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１. 日時：平成３０年１１月１４日（水）１３：２８～１６：４０ 

 

２. 場所：ベルサール神保町 

 

３. 出席委員 

【会長】  

 学識経験者  田中 栄次 

【都道府県互選委員】 

 北海道    濱野 勝男 

 青森県    角田 順一 

 秋田県    大竹 敦 

 山形県    加藤 栄 

 新潟県    本間 勉 

 富山県    網谷 繁彦 

 石川県    志幸 松栄 

 福井県    小林 利幸 

 京都府    岡田 政義 

 兵庫県    眞野 豊 

 鳥取県    板倉 高司 

 島根県    中東 達夫 

 山口県    中島 均 

 福岡県    本田 清一郎 

 佐賀県    杠 学 

 長崎県    高平 真二 

 熊本県    福田 靖 

 鹿児島県   甲山 博明 

 沖縄県    藤田 喜久 

【農林水産大臣選任委員】 

 漁業者代表  岩田 祐二 

 漁業者代表  金子 岩久 
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 漁業者代表  土門 哲也 

 漁業者代表  小林 東洋志 

 漁業者代表  宮本 洋平 

 漁業者代表  山内 得信 

 学識経験者  波積 真理 

 学識経験者  合瀬 宏毅 

 

４. 議 題 

  （１）広域魚種の資源管理について 

    １ 部会における取組 

    ２ トラフグ 

    ３ 日本海沖合におけるベニズワイガニ 

    ４ 日本海西部・九州西海域マアジ、マサバ、マイワシ 

  （２）太平洋クロマグロの資源管理について 

  （３）平成３１年度資源管理関係予算について 

  （４）その他 
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午後１時２８分 開会 

○事務局（竹川） それでは、定刻前でございますが、委員の皆様お揃いということです

ので、ただいまから第32回日本海・九州西広域漁業調整委員会を開催したいと思います。 

 私は、事務局を務めます水産庁管理課の竹川と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は、大臣選任委員の濱田委員が事情をやむを得ずご欠席ということで聞いておりま

すが、委員定数29名のうち、定足数であります過半数の28名の委員のご出席を承っており

ます。よって、漁業法第114条で準用いたします同法第101条の規定に基づき、本委員会は

成立していることをご報告いたします。 

 それでは、田中会長、よろしくお願いいたします。 

○田中会長 本日は、お忙しい中、委員並びに関係各位におかれましてはご出席を賜りま

してありがとうございました。 

 本日は、水産関係の議題もありますので、早速審議に入らせていただきたいと思います。

時間がかかることも予想されますので、各説明者におかれましては、時間が限られている

関係で簡潔によろしくお願い申し上げます。質問も要点を要領よくご説明いただいて質問

していただくよう、あわせてお願い申し上げます。 

 それでは、着座して進めさせていただきます。 

 本日は、水産庁から長谷長官、藤田企画課長、中管理課長、岩本資源管理推進室長、ま

た水産研究・教育機構から、西海区水産研究所の永澤部長、日本海区水産研究所の森部長、

瀬戸内海区水産研究所の石田主幹研究員を初め、多数の方にご出席をいただいております。 

 それでは、本日ご臨席いただいております水産庁の長谷長官から、委員会の開催に当た

り一言ご挨拶、よろしくお願い申し上げます。 

○長谷長官 皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました水産庁の長谷でございます。 

 第32回日本海・九州西広域漁業調整委員会の開催に当たり、一言ご挨拶申し上げます。 

 皆様方におかれましては、何かとお忙しい折に本委員会にご出席いただきましてありが

とうございます。冒頭、会長から発言は簡潔にという注意があったわけですが、ちょっと

お時間をいただいてお話をさせていただきたいと思います。せっかくの機会ですので、お

話をさせていただきたいと思います。 

 11月６日に水産改革法案が閣議決定されました。そして、今開かれております臨時国会

でいよいよ審議が始まろうとしております。そして、昨日13日には自民党本部で全漁連主

催で全国漁民代表者集会が開かれて、委員の皆様方の中でもそれにご出席になった方も何
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人もおられるようにお見受けしておりますけれども、その中で漁業者、全漁連、岸会長か

らも、この機会に改革を進めていこうということ、そのためにも必要な予算を政府に求め

る、その確保を求めるというような趣旨の大会であったと聞いております。 

 話は簡潔にということですので、できるだけ短く喋ろうと思いますけれども、ユーチュ

ーブで「水産改革」と検索していただきますと、私が18分ぐらい喋っております。まだ視

聴回数が2,500回ぐらいになっていますので、皆さん、もう一回見ていただくと、もう少

し増えるかなと。浜に本当に改革の趣旨が伝わっているのかということが問われておりま

すので、ぜひよろしければ見ていただきたいと思うんですが、簡潔に言うと、皆さん、

日々お感じになっていると思いますけれども、本当に海の環境が気候変動等々あります。

そもそものレジームの変わる変わり目というのもあるんでしょうけれども環境が変わって、

魚の来遊そのものが変わってきていますよねと。それから、外国船の操業が大変活発にな

って、日本の周辺、我々がとっている魚の周りに進出してきた外国漁船がすごく獲ってい

る。そういう大きな情勢変化があります。それから、水産だけではありませんけれども、

日本が残念ながらといいましょうか、本格的な人口減少時代に入ったということで、毎年

何十万単位で人口がこれから減っていくという中で水産業をどうしていくのか、これから

も日本の水域で日本漁船が操業して、大和堆の北朝鮮の話、随分ニュースになっています

けれども、ああいう状況が生まれている中で、これからも日本漁船がちゃんと日本水域で

操業する、浜で漁村がちゃんとこれからも存続していくために、今何をすべきかというこ

とで議論をしてきているところであります。 

 その中で、本当に簡潔に言えば、もともと優良な漁場である日本周辺の資源をもう一回

底上げしたい。いろんな要因がありますよ。ありますけれども、資源管理をもう少しする

ことで底上げは可能だということであります。しかし、マグロでも本当に大変な取り組み

をしていただいていますけれども、それを進めるためには、やっぱり外国船の問題もしっ

かり取り組みながら水産外交をしっかりやる。資源調査も当然大事です。した上での話で

すけれども、それから取り締まりもしっかりやるということで、要求予算の中にも調査の

充実だとか取締船の増隻だとか、あるいは資源管理を進めていくためには、マグロでも収

入安定対策、いろいろ見直したりしていますけれども、痛みを和らげる措置が必要だとい

うことで予算要求しているところですけれども、資源の底上げを図るということですね。 

 それから、この場とはちょっと違いますけれども、沿岸の、特に漁業権のような話につ

いては、人口減少も進んでいて、浜の高齢化も進んでいて、水面の総合利用というのが今
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の漁業法の理想なわけですけれども、地域差が非常に大きいと思いますけれども、利用度

