、 、 、 、以上が諮問の内容でございますが ４ページ以降 参考ということでございまして ５ページが

さけ・ます資源管理センターの放流計画分を含む全国の都道府県別の放流計画を示しております。

北海道から石川県まで、全体的にさけについては若干の減少、からふとますについては昨年同様、

さくらますについては増加、べにざけについてはさけ・ます資源管理センター分ということでござ

いますが、増加ということで、全魚種合計で下から３つ目の行、そこが全国計でございまして、そ

の中の全魚種合計というところで 億 万尾という数字になっておるということでございま19 5,857

す。

次の６ページ、これはさけ・ます人工ふ化放流事業全体の概要でございます。まず、左上の表が

20 18さけでございます。最も多い時期には 億尾を上回る放流をしておりましたけれども、近年は

億尾程度を放流しているということでございます。さけの場合には４年後に主群が帰ってくるとい

12うことで その横に４年後の沿岸の来遊数 回帰率を記載しております 例えば放流年度 平成、 、 。 、

年の欄をごらんいただきますと、 億 万尾放流いたしまして、 年度 万 尾の回18 3,100 16 7,628 5,000



4.2 11 12帰。これは、単純に計算しまして ％の回帰があったということでございます。平成 年、

、 、 、年と 万尾台ということで減少が見られたわけですけれども 平成 年 年と 万尾4,000 15 16 7,300

万尾ということで回復をしてきている傾向が見てとれるかと思います。7,600

下の段がからふとますでございます。からふとますについては、これは放流後２年で回帰すると

いうことで、１年ごとに豊漁年、不漁年という傾向がございます。最近は偶数年が豊漁で、奇数年

が不漁という傾向が見られたわけですけれども、 年は奇数年でございましたが、 万尾とい15 1,184

うことで多くの来遊が見られております。一方、 年は偶数年でございますけれども、 万尾ぐ16 580

らいということで来遊が少なくなっております。これは 年からの資源の変動パターンの変化を15

示唆しているのではないかと思われまして、今後の来遊の状況を注目していきたいと考えておりま

す。

次に、右上がさくらますで、これは放流数を示しております。

最後の７ページでございますが、道県別のさけの来遊数、放流数及び回帰率の推移を記載してお

ります。一番上の沿岸来遊数のところ、北海道の欄をごらんいただきますと、 年度 万尾と16 6,057

いうことで、これは過去最高の来遊となっております。

一方、岩手につきましては、 年、 年ごろから比べますと回復しておりますけれども、最盛11 12

期には及んでいないという状況でございます。日本海側につきましては、数量としては北海道や岩

手ほど大きくないわけですけれども、 年度の来遊は過去最高の水準になっております。16

以上、雑駁ですが、諮問に対する御説明でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。

○山下分科会長 ありがとうございます。

ただいまの説明について、何か御質問、御意見などございませんでしょうか。

宮原委員。

○宮原委員 さくらますなんですけれども、ここで回帰率が出てない理由は、多分、川に流して下

流の方で釣ってしまうという、かなりそういった実態があるのではないかなと思いまして、そうい

、 。うことがこの回帰率が出せない理由なのか その辺のところをまず教えていただきたいと思います

○長尾栽培養殖課長 お答え申し上げます。

さくらますにつきましては、いろいろな漁獲のパターンがございまして、必ずしも河川に遡上す

るだけでなくて、回遊の途上で漁獲されるケースがございます。例えば定置網に入るとか、沿岸の

ひき縄でとらえるとか、そういったことがございますので、さけやからふとますのような回帰数と

いう概念がなじまないのではないかということで、ここでは放流数だけの記載となっております。

○宮原委員 私どもの関係の会員からは、さくらますの振興を図ってほしいという要請を受けてお

りますので、どうか国におかれましても、さらにこの放流尾数を増やしていただくような御努力を

