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○保科資源管理推進室長 それでは、予定の時間に若干早いですけれども、皆さんおそろ

いになりましたので、ただいまから第 58 回「資源管理分科会」を開催させていただきま

す。

初めに、７月４日に水産庁の幹部の異動がありましたので御紹介させていただきます。

漁業調整課長の内海でございます。

○内海漁業調整課長 漁業調整課に異動しました。内海です。ひとつよろしくお願いいた

します。

○保科資源管理推進室長 漁場資源課長の長谷です。

○長谷漁場資源課長 長谷です。よろしくお願いいたします。

○保科資源管理推進室長 資源管理推進室長を拝命しました保科と申します。どうぞよろ

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御報告いたします。

水産政策審議会令第８条第１項の規定により、審議会の定足数は過半数とされておりま

す。資源管理分科会委員 10 名中８名の方が出席されており、定足数を満たしております

ので、本日の資源管理分科会は成立しております。

次に、配付資料の確認をさせていただきます。資料の一覧が入っていますけれども、資

料１、資料２、資料２－１、資料２－２、最後に資料３と入っております。漏れはござい

ませんでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、山川分科会長、どうぞよろしくお願いいたします。

○山川分科会長 本日は、お暑いところをお集まりくださいまして、ありがとうございま

す。

では、早速、議事に入らせていただきます。

本日は、諮問事項が１件、報告事項が１件でございます。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、水産政策審議会令第５条第６項の

規定に基づきまして、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。よろしく

お願いいたします。

では、諮問事項に入ります。「諮問第 220 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」、事務局から資料の御説明をよ