が低下してきている地域があるのは事実であって、そういう部分についてもう一回原点に

立ち返って水面を総合利用していこうというわけですけれども、そのときに、今ちゃんと

漁業をやっていただいている漁業権者については、免許の切りかえがあっても引き続き免

許をすると、そういう形で、それを法律でしっかり書くことによって、安心してこれから

漁業に取り組んでいただくし、新規参入するに当たっても「よし、そういうことなら漁業

に入ろう」という気が起こるような仕組みにしようというのが２点目の話ですね。 

 それからあとは、人口減少ですから、日本の中のマーケットは当然大事で、これからも

大事にしていきながら魚食普及とかを進めていくけれども、そこだけに目を向けるのじゃ

なくて、人口が増えている、それでどんどん魚を食べるようになっている、海外のマーケ

ットというのを意識して水産業を振興していこうというような話ですかね。それに、せっ

かくの機会だからということで、こういう大幅に法律を見直す機会はなかなかそんなにち

ょくちょくある話ではないので、密漁対策を進める上で、今までナマコだとかアワビの密

漁も長年の懸案でありましたけれども、罰金を上げればいいというものではないというの

は十分承知した上で、200万円の上限額を今回3,000万円まで上げるというような内容も盛

り込んだ改革法案を提出したところであります。 

 そういうことですので、法律は法律、それでまた実施段階で政令をつくったり省令をつ

くったり、県レベルのいろいろな運用というところについては、さらにさらにいろいろと

ご意見を伺いながら、丁寧に丁寧に進めていきたいと思っておりますので、よろしくご理

解いただきたいということでございます。 

 そういうことの中で、今日議題になっているそれぞれの魚種を、例えばということでお

話しすれば、トラフグのような栽培対象種については資源評価をしっかりと進める中で取

り組みを進めていく。放流する人と、獲る人の不一致をどういうふうに調整を進めていく

か県任せにせず、国の方でもそこの調整をしっかりとって機能的に進めていくことが必要

だと思っているというような感じですし、ベニズワイガニについては、今回の改革の中で

資源評価は充実させます、ＴＡＣ魚種を増やします、個別割り当てという手法ももっと導

入していきますということですけれども、まさに個別割り当ての先駆的な話がベニズワイ

ということであります。ベニズワイだけを獲って、隻数もそれほど多くないし水揚げ地も

限られているということで、ＩＱをやるのに一番やりやすい漁業だったということであり

ますけれども、そういうものを十分参考にしながら、大きな方向としてはベニズワイはＩ
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Ｑを入れるということで、他の規制を、かごが幾つなければいけないだとか、船の大きさ

は何トンじゃなければいけないみたいなものは取り払ったんですけれども、漁獲量管理を

どんどん進めることによって見直せる規制もあるんじゃないかということは、大きな方向

としての今回の改革のテーマであります。 

 それから、マアジ、マサバ、マイワシのようなものについては、これまでもＴＡＣを進

め、ＴＡＣでの管理をやってまいりました。マイワシ、太平洋側、今週釧路の人たちと話

したら、「もうマイワシだらけですよ。マイワシだらけで、サバが近寄れないぐらいです

よ」という話を聞いたところですけれども、日本海側はこれからなのかもしれません。や

はりマグロもそうですけれども、資源が来ないと、何事も始まらない。来たものを獲らな

いのもとても苦痛ですけれども、来ないよりは、やっぱり資源あっての水産業ということ

であります。全体としての資源管理を進めていきたいということであります。 

 クロマグロについては、もうこの委員会でずっと議論してまいりました。おかげさまで

資源回復の兆候は本当に出てきている。逆に、そうやって回遊が増えているのに獲り控え

なければいけないということで、大変皆さんにご苦労をおかけしているということであり

ます。そういう中で、本当はこの秋の国際会議で日本の増枠を実現したかったわけですけ

れども、なかなかまだうまくいっておりません。でも、諦めずにこれからも─漁業者を

抱えていない国は「まあ、そんなに焦らなくていいじゃないか」と言うわけですけれども、

日本の漁業者がどれだけ苦労しながら取り組んでいるかということをわかってもらう努力

をして、できるだけ早く増枠につなげていきたいというようなのがマグロの話であります。 

 簡潔に言うと大体そんなところでありますが、この委員会の本務であります資源管理に

つきましては、この委員会をつくった趣旨もそういうことでありますけれども、漁業種類

は、もう北から南までさまざまですし、業種はそれぞれの立場がありますけれども、同じ

資源を使う者として、お互いの立ち位置というか、置かれた状況を理解した上で、何とか

協力して足並みを揃えて取り組んでいこうというのが、この委員会の設立趣旨だと思って

おります。この機会に改めてそういう取り組みをお願いしたいと思っておりますし、国際

約束して取り組んでいるクロマグロについては、本当に石にかじりついても何とか結果を

出したいと思っているところでありますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 そしてまた、いろんな現場での問題が当然あるわけでありまして、そういうことについ

て、この場でもいいですし、いつでもよろしいので、またご連絡いただければと思ってい

るところであります。 
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 長くなりました。すみません。よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

○田中会長 長谷長官、どうもありがとうございました。 

 ここで質疑を受けたいところでございますけれども、長谷長官は別用のため中座させて

いただきたいということでございますので、ご了承いただきたいと思います。 

○長谷長官 申し訳ありません。水産改革に関する話は藤田企画課長がその他で説明する

と言っていますので、質問、意見は全部藤田にいただければいいと思います。よろしくお

願いします。 

 どうもすみません。ありがとうございました。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、資料配付の確認を事務局からまずお願いいたします。 