いただきたいとお願いを申し上げます。

○長尾栽培養殖課長 さくらますは大変経済的価値も高い魚種でございますし、地域の要請も強い

ということで、そういった方向で私どもも努力してまいりたいと考えております。

○山下分科会長 ほかにはいかがでございますか。

中田委員どうぞ。

○中田特別委員 私はさけの方なんですけど、今回は減りましたけれども、今、御説明では民間移

行ということで聞きましたけれども、これは今後もそういう形でどんどん民間の方へ移行していく

ような形で、若干減っていくような傾向なんでしょうか。



○山下分科会長 お願いします。

○長尾栽培養殖課長 お答え申し上げます。

18さけにつきましては、民間移行ということを御説明したんですが、これは平成９年から平成

年にかけまして、当時北海道の関係の方々といろいろと議論させていただいて、 カ年で民間に10

計画的に移行するという計画を決めて、その９年目ということでございます。そういう意味で、も

う１年分残っているんですけれども、その時点で、しろざけについては約 億尾の放流というも1.3

のを、国として独立行政法人さけ・ます資源管理センターから責任を持って行うということで進め

ているところでございます。私どもとしては、その段階で資源増大のための放流というものは民間

に移行が一応終了いたしまして、あとは資源の系群の保全、あるいは調査研究のための放流という

ことで、さけはふ化放流というのが有力な資源管理の手段でございますし、国際的にも母川国主義

、 、ということで母川国の特殊な責任というものを負っている魚種でございますので 私どもとしては

引き続き系群保全なり調査研究のためのふ化放流というものはしっかりと続けていきたいというふ

うに考えております。

ただ、 年度以降の計画につきましては、これから独立行政法人全体の中期目標、中期計画の18

中で議論されますので、その中でそういったふ化放流の位置づけがなされるように努めてまいりた

いというふうに考えているところでございます。

○中田特別委員 さけについては、一時、人気がだんだんとなくなってきたときがあったのでござ

いますけど、昨年も一昨年もそうですけど、だんだん中国だとかそちらの方へ持っていって加工し

て、アメリカだとかヨーロッパだとかはフィレ加工でして、そういうような流れが相当出てきてい

るんですよね。昨年は、非常に量は捕れたんですけども、価格は一昨年よりも大幅にアップしてい

るということが言えるんですね。

したがって、やっぱり大事な資源ですから、もっと増やすべきじゃないかなと、せっかくの資源

ですから。ということで、何か減っているのはちょっとあれなので、その辺をひとつお願いしたい

と思っています。

○長尾栽培養殖課長 繰り返しになりますけれども、一部では、もうさけは非常に資源が大きくな

ったから、国の役割は終わったんじゃないかという意見もないわけではないわけです。私どもとし

ては、こういった重要な魚種でありますし、非常に大きな役割を持っているということで、国とし

ても目的をはっきりと特定した上で、ふ化放流に対する国としての関与を続けていきたいというふ

うに考えております。

○山下分科会長 よろしゅうございますか。

ほかにはいかがでございましょう。

それでは、諮問第 号については、原案どおりでよろしいでしょうか。79

（ 異議なし」の声あり）「

○山下分科会長 それでは、そのように決定します。

その他

○山下分科会長 以上で、本日予定しておりました議事については終了いたしましたが、この機会

、 、 。に 本日の議題にかかわらず何でも結構ですので 何かございましたら御発言賜りたいと思います

どうぞ。



○熊谷特別委員 何でも結構ですということですので、必ずしも委員会と直接結びつくかどうかわ

かりませんけれども、お話をしたいと思います。

さっきの話もございましたが、今、日本中で漁船の数がどんどん減っております。これに何とか

歯どめのしようはないのかということをいろいろ考えているわけです。今私が申し上げるのは、中

型のイカ釣りをイメージしてお話を申し上げますけれども、ただ、多分ほかの業種にもかかわるん

だろうなと思っております。中型イカはかなり老朽化が進んでおりますが、代船を取得しようとい