ろしくお願いします。なお、内容が、スケトウダラのオホーツク海とマアジの２件の期中

改定となっておりますので、まずストウダラの方からよろしくお願いいたします。



- 2 -

○保科資源管理推進室長 資源管理推進室長の保科でございます。管理課長が急きょ、今、

国会の方で仕事をしておりますので、代わりに説明をさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。

お手元の資料２が今回の諮問内容でございます。まず、諮問文を朗読させていただきま

す。

24 水管第 1173 号

平成 24 年７月 30 日

水産政策審議会

会長 山下 東子 殿

農林水産大臣 郡司 彰

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 220 号）

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

規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画（平成 23 年 11 月 25 日

公表。以下「基本計画」という。）に、別紙の変更にかか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。

内容につきまして、別紙の次のページ以降に改正案が記載されておりますけれども、具

体的な内容につきましては、資料２－１及び資料２－２で説明をさせていただきます。

まず資料２－１をごらんいただきたいと思います。今回の諮問に関係するところを黄色

くマークしております。１点目が、これから御説明いたします 24 年漁期のスケトウダラ

の TAC の期中改定でございまして、ごらんのように、オホーツク海南部の TAC になりま

すけれども、これを３万 7,000 トンから５万 9,000 トンに２万 2,000 トン増やすことによ

りまして、全体の TAC の数量を 24 万 1,000 トンから 26 万 3,000 トンに改定しようとする

ものでございます。

２点目が、同じくマアジの TAC の期中改定でございますけれども、TAC の 17 万トン



- 3 -

6,000 トンから 22 万 6,000 トンに５万トン増やすというものでございます。

まず、１点目のスケトウダラ、オホーツク海の TAC の期中改定について御説明をいた

します。

今回の対象は、オホーツク海南部のスケトウダラでございまして、北海道のオホーツク

海からサハリンの周辺に分布していて、分布の主体がロシア側にあるという資源でござい

ます。

資料を１枚めくっていただきますと、オホーツク海海域スケトウダラの漁獲量と TAC

配分のグラフがございますけれども、これを見ながら御説明いたします。

この系群につきましては、またがり資源でございますので、中期的な管理方針及び期中

改定のルールに即しまして、資源を減少させないようにすることを基本に、直近の来遊状

況に対応して TAC を改定するようにしているものです。

グラフのように、この資源の昨年までの漁獲実績と本年６月までの漁獲実績を見ますと、

本年の数字が、緑色の実線で示しましたように、過去最大となっております。この資源に

つきましては、毎年行われている日露の科学者間での情報交換においても、近年、資源状

態が良好であるということが報告されておりまして、その結果、ロシア側でも、2010 年

に東サハリンなどの、この隣接する水域のスケトウダラの TAC を大幅に増加させている

という状況にあります。オホーツク海南部における漁獲がこのように好調であるのは、資

源が増加傾向にあるロシア水域側から安定的に回遊しているものと考えられます。

このような漁獲が継続した場合、過去の漁獲実績から勘案して、緑色の点線で示すよう

に、最終的に漁獲数量は５万 9,000 トン程度と推計されますので、このため、TAC を５万

9,000 トンに改定することを提案するものでございます。

なお、資料２の４ページにございますように、オホーツク海においては、沿岸漁業によ

る漁獲は非常に少ない地域でございまして、この増加分につきましては、大臣管理分の沖

合底びき網漁業に配分することとといたしております。平成 24 年漁期のスケトウダラ、

オホーツク海の TAC の期中改定については以上でございます。

○山川分科会長 どうもありがとうございました。

またがり資源のオホーツク海スケトウダラということで、資源の状況が良好であるとい

うことから、来遊量も好調になっているということで期中改定を行いたいということです

けれども、ただいまの御説明につきまして、何か御質問、御意見等がありましたらよろし

くお願いいたします。
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東村委員。

○東村委員 ただいまの説明の中で、日本とロシアの調査官の交流の中で、資源の状況が

良好であるということが確認されているということが報告されましたけれども、まず第１

点は、情報交換というのは、年間のスケジュールがあって、毎年定期的に行われているも

のなのかどうか。そして、そのような交流を国家間の共同管理に持っていくのは、やはり

難しい状況なのでしょうか。今、ちょうど資源がいい状態ということなので、少なくなっ

てくるとなかなかそういう協力態勢もとりにくいでしょうけど、せっかく多いときに一気

にそういう形にできたらいいのではないかと思って、発言させていただきました。ありが

とうございます。

○山川分科会長 水産庁、よろしくお願いします。

○長谷漁場資源課長 日露間の科学者間の情報交換につきましては、年に１回、日露科学

者会議を開催しておりまして、直近では 11 月に実施しております。この場を通じまして

のいろいろな情報交換ということになります。

ただし、科学的な情報の交換ということではその場でできますけれども、共同管理とい

うことには、なかなか日露間にはいろいろな問題もありますから、そういうことにはなり

ませんけれども、科学情報の交換はこれからも一生懸命やっていきたいと思っております。

○東村委員 ありがとうございました。調査官と申し上げましたが、失礼しました。科学

者間ということで。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。よろしいでしょうか。

では、この件につきましては、原案どおりお認めして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、引き続き、平成 24 年漁期のマアジの期中改定の御説明をよろしくお願いい

たします。

○保科資源管理推進室長 マアジの期中改定につきましては、資料２をごらんいただきた

いと思います。

本件は、水産総合研究センターにおいて、昨年算定した ABC データについて、直近と

なる昨年の漁獲データまで加えて再評価を行われましたので、その結果を踏まえて期中改

定を行うというものでございます。

資料２－２、まず黄色の箇所を見ていただきたいと思います。この漁期の TAC は、昨
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年の資源評価の ABC である 17 万 6,000 トンに設定しておりますが、緑色のように、今般