○事務局（竹川） それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

 お配りしている資料ですが、まず本日の委員会の議事次第、そして次が委員名簿、それ

から配席図、それから出席者名簿、これは一つでとじてあるペーパーです。それから、本

日の委員会で説明させていただく資料ですけれども、資料１から４ですが、資料１－１、

そして資料１－２－１、１－２－２で、その次が１－３－１、これはベニズワイガニです

ね。そして１－３－２、そして資料１－４－１、１－４－２、１－４－３、ここまでが資

料１です。続いて資料の２、クロマグロの関係ですが、資料２、そして資料３が予算の関

係の資料、そして資料４が改革に関連する資料となっております。 

 配付資料は以上となっておりますが、不足等ございましたら事務局のほうまでお申しつ

けください。また、説明の途中でも、資料に落丁等がございましたら、その都度、お手数

ですが、事務局にお申しつけいただければと思っております。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 それでは、早速議事に移りますが、その前に新任委員のご紹介でございます。 

 富山海区の互選委員の交代がございまして、ご紹介いたします。網谷委員。 

○網谷委員 網谷です。よろしくお願いいたします。 

○田中会長 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、本日の議事の件です。後日まとめられます本委員会の議事録署名人の選出

でございますが、事務規程第12条により、僣越ながら私、会長から指名させていただきま
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す。 

 都道府県互選委員からは鳥取の板倉委員、それから、大臣選任委員から山内委員によろ

しくお願いしたいと思います。以上のお二方に本日の委員会に係る議事録署名人をお願い

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから報道関係の皆様にお伝えいたします。冒頭のカメラ撮りはここまででございま

すので、以後の撮影につきましてはお控えください。 

 それでは、審議の議題に移ります。 

 議題の（１）、広域魚種の資源管理についてに入ります。 

 昨日午後から本日午前中まで、当委員会の日本海北部会、日本海西部会、九州西部会が

それぞれ開催されたところでございますが、当委員会の事務規程第14条におきまして、そ

れぞれの部会の調査審議の結果を当委員会に報告しなければならないことになっておりま

す。まずは（１）の１、部会の取り組みについて事務局よりご説明お願い申し上げます。 

○事務局（竹川） それでは、事務局からご報告いたします。 

 昨日と本日、３つの部会が開催されまして、日本海西部会におきましては資料１－１の

14番の日本海西部アカガレイ、ズワイガニについて、そして九州西部会におきましては、

有明海のガザミ、九州・山口北西海域トラフグ、それから南西諸島海域のマチ類について、

そして本日行われました北部会におきましては、スケトウダラ日本海北部系群、それから

日本海北部のマガレイ、ハタハタについて審議が行われております。 

 審議におきましては、水産研究・教育機構から科学的な資源調査についてご報告があり、

その後、事務局から資源管理の取り組み状況について報告をさせていただきました。審議

においてさまざまなご意見をいただいたところでございますが、特に本日行われました北

部会におきまして、スケトウダラの日本海北部系群に関して、水産庁の対応に対して厳し

いご意見やご要望をいただいたところです。この件につきましては、部会長からサポート

を含めまして対応をお願いしたいというご指摘もございましたので、このご意見を踏まえ

まして、しっかり水産庁としても取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 報告は以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等があれば承ります。よろしいでしょ

うか。 

 ありがとうございます。それでは、部会は皆さん参加されておりますので、特段ないと
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いうことで承りました。 

 続きまして、議題（１）の２のトラフグについてに移りたいと思います。 

 まずは水産研究所のほうから資源評価のご説明を行っていただきまして、続いて事務局

のほうから資源管理の方向性についてご説明していただく予定です。 

 それでは、まず瀬戸内海水産研究所の石田主幹研究員より、トラフグ日本海・東シナ

海・瀬戸内海系群の資源評価についてご説明をいただきます。 

○石田主幹研究員 石田です。よろしくお願いします。 

 資料は１－２－１です。ページが下に小さな数字で１から９ページまで振ってあります。 

 まず１ページ目です。これは左側に産卵場と分布域の図がありまして、産卵場は瀬戸内

海に数点、有明海、それから日本海にも幾つかあります。これは一つの系群になっている

根拠ですが、瀬戸内海で生まれたものも、１歳になれば外海、日本海や東シナ海、あるい

は一部太平洋ですが、そちらに回遊してまいりまして、また産卵回帰するということで、

これは一体のものとして系群として資源評価をしておるわけでございます。 

 次の下、昨年度評価からの変更点です。２つありますが、大事なのは上のほうです。昨

年度の評価の10年後の資源回復目標を資源量960トンとしていたわけですけれども、資源

評価の手法を見直して、最新の情報を入れて新たに資源評価した結果を踏まえて、目標を

840トンにするという変更になりました。840トンを目標にして、生物学的にどれだけ獲っ

てよいかというものを計算してまいりました。 

 下は混入率の計算で、細かいのでこれは省かせていただきます。 

 １枚めくってください。 

 ２ページの上です。漁獲量が黄色で示しております。漁獲量は2002年からしかありませ

んが、右下がりの傾向にあって、最新の2017年は214トン、それから、濃い青の放流尾数

は1977年から増加傾向にあります。2012年以降は量から質への転換ということで、尾鰭が

飼育しているときに噛みあって尾鰭を食われたりする、稚魚が死んでしまうことが多いの

で、そういうことをなくして、よい種苗を心がけた結果、量は減っているんですけれども、

よい種苗の放流に繋げております。それがこの図です。 

 下の図ですね。日本海・東シナ海は、上の橙色の線が漁獲量なんですけれども、ほぼ横

ばいに来ております。有明海は横ばいで少し下がっている、瀬戸内海は下がっているとい

うことです。 

 次の上ですね。これは九州・山口北西海域。これは系群全体の半分を占めるんですけれ
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ども、青で示したのが漁獲の強さ、針数がやや下がり気味で、ＣＰＵＥは針数当たりの漁