うことになっても、現在の金融制度の中では、金なし、担保なし、信用なしということで、全くそ

の道が開けてこないと。こんな中で、何か方法はないのかといろいろ考えて、先ほどＴＡＣの話が

ございましたけれども、ＴＡＣを１隻ごとのＴＡＣにして、いわばＩＴＱ、ニュージーランドなん

かやっておりますＩＴＱにして資産化をする。それを見合いに代船取得の道を開くということはで

きないのか。今、漁業後継者の問題も出ておりますけれども、漁業後継者にしても、今のような状

態ですと、おやじは借金だらけだと、船はおんぼろだと、とてもやってられないと、こういう状態

、 。 、なわけですけれども 今の資産化をすることで一つ道が開けるのではないか あるいは企業の合同

協業というようなことも考えていますが、そういう場合でも、今のＩＴＱに乗っかっていくという

方法で一つ道が開けるのかなと。

それから、従来、かなりの減船をやってきております。外圧による船の削減ということでやって

きたわけですが、ここまで来ますと、もうこれ以上船は減らすべきではないという考え方がござい

ます。特に生産手段を放棄していいのかということがございます。自給率を何とか ％にという60

ことを言っています。現実の話からすれば、どんどん下がっていくだろうと、漁船の数は減ってい

くわけですから。そうすると、それを承知の上でなお生産手段の放棄ということは、果たしていい

のかという考え方が一つございます。

、 、その他の外圧もいろいろ予想されるわけですけれども そんなものを生産手段の放棄ではなくて

新しい船に切りかえるための一つの金融的な手がかりにするという方法は考えられないのか。今、

リースだとかその他の代船取得の方法はいろいろ検討されていますけれども、資源の資産化という

ことが、これから漁船を老朽船から新しいものに代えていくという一つの手がかりになるのではな

いのかなと、こういうことを考えております。

この間、新聞を見ていましたら、全漁連の植村会長が沿岸のホタテの話を取り上げて、ホタテは

稚貝だとかネットだとかいろんなもので金を払って事業をやっているわけですけれども、そういう

資源の金融上の評価ということはできないのかということを発言されておりまして、私が今お話し

したようなことともつながる話じゃないのかなと思いまして、ここで議論をして、どうしていただ

くということは求めておりません、自由に話せと、こういうことですので、全く私的なアイデアで

ございますけれども、何とかそんなことをして船の減少に歯どめをしていかないと、限りなく自給

、 。率は落ち込んでいくということになるのではないのかなと思って 私のアイデアを申し上げました

以上でございます。

○山下分科会長 非常に重い課題だと思いますが、管理課長さんがマイクを持っておられるので、

準備ができていると思います。

○武田管理課長 ちょっと全体についてのお答えにはならないと思いますけど、ＴＡＣをＩＴＱ化

ということで、個人にＴＡＣの配分をしてはどうかと、それを担保としてというようなことでござ

いますけれども、このＩＴＱ化の話は、これまでもずっといろいろ議論は行われてきたということ

は皆さんも御承知かと思いますけれども、全体のＴＡＣ数量を漁業者数に個別に配分していくと、



かなり魚種によっては少量になってしまうという問題がございますし、それをきちんと管理してい

くためのコスト的な問題もございます。そういった技術面での課題等をこれまでもいろいろ議論し

ておりまして、それから業界の皆さんからも、これまでもこの問題でヒアリングなどもしたことが

あったと思いますけれども、全体として見れば消極的な意見が多かったというふうに理解をしてお

りますけれども、御指摘の点は、より広い意味での今後の検討課題として勉強してみたいとは思い

ます。

○山下分科会長 それでは、それ以外に何かいかがでしょうか。

どうぞ、來田さん。

○來田特別委員 実は外来魚問題は、皆さんも御承知のように世情を大変騒がせております。特定

外来種に指定するかしないかということで、環境省の方でいろいろと御協議をいただいておるわけ

ですが、実はこれが指定されました場合に、実際上の管理業務を行うのは漁業組合さん等いわゆる