の再評価で ABC が 17 万 6,000 トンから 22 万 6,000 トンに増加しましたことを踏まえまし

て、TAC を ABC の再評価値と同量の 22 万 6,000 トンに期中改定をするものでございます。

なお、本件につきまして、委員の皆様へ事前にお送りした資料においては、全体の数量

を 22 万 7,000 トンと御案内したところですけれども、これは、再評価の途中段階の数字

を使って数量を設定して送付いたしましたが、その後、再評価の数字が最終的に 22 万 6,000

トンとなりましたので、今般、22 万 6,000 トンに改定してお諮りしているものでございま

す。

なお、1,000 トン変わっておりますけれども、TAC 全体の数量の中では非常に小さな変

更でしたので、資料２－１にあります、１ページ目の大臣管理漁業への配分の８万 7,000

トンほか、その裏のページにございます各都道府県の配分の数量については、計算した結

果、事前に送付した資料と変わらないということで、事前送付の資料のままとなっており

ます。

以上で説明を終わります。

○山川分科会長 どうもありがとうございました。

資源の再評価の結果、ABC が 17.6 万トンから 22.6 万トンになって、それに伴って TAC

の上方修正を行いたいということですけれども、ただいまの御説明に関しまして、御意見、

御質問等がありましたらよろしくお願いいたします。

佐藤委員。

○佐藤委員 少し教えてください。TAC の漁獲可能量についてですけれども、私の読み

違いかもしれませんけれども、改正案では、17 万 6,000 トンから 22.6 万トンということ

で５万トン増ですけれども、内訳を計算してみると、大臣管理分が２万トン増で、都道府

県配分表の方だと、該当県の増加分が 1.8 万トンということで、差し引き１万 2,000 トン

ぐらいだと思いますが、これは、いわゆる余裕分とかいうふうに考えればよろしいですか。

ちょっと教えてください。

○山川分科会長 保科室長、よろしくお願いします。

○保科資源管理推進室長 御説明いたします。TAC の配分ですけれども、まず全体の TAC

を 22 万 6,000 トンに設定して、それを大臣管理分あるいは各都道府県に配分していきま

すけれども、漁獲の数量が小さい県につきましては、「若干」という配分をしています。「若

干」の配分は漁獲量が小さいわけですけれども、そこでは漁獲がされているので、この差



- 6 -

額の分は「若干」のところに割り当てられているという変ですけれども、「若干」も資源が

増えることによって漁獲が増えるであろうという想定で、「若干」として配分されていると

いうことでございます。

○佐藤委員 わかりました。ありがとうございました。

○山川分科会長 ほかに御意見等ございますか。

野村委員。

○野村特別委員 マアジの TAC につきましては、再三、この場で期中見直しをお願いし

ておりましたけれども、こういう早い段階で見直しがされたということは、アジ、サバを

生命線とする我々漁業者にとりまして、これから安心して操業できることはもちろんです

が、TAC の管理・運営の意味からも、いいことではないかと思います。今後とも、行政、

研究機関と、こういう漁業者の間に、資源に対する乖離があった場合、またこういう機会

を早急に設けていただきたいと思います。

以上です。

○山川分科会長 御意見として承っておきたいと思います。

ほかにございませんか。よろしいでしょうか。

では、このマアジの件につきまして、原案どおり承認をして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、諮問第 220 号につきましては、原案どおり承認させていただくと

いうことにさせていただきます。

それでは、諮問第 220 号について、答申書を確認のために読み上げさせていただきまし

て、この答申書を宮原次長にお渡しさせていただきます。

答申書

2 4 水 審 第 1 6 号

平成 24 年７月 30 日

農林水産大臣 郡司 彰 殿

水産政策審議会

会長 山下 東子

平成 24 年７月 30 日に開催された水産政策審議会第 58 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
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当であると認める。