獲量、これは徐々に上がっているということです。 

 その下は瀬戸内海ですので飛ばしまして、４ページ、次をめくってください。 

 ４ページの下ですね。資源評価方法。これは一般的な他の魚種系群と同じでして、水揚

げ量、漁獲量と、それから体長組成、年齢査定の結果から年齢別の漁獲尾数を集計してま

いります。年齢別の漁獲尾数が揃いますと、年齢別の資源尾数、あるいは漁獲の強さとい

うのも計算することができます。また、将来、どれだけの漁獲の強さを与えれば、どれだ

け増えるか、減るかということも計算できます。こういった世界中で一般に行われている

手法によって、トラフグのこの系群も計算してきたということを示した図です。 

 次、５ページをお願いします。 

 これは漁獲尾数です。漁獲量というよりは漁獲尾数です。下から０歳、１歳、２歳と年

齢別に書いておりまして、０歳魚は2002年から、上がり下がりが若干ありますけれども右

下がり傾向である。１歳魚、次の赤も少なくはなってきております。一方、２歳以上はそ

れほど少なくなっておりません。同じぐらいの尾数を獲り続けているということです。 

 それから、下の図は海域別年齢別の漁獲尾数です。色分けが、これは年齢じゃなくて海

域です。０歳を獲っているのは有明海と瀬戸内海、内海ですね。１歳以降は外海、日本

海・東シナ海で獲っているということです。産卵場の近くで獲っている、あるいは外海に

回遊していたものを獲っているという流用形態の違い、漁法の違いというようなことがこ

れに反映されております。 

 次、お願いします。 

 全体の資源量の図は６ページの上です。資源量は減少傾向にあります。2017年、最新の

資源量は700トンを切っております。漁獲割合は31％であまり変わっていません。それほ

ど漁獲が強くなったり弱くなったりはしていません。 

 次は再生産関係、親子関係ですね。これ、横軸が親の量、縦軸がそこから生まれた子の

数なんですけれども、あまり明確な関係は見られないということです。資源が減ってから

の情報しかないので情報量が少ないということがあります。 

 次、お願いします。 

 ７ページ上ですね。これが親魚量が上の青です。親魚量はそれほど変わっていないんで

すが、同じ重さの親魚から生まれる子供の数というのは原因を突きとめている最中でござ

いまして、はっきりとした理由はわからないんですが下がり気味になる。同じ重量の親か
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ら生まれる子の数が減ってしまっているというのが現状です。 

 次は漁獲の強さを表したもので、あまり変わっていないという先ほどの説明と重複しま

すので飛ばします。 

 次、お願いします。 

 ８ページ上ですね。これは資源に対する漁獲の強さを、計算上の指標とどうなっている

かを比較したもので、上から２つ目、赤のFcurrent、currentは現状ということで、現実

の漁獲の強さがこの赤の線です。横軸が漁獲の強さを表しまして、右に行くほど、数字が

大きくなるほど漁獲が強い、左に行くほど弱いということなので少ないということなんで

すけれども、現状は、その他の縦線は一般的な資源管理の指数なんですが、３つの指数の

うち２つの指数に近いんですが、別の指数よりは高いということで、必ずしも漁獲は少な

い、よい状態とは考えられないということになります。 

 次に資源評価、資源水準ですね。これを低位と判断しているので、その根拠について。

かつては、1970年代等は、この右の図で示したように、我が国からはるか遠いところまで

獲っていった。その外海の漁獲量が含まれていたのが日本の総漁獲量です。しかし、一方、

内海の漁獲量というのもあります。これは下関にある唐戸魚市場の取扱量です。本当は資

源量で示せればよかったんですけれども、残念ながら資源量を示すようなデータが今のと

ころ得られていないので、この取扱量が長期にわたるデータということで利用しておりま

す。この黄色いところが内海産です。 

 内海産だけを取り出したのが、次のページの上の折れ線グラフです。除外と書いた２カ

年、何らかの突発的な理由で非常にたくさんとれた２カ年を除いた最多と最少を３分割し

て、高位、中位、低位としております。現状は低位。低位が長く続いているということで

す。資源水準は低位、資源量動向は、資源量のところでお示ししたように徐々に下がって

いる。減少ということでございます。 

 それから、放流の効果ですね。次、下です。０歳魚のうち天然魚と放流魚を標識の有無

について調べたものが次の図です。かなりの部分は放流がある。これ、もし放流がなけれ

ば、現在の資源は物すごく少ないことになっているはずです。放流した魚も２歳、３歳だ

と、成熟して天然親魚と同じように卵を産み、精子を出すわけですから、これがなければ

現状の資源はもっと少なくなっていったと考えられます。現状の放流魚の混入率は４分の

１ということで、24％ということになります。 

 ということで、資源の説明は終わります。 
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 最初の図に戻っていただきまして、産卵場があるんですけれども、産卵場を保護して生

育場を保護するのが資源を回復させるには有効である。さらには、やはり若齢魚を獲り過

ぎないということ。先ほど、漁獲尾数のうち０歳魚の尾数が少ないと５ページで示しまし

たけれども、これを一層進めて、若齢魚の漁獲をより抑制するというのが一般的に資源を

増やす近道であろうと考えられますので、それが大事であるということでございます。で

きれば高齢魚も抑制するに越したことはないんですけれども、大事なのは、やはり小さな

ものから抑制する。 

 それから、放流についても、質から量へ転換を図ったと申し上げましたけれども、やは

りよりよい種苗、しかも産卵場、生育場に放流するということが大事ですので、それを現

在、相当改善されてきていまして、いいところに行っているかと思いますけれども、これ

を一層進めていくことが資源回復に繋がるのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等があれば承ります。 

 よろしいでしょうか。 

 小型魚の保護というのは確かに有効なんですけれども、成熟年齢って何歳ぐらいでした

か。 

○石田主幹研究員 ３歳ですね。 

○田中会長 そうすると、保護するのはそれより若い年齢ということになりますか。 

○石田主幹研究員 はい、そうですね。一度は産卵させてから漁獲すると。 

○田中会長 了解しました。一度産んでからでないと、産む前に全部獲ったら絶滅してし

まうので、それはそういう方法でないと困りますよね。ありがとうございます。 

 本件について、資源評価についてよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、引き続きまして資料１－２－２、トラフグの資源管理について、事務局より

ご説明お願い申し上げます。 

○事務局（竹川） それでは、資料１－２－２についてご説明いたします。 

 先ほど資源評価についてはご説明がありましたので、資料１－２－２の、ちょっと下の

ページ番号が小さいんですが、ページ番号の６ページをめくっていただきまして、スライ

ドの番号、左上でいきますと８番からご説明いたします。資料１－２－２の６ページから
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説明いたします。 