水産の側に回ってくるわけですね。環境省の方で審議に参加させていただきながら大変気になった

のは、具体的な管理法というのがまだ全然今のところ提出されておりません。いわゆる内水面の漁

業組合さんと私たち釣り人とは非常にかけがえのないパートナーであると思っておりますので、何

とかここらのところの法的な整合性というものを水産の側で用意していただけないかということ

で、いろいろ考えてみました。

これは、本来担当部署の方から順番に挙げていただかなければならないわけなんですが、実はき

ょう、１時間列車に乗りおくれまして、前もって御相談申し上げられなかったんですが、一応案と

いうものを持ってきております。中身については、今すぐ御回答いただくとかそういう話じゃなく

て、担当部署で御検討いただきたい事項として提案させていただきたいんですが、漁業法第８章、

内水面漁業第 条（内水面における第５種共同漁業の免許）に記載されている、漁業免許の条件127

としての「増殖義務」について、内水面漁業が現在置かれている状況にかんがみ、一部訂正を御検

討いただきたく、お願い申し上げますと。

漁業法第８章の内水面漁業にはどういうふうに書かれているかと言いますと 「内水面における、

第５種共同漁業は、当該内水面が水産動植物の増殖に適しており、且つ、当該漁業の免許を受けた

者が当該内水面において水産動植物の増殖をする場合でなければ、免許してはならない 」という。

ふうになっております。

、 、 。それを実は一部改定をしていただきまして 水産資源を増殖する あるいはその維持管理を行う

つまり内水面の漁業組合の方々に、増殖義務ばかりではなくて、いわゆる漁業権魚種だけではない

他の魚種についての管理もお願いできるようなことにしていただきますと、今内水面で起きておる

すべての問題が解決するのではないかなということで、御検討をお願いできたらなと思っておりま

す。

これについての理由をもう少し申し上げますと、内水面における遊漁に関連して、水域環境の悪

、 。 、化等に伴う在来魚種の減少 外来魚種の生息域拡大など数多くの問題が発生しております さらに

カワウ被害、コイヘルペス病、アユ冷水病等の諸原因も加わって、漁業権魚種のみならず、水産資

源すべてが大きく減少する危機的な状況に置かれております。殊に湖沼等の止水面では、外来魚種

等漁業権魚種以外に生息する魚種の管理については、焦眉の問題として社会の要求が強まっており

ます。

内水面の漁場管理等に専心してこられた漁業組合等でも、前記の増殖義務による管理のみでは困

難を伴うとして、環境協力費等さまざまな形態で協力金等を徴収し、既に水域環境の維持管理に充



当している例は枚挙にいとまありません。

このような状況にかんがみ、漁業法の先ほど申し上げた部分を、増殖に加えて維持管理の項を付

記していただき、これによって新たな秩序を形成し、漁業協同組合、釣り愛好者が相協力して水産

資源の維持管理に資すため、法の一部改正を御検討いただくようお願いする次第です。

ざっとこんなことを書いてまいりましたんですが、内水面の漁業、つまり第５種共同漁業権に関

しての根幹的な問題、ずっと増殖義務で支えられてきたわけですが、これに新しい切り口をつけ加

えていただくというのは非常に大きな問題かとも思いますから、時間をかけて御検討いただいて、

何とか現状を打破して、新しい秩序の中に組み込むことをお願いしたいと、こういうことでござい

ます。

○山下分科会長 何か新しい提案のように伺いましたが、樋口委員が今手を挙げて……

○樋口委員 よくわからんですな （笑声）残念ながら、あんたの説明されるのはよくわからんの。

ですよ。内水面の漁業組合というのは、漁業権河川を管理する組合だっていうことがまずわかって

おらないかん。私たちはその中で、魚種を選定された中で、じゃ在来種をどういうふうにして、あ

るいは今は漁業組合といえども、内水面の全体の漁場管理というか、水質管理まで及んで活動して

おるんですよ。だから、どうも私は、ブラックバスを、外来種を日本の魚のように認知せよと言っ

ておるのか、これは淘汰すべきだと言われておるのか、そこら辺がわからんで、私は、オオクチバ

スを小池大臣が、これは日本の在来の魚種を駆逐するものであるという発言をされたのは、けだし

名言だと思いましたね。