記

諮問第 220 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

（山川分科会長から宮原水産庁次長へ答申書手交）

○山川分科会長 では、続きまして報告事項に入ります。「漁獲可能量（TAC）配分比率

の見直しについて」、事務局から報告をよろしくお願いいたします。

○保科資源管理推進室長 それでは、資料３をごらんいただきたいと思います。「漁獲可能

量（TAC）の配分シェアの見直しについて」という資料です。

TAC の魚種につきましては、従来、これまで、直近３か年の漁獲実績シェアの平均値

を算出しまして、これを３か年ごとに使う、３年ごとに見直すということを基本として、

関係業界に漁獲実績等を踏まえた別の合意があるときはそれを尊重して配分するというこ

とにしてきております。

スルメイカにつきまして、TAC の適用が他の魚種から１年遅れて対象になったことか

ら、本年、この見直しの時期に当たっております。ですので、本年、平成 25 年度の TAC

を設定する際に見直しをして配分したいということでございます。

配分の仕方ですけれども、これも昨年、他の魚種でお諮りしたとおり、基本的には、過

去３年間の漁獲の実績を用いて、その平均値で配分すると。ただし、１ページの３のとこ

ろですけれども、関係業界に漁業実態等を踏まえた別途の同意がある場合はこれを尊重す

るということで、スルメイカでは、大臣管理漁業間の配分にこういう合意がございますの

で、引き続きこの合意がされていればそれを使っていくことになるかと思います。本年の

TAC 設定から見直して実施したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○山川分科会長 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等がありましたら、よ

ろしくお願いいたします。

よろしいでしょうか。

では、特にございませんでしたら、この報告事項につきましては、これで議論を終了さ

せていただきます。どうもありがとうございました。

「その他」でございますけれども、事務局からは特に何もないようですけれども、委員

の皆様で何か御発言があればお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。
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○能登特別委員 先ほど来は、太平洋のまたがり資源のスケソウ、TAC の設定のこと、

マアジのことで、資源が増えてきたということは、私たちにとっても非常に喜ばしい限り

でございます。

ただ、現状は、私がここで申し上げるまでもなく、現在、北海道の底びきスケソウをや

っている状況が、韓国の方まで震災の原発のさまざまな影響で輸出が全くストップしてい

るような状況下にあります。何とか、スケソウでないんですけれども、これから始まる秋

鮭についても、非常にその懸念があります。ですから、このことについては非常に難しい

かとは思いますけれども、ただ、こういう、通常ではないような価格設定がされてしまっ

ておりますので、漁業者が無理をして操業をして、それが資源の乱獲につながるような、

漁業者は逆算して採算ベースにのるような操業をしますので、その辺は前もって、事前の

情報をつかんでいると思いますけれども、ひとつ、水産庁が力を尽くしながら、窓口にな

るような取組みをひとつお願いしたいと思います。

○山川分科会長 何かございますか。これは御意見として承ったということでよろしいで

しょうか。

○宮原水産庁次長 原発事故由来の放射性物質による魚介類への影響につきましては、水

産庁を挙げて調査をするとともに、市場への影響をできる限り回避するということで努力

を続けてまいっております。これは、輸出先も含めてでございます。

韓国は非常に難しいところでありますけれども、これも近々、道漁連とうちの方とも一

緒に行ってまた話し合いをする予定ですけれども、韓国あるいは EU、ロシア、こういっ

たところに粘り強く働きかけをしながら海外市場の回復に努めてまいりたいと考えており

ます。

これは国内事情も同じで、秋からまた本格的な漁を再開していくときに、風評被害とい

ったことで悪影響が出ないように、できる限り、こうした関係者への説明も努力を重ねて

まいりたいと考えております。

以上です。

○山川分科会長 ほかに、「その他」のところでございますか。

よろしいでしょうか。

では、特にございませんでしたら、次回の資源管理分科会の日程につきまして、事務局

から、現時点の見通しの御説明をよろしくお願いいたします。

○保科資源管理推進室長 次回の資源管理分科会ですけれども、現在のところ、来年１月
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からの漁獲可能量の設定等について諮問させていただくため、11 月上旬ごろの開催を考

えております。ただ、何か緊急な必要が生じて、11 月以前に開催するということになる

場合には、できるだけ早期に御連絡をさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、

後日、事務局から日程調整をさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

○山川分科会長 日程につきましては、よろしいでしょうか。

以上をもちまして、本日予定しておりました議事につきましては終了いたしました。こ

れをもちまして、本日の資源管理分科会を終了させていただきます。どうもありがとうご

ざいました。