 まず、先ほど説明がありましたように、資源量、それから漁獲量とも右肩下がりで今下

がって厳しい状態だというご説明がありました。現在の漁獲と種苗放流を続けた場合、海

洋環境が変わらなければ、漁獲の見込みは現状からやや少なくなってくるのではないかと

見込んでおります。そして資源量ですけれども、近年比較的加入がよかった2015年生まれ

の効果が見られるものの、減少傾向は今のところ改善されないのではないかと予測されて

おります。 

 そして、下の９番、今後の長期的な将来予測ですけれども、一定の仮定のもとで将来の

資源量を予測してみますと、漁獲圧をこれでいきますと２割以上削減し、現在と同程度の

種苗放流を継続した場合には、当面目標としています840トンの資源量を達成できるので

はないかと見込んでおります。この９番の図は、その圧力を何割下げたらどうなるかとい

うところの予測を書いたものでありまして、現在の漁獲量と種苗放流を続けた場合の線が

一番下の線になっております。 

 こういった中で資源管理をどうしていくかというのが、次の７ページからの取り組みに

なってまいります。 

 ７ページの下の10番の資源管理の方向性のイメージという図をご覧ください。まず、資

源管理の方向性ですが、未成魚の漁獲を抑制し、成魚に繋げ、好循環を確保することが重

要だと考えております。また、あわせまして、成魚の保護や産卵場、生育場の保全も図り、

より効果的に実施する必要があるだろうと考えております。ここにありますオレンジの未

成魚の漁獲を下げて、なるべく大きくしていくというのが管理の方向性になっております。 

 ページをめくっていただきまして、次、８ページです。 

 ８ページの上の11番のスライドです。資源回復のために目指すべきことにつきましては、

まず資源を利用する全ての漁業が皆で一致団結して資源回復のために協力すること、そし

て、一つの漁業で獲り残した分を他の漁業が獲らないこと、こういったことが重要である

と考えております。未成魚の漁獲を我慢して獲り残し、親にしていくことで資源回復の好

循環を早急に取り戻す。実際に、このトラフグにつきましては、親魚を獲る漁業もありま

すし、また当歳魚を漁獲する漁業、それから他の漁業と混獲する漁業、そして沖の方で獲

る漁業と、さまざまな方が実際には漁獲をしているわけでございまして、そういった方が

誰かだけが我慢するわけではなく、皆で我慢していくことが重要だというところでござい

ます。 
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 そして、取り組み手法に当たっては、下の12番にありますとおり、資源評価は毎年行わ

れていますので、新しい評価結果が得られた場合は、その都度科学的なデータをもとに最

新のものにして更新していくことが重要だというふうに考えておりまして、この科学デー

タを踏まえながら漁業者の皆様のご意見をお聞きし、常に改善しながら進めていく、こう

いったところが大きな方向性になっております。 

 そして現在ですが、９ページになりますけれども、目標は840トンを当面の目標にして

おります。そして、これを達成するために、９ページの下の14番から都道府県の取り組み

ということを取り組んでいただいております。これは細かいので説明は省きますが、各都

道府県の各漁業種類毎に何ができるのかということを考えていただき、その取り組みを毎

年深掘りをして改善していただいているという状況です。このように、資源管理の強化を

強めて、資源回復を図ろうということを今皆で取り組んでいるというのが現状でございま

す。 

 そして、ページをめくっていただきまして、12ページの20番のスライドになります。た

だ、はじめに長官の挨拶にもありましたとおり、このトラフグという資源はたくさん、さ

まざまな漁法、さまざまな漁業者が獲っておりまして、一人の方、一つの漁業だけが放流

をして、大きくなったところだけが獲るというところは、なかなかご理解を得るのが難し

いというところもございます。水産庁としましては、31年度の概算要求としまして新資源

管理導入円滑化推進事業というのを要求しております。この中の４番を見ていただきたい

んですが、相互扶助漁獲支援事業という予算を要求しております。これはどういうことか

といいますと、同一資源を利用する漁業者間において、若齢魚を獲り控える漁業者に対し

て、成魚を漁獲し利益を得る漁業者がとも補償を行うものに対して支援するといったとこ

ろの予算になっております。 

 絵も小さいのですが、右側の相互扶助支援事業の絵がトラフグで描いてありますけれど

も、イメージとしましては、この沖で獲るはえ縄の成魚を獲る漁業者の方から拠出金をい

ただくような形で、それを基金化して、それを若齢魚を逃がす方への放流する経費への支

援に充てる、そういったところのイメージを考えて、今要求しているところでございます。

具体的な運用につきましては、これからまた漁業者の皆さんの意見を聞きながら制度の仕

組みというのを考えていきたいと考えているところでございます。 

 そして、これらの取り組みを推進するに当たってですが、ページをまた少し飛びますが、

16ページに行っていただきまして、こういった取り組みを推進するに当たっては、これま
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で４回ほどトラフグ資源管理検討会議というのを開いております。この絵の真ん中の緑の

部分ですね。さまざまな関係者の集まった中で議論を重ねております。今年がちょうど５

回目になりまして、今月の27日に、このトラフグ資源管理検討会議を開催することにして

おりますし、一方で研究の方のトラフグ全国協議会の方も来週開催する予定をしておりま

す。このように、栽培と研究と資源管理がしっかりと連携しながら、このトラフグの資源

管理を進めていきたいと考えているところです。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、本件につきまして、ご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしいですか。 

 水産庁では、小型魚の保護に対して新たな取り組みとして、とも補償の制度を活用した

小型魚保護の予算を組むということだそうです。 

 私の方から一点質問させていただきたいと思います。この取り組みというのはトラフグ

だけなんでしょうか。 

○事務局（竹川） 魚種を限ったわけではございませんが、イメージとして、今トラフグ

の絵で説明させていただいているというところでございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 関係する県の方にとっては非常に関心のある件ではないかと思いますけれども、よろし