我々は、内水面漁連のそれぞれは、いかにして川を保全していこうか、多様な在来の生物を保全

していこうかということで日夜努力して、デモまでやりましたよ。全国の津々浦々から、新潟の地

1,000震の後で恥ずかしい思いをする中でも これは頑張らないかんと言って全国から集まった人が、

人ほどいましたよね。私は、そういうふうなことを本当に日本の内水面の漁業者は一生懸命やって

いますよと。だから、今さら論議をする余地もないくらいです。

それは、川がどうなっておるかということについて、この審議会へいつも諮問が来んのですよ。

私いつも言っておるが、大臣が日本の川の保全、あるいは生物の多様な保全という事柄について、

環境省に全部任せっきりだろうと。そうじゃないかという点では、あんたと一緒なんです。川を保

全しようという立場の事柄がもう少し出てきてしかるべきだというふうに僕は常々考えて、毎回こ

、 、 、こで発言をして きょうは遠慮しようかなと思っておったけれども 突然にあんな発言があるから

今度、私のところへ話しに来てください。ちゃんと話しますから。

○來田特別委員 私、外来種推進派でも何でもないんです。ただ、今入漁料を支払いますのに、増

殖義務だけでしか支払えない。我々釣り人は、もっといろんなお手伝いを漁業組合さんにボランテ

ィアとしてさせていただかなければならんと思っておりますし、川のごみがふえたり、あるいは水

、 。 、 、質が悪くなったら それをお手伝いする そして 若い漁業組合員さんにもっとふえていただいて

整備してもらう。それに対して、釣り人も幾らかの費用負担をせねばならない時期に来ているので

。 、 、 、はないか そうしますと こういう切り口でのもの あるいはバスを擁護するわけではありません

これはよく認識しておいていただきたい。要はバスを排除するにしたって、あるいは一部分だけい

てもいい場所をつくるにしたって、要するに密放流というのをなくすための対策というのは、いず

れまた直接お話しせんといかんと思うんですが、要は何かの形で釣り人が積極的に協力させていた

だく方向、漁業権魚種ばかりではなく、他の魚種についても在来魚を大切にしようという感覚、そ

ういうふうなものを雰囲気として醸成する必要があると思うんです。ですから、この部分で誤解の



ないように私の提案を受けとめていただけたら結構かと思います。

○山下分科会長 樋口委員。

○樋口委員 わかりました、そのことについては。でも、今度からそういう事柄をはっきり言って

くださいね。どうもいかがわしい、何かしら裏で釣り振興会の方々は、現実には、ブラックバスは

ある地域には経済効果も高い、弱っておる人もおるぞとか何だとかいう理由づけで、何かしらブラ

ックバスを容認するようにというふうな意図が見えるんですよ。こちらから見ておったら。だから

こういう場合には、もうこれからははっきりと、あれはやめましょうと、こういうのを先に言われ

た方がいいかと思いますよ。

もう１つは、私が毎回毎回言っておるのは、漁業組合というのは、自分らがアユを獲ったりアマ

ゴを獲ったりという、こういう作業ばっかり今はやっておられんのですよ。資源そのものがどんど

、 、 。 。ん減って 今もさけの話を聞いておったら さけはふえておるんですね 努力のあとが見えておる

努力をしても減っておるのが日本の川の魚ですよ。湖もそうです。淡水生物皆、落ち込んでいきっ

放し。これについて、どこがいかんかって尋ねてみると、要は山がだめになって、山が荒れて、次

は川が荒れて、海が荒れておると。ダムは日本全国どこのダムでも、去年あたり、特に関東以西の

河川は、どこもかしこも夏じゅう泥でしたよ。世界遺産と言って皆喜んで、テレビでも盛んにやっ

ておるけど、あそこの七色ダムへ行ってみなさい、 キロもの淡水池が真っ赤ですよ。それが台25

風の後、私が 日後に行っても、まだ全然色は変わっていません。ダムから放水しておる色も変10

わっておらない。河口域まで全部変わっておりませんよ。それが世界遺産の場所なんです。

私のところの四万十川なんかも、昨年は、ほとんどアユは獲れませんでしたよ。 トンとい1,600

うアユが１本の川で記録された川なんですよ。それが、漁業組合の報告で トンという推定が報250