いでしょうか。 

 それでは、これについては特に意見がないということで、これで閉じさせていただきま

す。 

 それでは、続きまして、議題（１）の３、日本海沖合におけるベニズワイについてです。 

 まずは資源評価について、水産研究所からご説明いただき、続いて資源管理の取り組み

内容について事務局よりご説明いただきます。 

 それでは、まず日本海区水産研究所の森部長より、ベニズワイ日本海系群の資源評価に

ついてご説明をお願いいたします。 

○森部長 日本海区水産研究所の森でございます。着席のまま説明させていただきます。 

 資料は１－３－１になります。本年度の資源評価について概略をご説明いたします。 

 ベニズワイガニは、ここの分布図にありますように、日本海の広い範囲で分布しており

ますけれども、主な分布域は1,000メートルから2,000メートルと、ズワイガニに比べ非常

に深いところにいる資源でございます。現在はかご漁業が主体で漁獲されておりますが、
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大臣許可水域については個別割当制が導入されております。また、特に大臣許可水域の大

半になるんですけれども、日韓暫定水域が重なっておりまして、韓国船と競合する漁場に

なっております。ズワイガニと異なりまして、基本は雄のみの漁獲が特徴になっておりま

す。 

 漁獲の動向でございます。次のページに長期的な、日本の漁獲量についての図がありま

す。数字につきましては、1984年に4.4万トンまで増加しておりますけれども、2003年に

最低になりまして、2006年から2015年、直近については1.5万トンから1.7万トンで推移し

ております。2017年につきましては合計で1.3万トン、大臣許可水域で約7,700トン、知事

許可水域で5,400トンになっております。2017年の韓国の漁獲量なんですけれども、韓国

のＥＥＺ及び日韓暫定水域合計になりますが、約３万トンということで、日本よりも倍以

上漁獲しております。 

 このような資源ですけれども、資源評価方法といたしましては、大臣許可水域及び知事

許可水域の漁獲成績報告書から、個別にそれぞれの海域ごとに資源量の指標値を計算いた

しまして、動向と水準というものを算定しております。両方ともかご漁業でございますの

で、かご数とその操業面積、そのあたりを考慮して資源量の指標となる指標値を出してお

ります。 

 まず資源状態ですが、資源全体、要は大臣許可水域、知事許可水域を合わせた資源全体

については、２ページ目の上に黄色い折れ線というか、なめらかな曲線になっております

けれども、そちらのほうが全体を表しております。過去の水準を含めて高位、中位、低位

というふうに分けましたところ、全体としては現在中位水準で、ほぼ横ばいぐらいの傾向

で推移しているというふうに考えられております。 

 真ん中に、左側に大臣許可水域、右側に知事許可水域、それぞれの漁獲量と資源量指数、

これが資源量の指標になりますけれども、こちらの推移を示しております。大臣許可水域

につきましては、特に日本海でも西のほうの海域になりますけれども、現状は、やはり過

去、1980年代のあたりに高位水準というのがございまして、近年は中位水準で減少傾向に

あると想定しております。なお、漁獲量については、近年、2006年ぐらいをピークに少し

ずつ減少してきているという傾向がございます。 

 一方、知事許可水域でございますけれども、こちらのほうは中長期的に中位から低位に

動いていたんですが、近年はおおむね2015年前後から高位水準になっております。また、

動向も増加傾向になっています。ただし、漁獲量につきましては、努力量、要はかご数と
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か船の隻数とか出漁隻数、そちらの減少もありますので、ほぼ横ばいからやや下がってい

るという傾向になっております。 

 管理方策は、この資源量指標値の現在の水準及び近年の動向をベースにＡＢＣを計算い

たします。ＡＢＣ、要は生物学的許容漁獲量というものを計算するときは、大臣許可水域

と知事許可水域で管理の方策が異なっております。あと、それと移動、回遊については、

着底後のベニズワイはそれほど大きく移動しないということもありますので、個別にそれ

ぞれ計算して、その合算値を合計のＡＢＣとして提示しております。 

 まず大臣許可水域ですけれども、現状は中位水準で減少傾向ということになります。大

臣許可水域は、先ほども少しご説明いたしましたが、個別割り当てということで、漁獲量、

ＴＡＣに近いものが総量が規定されておりますので、基本的には前年度のＡＢＣとして算

定させていただいたものに係数を掛けて、それがＡＢＣという形になります。本年度につ

いては中水準ということで、係数は、この大臣許可ＡＢＣ、真ん中の表の管理基準のとこ

ろにありますけれども、その頭に1.0という数字があります。これが現状の水準で掛かる

係数ということになります。このＡＢＣの値に、後ろに掛かる0.95という部分が現在の傾

向から出てくる値でして、少し減少傾向ということもありますので、１を下回る値が出て

います。合計すると、昨年提示したＡＢＣよりも低い値、昨年のＡＢＣが9,890トンでし

たので、今年度は9,396トンが、この大臣の許可の部分で出てきます。 

 一方、知事許可の部分なんですけれども、こちらのほうは個別割り当てとかをやってお

りませんので、近年の平均の漁獲量、Cave3-yrの部分がそうなりますが、その値に現在の

水準、高位ですので1.0が掛かります。あと、傾向が増加傾向ですので、1.04ということ

で、１以上の係数が掛かります。結果、昨年よりも多い5,824トンというのが下のほうの

値で計算され、その合計値、そちらがここのLimitとTargetのほうのLimitの値になります。

このLimitというのは限界ということで、こちらが値でいきますと１万5,200トン、2017年

の漁獲量よりも多い値がＡＢＣとして提示させていただいておりますが、資源評価等には

不確実性もございますので、通常Target、大体Limitに0.8を掛けた値になりますけれども、

そちらの１万2,200トンを同じくTargetとして提示させていただいております。 

 資源評価、簡単にまとめますと、現状は大臣許可水域は中位、動向は増加。３ページ目

に記載してありますが、知事許可水域については高位、動向は増加ということになります。

ただ、近年、暫定水域内の日本漁船、日本の漁場において韓国船による操業が非常に目立

っておりますので、やはり日韓相互が情報を開示して、協力して資源の管理に当たる必要
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があるというふうに説明させていただいております。 

 以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいま山口次長にも駆けつけていただきましたことをご報告いたします。 

 それでは、続きましてご質問の時間に移りたいと思いますが、本件につきましてご質問、

ご意見等ございますでしょうか。 

 志幸委員、どうぞ。 

○志幸委員 今、初めてこういう資料を提示された気がしますが、こちらに日本の漁獲量

が出ていますが、韓国の方が多いようです。この漁場は韓国船と共有しながらやっている

んでしょうか。ちょっと教えていただきたいと思います。 

○森部長 暫定水域ですね。日韓暫定水域の部分は韓国がかなり入ってきております。我

が国の立場としては、我が国ＥＥＺなんですけれども、日韓暫定水域の部分、そちらにつ

いてはかなり韓国が入ってきております。 

○志幸委員 この暫定水域に入る船は、一応石川県は１隻おるんです。ただ、今、鳥取県

の方にもおられると思うので心配してるのですが、まだ韓国の漁船と日本の漁船と話し合

いってあまりできていないような格好なので、その状況をちょっと教えていただきたいで

す。 

○事務局（鹿田） 境港漁業調整事務所の鹿田といいます。 

 日韓の漁業協定の枠組みに関連して、民間で協議が行われておりまして、その中で、ベ

ニズワイガニについては漁労長同士の民間の協議なども行われております。ただし、そう

いった中で、漁場の利用のルールについて協議はしておりますけれども、なかなか現場沖

ではそれが守られないような実態もあるということで、毎年引き続き民間で協議をしてい

るというところでございます。 

 あと、先ほど漁場はどうなっているのかというお話もありましたけれども、暫定水域の

中では、やはり同じ漁場で競合しておりまして、徐々に韓国側の漁船の範囲が広がってい

るような実態がございます。 

○志幸委員 今、漁労長会議と仰いましたが、漁労長会議って漁労長同士が話し合ってい

る現場会議なんですね。結局どこまで話し合って、どういうような話をしているのかなと

いう心配があります。私が今後懸念することは、今、韓国と日本と話をしたって、最終的

には日本の人たちが押されるんじゃないかということです。 
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 それで、この前もテレビでやっておった。ここでも発表されましたけれども、きちんと

鳥取の代表者の方がおられて、ちゃんと調整がなされているのにもかかわらずこういう問

題が出てくるのなら、おそらくまた韓国は、今のサンマ船、イカ釣りと同様に、日本海に

攻めてくるんじゃないかと思っております。今後もこの問題を重要視しながら協議してい

っていただきたいなと思います。 

○事務局（鹿田） 補足させていただきます。 

 ベニズワイガニに限らず、暫定水域の操業については、政府と民間の入った枠組みの中

で協議が行われておりまして、その中で、どう資源を持続的に活用していくかという観点

からの議論は行われております。 

○田中会長 志幸委員のほうから出されたのは、協議というか、ちゃんとやってください

というお願いだと思います。この水域は韓国のバイかごもあって、その混獲も話題になっ

ているんじゃないかと思うんですが、それも含めて議論されているのでしょうか。 

○事務局（鹿田） バイかごにつきましては、大和堆とかではなくて、もう少し日本の沿

岸に近いほうの暫定水域でございますけれども、特にベニズワイの協議の中でバイかごに

よる混獲の問題が協議されたことはないと記憶しています。 

○田中会長 いずれ問題になるかもしれないので、そういう点も注視していただくという

ことで、ご理解いただければと思います。よろしいでしょうか、志幸委員。 

○志幸委員 最後、皆さんの前で、また外国船の問題をちょっと一言お話ししたいなと思

うので、そのときにまたお話しさせていただきます。終わります。進めてください。 

○田中会長 ありがとうございます。議事進行へのご協力ありがとうございます。 

 本件、よろしゅうございますか。 

 国際水域の資源というのは、先ほど長谷長官からありましたように、放っておくと全部

外国に持っていかれてしまうのではないかという不安も一方ではありますよね。これに対

しては、水産庁のほうで適正に対処していただくということをお願いしたいと思います。 

 それでは、次は資源管理の取り組み、よろしくお願いします。 

○事務局（佐々木） 境港漁業調整事務所の佐々木と申します。よろしくお願いします。

座って説明させていただきたいと思います。 

 お手元の資料番号１－３－２を用いましてご説明いたします。 

 （１）番でございます。日本海ベニズワイガニ漁業の概要でございます。ここでは大臣

許可漁業についてご説明させていただきます。 
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 当該漁業につきましては、資料の地図に青、緑、赤で色を塗っております大和堆、新隠

岐堆、隠岐西方などの沖合漁業と、鳥取から島根県にかけての地先の800メートルより深

いところでカニかごを使用しまして行われる漁業でございまして、操業については９月か

ら翌年６月末までの10カ月間を基本としております。 

 （２）の資源管理の方向性でございますけれども、資源管理指針、資源管理計画のもと、

資源の維持・増大を図ることを目的といたしまして、操業区域、操業期間や船舶別の年間

の漁獲量上限、ＩＱですけれども、これの設定を行う公的管理を行っております。これに

加えまして、日本海ベニズワイ漁業を営む漁業者が締結します日本海沖合ベニズワイガニ

資源管理協定というものがございまして、この協定に基づきまして保護区の設定、漁具の

規制、小型ガニの保護というような、後ほど説明させていただくような自主管理に取り組

んでいるところでございます。 

 ページをめくりまして、（３）番でございます。境港ベニズワイガニ産業三者協議会と

いうものがございます。これは境港のベニズワイガニ産業に係る漁業者、あと加工の仲買、

卸売業者の三者で構成されているものでございますけれども、ここに行政や研究機関を加

えまして協議会を随時開催しております。資源管理の措置の取り組みを共有していこうと

いうものでございます。 

 写真の下のオレンジと青と緑で塗り分けた図の青い部分に協議会の目的と構成を記載し

ておるところでございます。ここには、ベニズワイガニ資源の維持回復のための取り組み、

これをもとに三者がそれぞれ置かれている状況を認識しまして、必要な情報交換、協議を

行うというふうに記載されているところでございます。 

 この協議会については、具体的にどんなことをしているかというのを表したのが、次の

ページをめくっていただいて一番上の四角になっております。これが三者協議会の取り組

みの議題等々の実績になっております。直近２年間を記載しておりますけれども、具体的

には今年は６月と７月に開催しておりまして、６月は水産試験場によりますベニズワイの

資源調査の結果と、あとは境港漁調で開催しましたベニズワイのＩＱ制度、これについて

意見交換を行ったところでございます。７月につきましては29年漁期の水揚げ結果、あと

ベニズワイガニの水揚げ結果や当年漁期のＩＱの設定方法について説明したところでござ

います。これらの取り組みにつきまして、境港におけるベニズワイガニ産業関係者の意見

を聞きながら資源管理措置を行っているところでございます。 

 続いて、２）番の資源管理措置の取り組み状況でございます。資源管理措置というのは、
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公的なもの、それと自主的なものがございます。公的なものは法令で定められたもの、操