、 。 、告されておるけれども 私はそれほど獲れておらんと思う それだけ落ち込んでおる現状について

水産庁のお役人も大臣もこの川のことについて、ただの一遍も諮問をしない、あるいはそれについ

て懇談もしない。こんなのは、私はかなわんと思っていますわ。漁政課長に申し入れたら、いずれ

近いうちにやると言っておったから、やるに違いないと思って、これで３回目を待っておる。次く

らいには準備しておってください。

○五十嵐漁政課長 それでは、締めも一緒にやってよろしいでしょうか。

今の樋口委員のお話は、たびたび私ども伺っているところでございます。ただ、１つ基本的なこ

ととしてぜひ御理解いただきたいのは、役所と審議会の関係でございますが、私どもの方から審議

会の先生方にこれこれをお諮りするということは、ある意味で、法令で決められていることがほと

んどでございます。きょうの諮問事項をごらんいただいてもわかると思いますが、これこれに基づ

いて諮問するということになっておりまして、裏返しますと、それ以外の事柄を先生方にお諮りす

る、あるいは御意見を伺うという形については、正直言って、なかなか難しいものがございます。

、 、 、ただ そうはいっても ただいまのように各会合の最後の場面では自由な御発言をいただいたり

あるいは昨年、たしか４月であったかと思いますが、水政審の総会の後で、懇談会という会合を設

定させていただきました。あいにく、たしかそのとき樋口委員は御欠席だったんじゃないかと記憶

をしておりますが、折につけまして、そういう形で自由に御意見を拝聴する機会もまたつくってま

いりたいというふうには考えております。

○樋口委員 あんたの言うとるのは、わし、違うと思う。あんたもずるいのよ （笑声）何でか言。

うたら、この全部の中に内水面にかかわる委員というのは、特別委員も含めて、私とかろうじて釣

り人がいるんですよ。こんなところで、皆さんに御迷惑がかかるような状況のもとで懇談会なんて



いうのをやったら、ほかの人はほとんど――関心はあってもらいたいと思うけれども、現実にはそ

ういうことじゃなくて、やっぱり内水面にかかわる数名が少なくともおる中で、その人たちの声を

聞くという考え方を持たんようでは、ですよ。

それから審議会は、法律的なことと言われるけれども、あんたちょっと考えてみてよ。法律をつ

くるのはだれがつくったんかね。皆によかれと思ってつくるのが法律でしょうが。その事柄を発議

するのはだれかね。我々か、あんた方か、あるいは政治家の皆さんでしょうがね。日本は、わしは

それ以外、今のところ方法がないと思う。その方法論が公平に論じる場所へ絵をつくらんような役

人なんていうのは、大したことはないぞね。いいですか。わし、そう思うとるから。

○五十嵐漁政課長 まさに樋口委員がおっしゃったように、いろいろな手続を踏まれてつくられた

法令に基づきまして、私ども毎回毎回諮問させていただいているところでございまして、そういう

意味で、先ほどの繰り返しになりますが、審議会等の御意見あるいは御議論ということと役所の関

係というのは、やはり一定のルールといいますか、決まりがあるということはぜひ御理解を賜りた

いと思います。

また繰り返しになりますが、懇談会で内水面の話を出していただくのは、全くほかの先生方も御

迷惑と思っていらっしゃらないと思いますので、またそういう機会には、ぜひ闊達な御意見をちょ

うだいしたいと思っております。

○樋口委員 分科会長さん、こういうふうな状況で内水面の問題が懇談会、こういう形式の懇談会

。 、 、で内水面の事柄が諮られることが妥当だと思いますか 妥当だと思うなら 私も一生懸命出てきて

毎回毎回大演説をやらせてもらいます。

○山下分科会長 大勢の内水面関係者がいらっしゃると、樋口委員だけが発言なさるというふうな

時間がなくなってしまうと思うんですが――今、沿岸沖合課長は、何かこれに関しての御発言をさ

れるんですか。

○重沿岸沖合課長 沿岸沖合課長でございます。

先ほどの來田委員のお話でございますけれども、これは別にオオクチバスの議論をするというこ

とではなくて、オオクチバスにつきましての指定の議論は、環境省を中心に私どもも協力してやっ

ているわけでございますが、オオクチバスについて指定された場合に、管理の方法等についていろ

。 、 、いろと問題があるのではないかと まさに今その問題につきまして 今後仮に指定された場合には

環境省中心に水産庁、そして国土交通省等関係する省庁が幾つかございますので、そういうところ

が政府として協力して、それへの対応を図っていくと。

一方で、來田委員が御心配されていたように、実際のいろいろな管理の方法については、また釣

り人の方々、そして、基本的に今内水面の実質的管理をされている内水面漁協、皆さんが一緒にな

って考えて行動していくことが必要だというふうに考えておりますので、今後そういうような動き

になれば、また、実際にどういう形で管理していくかということについての枠組みづくりとかそう

いうものが今の流れの中でできていくと、我々も関係省庁一緒になって対応していくということに

なりますので、その際はまた内水面漁協にも、それから釣り人の方たちにもいろいろと御相談申し

上げていくようなことになろうかと思います。ただ、法律的な整理といたしまして、外来魚の法律

と漁業法とは別の体系なので、基本的には漁業法の体系は体系として、それによって著しく動くよ

うな話にはならないと思います。

一方で、そういうブラックバスの話と別の観点もかなり入っていたと思うんですが、内水面の管

理の方策について今御提言いただいたことにつきましては、いわゆる河川の管理というのは、要す



るに魚の管理だけじゃなくて、漁業権魚種の管理だけじゃなくて、いろんな観点でございます。そ

ういう意味では、先ほど樋口委員の方から御案内あったように、いわゆる内水面漁協自身が本来の

役割であります漁業権魚種の管理以外にも、先ほどの話にもありましたけど、山に木を植えるとい

うようなところでも内水面漁協もかなりボランタリーにやっていらっしゃいますし、一方で、いろ

いろな実際の河川のごみの問題とか、そういうところにも取り組んでいらっしゃいます。また、釣

りの方たちも一緒になってやっていらっしゃると思いますので、そういうような問題、実態的な問

題があるのは我々も十分承知しておりますので、今後そういうようなものも含めて、また、河川法

等ほかにも幾つか法律等ございまして、河川の管理についてどういう形でこれからやっていけばい

いかということについては、非常にまた大きな問題でもございますので、そういう中で検討するた

めの一つの御意見として承らせていただきたいと思っております。

○山下分科会長 それでは、随分とその他のことで議論をしてしまいましたけれども、事務局の方

からは何かございますでしょうか。

○五十嵐漁政課長 ありがとうございました。

次回の資源管理分科会でございますが、４月の中旬ごろというふうに考えております。現在考え

られておりますテーマとしては、遠洋底びき網漁業、中型さけ・ます流し網漁業の公示について、

その他ということで御議論をちょうだいしたいと思います。また個別に日程調整に伺いたいと存じ

ておりますので、よろしくお願いいたします。

○山下分科会長 それでは、以上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。

長時間御討議くださいまして、ありがとうございました。

閉 会

答 申 書

１６水審第２５号

平成１７年２月８日

農林水産大臣 島村 殿宜伸

水産政策審議会

会 長 小 野 征 一 郎

平成１７年２月８日（火）に開催された水産政策審議会第１９回資源管理分科会において審議の

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７６号 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令について

諮問第７７号 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令等の一部を改正する省令

について

諮問第７８号 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画

の検討等について

諮問第７９号 平成１７年度の溯河魚類のうちさけ及びますの増殖を図るために独立行政法人さ

け・ます資源管理センタ－が実施すべき人工ふ化放流に関する計画について