業区域、操業期間、許可隻数等が制限されているところでございます。イの自主的なもの

については、操業区域の中に保護区を設定したり、あとは使用する漁具のかご数などを規

制しているものでございます。 

 ページをめくりまして、３）のＩＱの設定状況でございます。ベニズワイガニのＩＱの

設定というのは平成19年度より取り組んでおりまして、細かな規則はございますが、基本

的にはＩＱの総枠というのはＡＢＣに基づいて設定しているところでございます。このた

め、30年の漁期もＡＢＣの9,890、これを各漁船に割り当てて９月１日よりのベニズワイ

ガニの漁期がスタートしておるところでございます。 

 大きな２番、資源管理の取り組みの広報活動ということでございますが、これについて

は、境港市が開催しておりますカニ集会というものがございます。カニ集会とは一体何だ

ということでございますけれども、境港が食育の一環としまして、地元の保育園、幼稚園

の園児との交流を図るものということでございます。境港のベニガニ有志の会というもの

を23年度から行っておりまして、今年で８年目を迎え、10月の中旬から11月の初旬まで市

内７カ所の集会を開催されたところでございます。 

 具体的には、漁船がベニズワイ漁に出かけるところから始まりまして、店頭で販売され

て食卓に並ぶまでの一連の流れを紙芝居で紹介したり、あとは実際のカニかごに入ってカ

ニの気持ちになってみたり、最後にベニズワイガニの試食をするといったプログラムで構

成されておりまして、紙芝居の中には、休漁期間、あとは脱出リングのお話、小ガニが脱

出するようなリングの話、こういったものを設けているといった説明をしながら資源管理

の取り組みを紹介しているところでございます。このような境港の特色を生かしまして、

こういった取り組みについてはメディアにも紹介されております。毎年実施していきます

ことで、より多くの方にズワイガニの資源管理の取り組みへの理解が広がるように、仕組

みづくりを地域一丸となって開催している、広げているところでございます。 

 以上でベニズワイガニの広域資源管理について、説明を終わります。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見等ございますればよろしくお願いいた

します。 

○合瀬委員 すみません。先ほど暫定水域内での韓国の漁獲状況、それに日本の資源評価

と、それから管理の取り組みを説明していただいたんですが、韓国のほうはどういう資源
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評価で、どういうふうな資源管理の取り組みをしているか、そのあたりの情報ってあるん

でしょうか。 

○田中会長 それはどちらですかね。担当、水産庁の調整事務所のほうでよろしいですか。 

○事務局（佐々木） 韓国の方の取り組みについては把握しておりません。把握している

のは韓国の漁獲量の総数ということでございます。 

○事務局（鹿田） すみません。補足いたします。 

 韓国も、日本と若干違うんですけれども資源評価はして、ＴＡＣなども設けて、あと休

漁期間も、日本よりは若干短いんですけれども、同じような時期に休漁期間を設けられて

おります。ただ、漁具への規制とか、隻数をどう抑制しているのかというところは、私ど

もは把握しておりませんけれども、資源管理自体は韓国側にもございます。 

○合瀬委員 日本側で管理をしても、一方で韓国側で評価なり、それから管理の仕方が変

わってくると、日本だけで管理をする意味があまりなくなってくるんじゃないかという気

がするんですが、そのあたりはどういうふうな話し合いを韓国とやっているんですか。 

○事務局（鹿田） 私も直近の交流があるのか把握していないんですけれども、以前、研

究者間の情報交換の場がありまして、その場でお互いの資源評価を紹介、日本側の資源評

価について紹介したり、先ほど話があった漁具に脱出リングを設けて小さいカニを逃がし

ているんですけれども、日本側のそういった取り組みを紹介したりとかいうことは行って

おりました。ただ、最近は漁業者間の関係とかもいろいろ厳しい状況にあるということで、

そういった研究部門の交流はないように聞いております。 

○合瀬委員 状況はよくわかりました。やらねばならぬことはいろいろあると思うんです

が、状況はよくわかりました。 

○田中会長 多分ご質問の趣旨は、ちゃんと資源管理をやって効果がある規制が行われて

いるかと、そういう趣旨ではないかと思ったんですけれども。 

○合瀬委員 まあ、そうですよね。 

○田中会長 ちゃんと効果が出ているのかということですね。それについては今、交渉に

行っている人がこの場にいないですよね。詳しい実情はわからないんですけれども、代わ

りにお答えしていただけますか。 

○山口次長 すみません、次長です。 

 日韓の漁業交渉というのがございまして、これ自体は相互の入漁、要するにＥＥＺ内に

入漁をして、そこの中でどれだけのものを漁獲してよいかということの交渉を行っておる
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んですが、現在、２年半、その交渉が止まっております。その原因の中には、この暫定水

域における、これはベニズワイではないんですけれども、底びきで曳くズワイガニ等の漁

獲に当たっての操業ルールをどうするかという問題等もございまして、そういったことで

の意見の一致がなかなか見られないという状況でございます。 

 ですので、ベニズワイに関して言うと、仰るように、暫定水域はまさに暫定水域という

ことで、相互に主権を主張しないことになっておりますので、取り締まりができない。お

互い他国に対する取り締まりをしないということになっておりますので、相手の国に、資

源管理も任せることになるといいますか、相手のルールでやっていただくということにな

っております。それについてのルールを合わせていこうとか、資源管理を徹底していこう

という話をしていかなければいけないところではあるんですけれども、一方で、もととな

る日韓の漁業協定自体が現在動いていないという状況でございますので、そことあわせて

本当はやっていかなければいけないということだと思っております。 

 ただ、日韓の漁業協定については、これはこれで日本海側の漁業者のいろいろなご意見

があって、その意見を調整しながら交渉しております。日本側に利益のない交渉になって

もいけないということもありまして、今は交渉が止まっているという状況ということもご

理解いただければと思います。 

○田中会長 ありがとうございました。よろしいですか。大体そういう状況だそうです。 

 他によろしいでしょうか。 

 ではベニズワイにつきましては、以上で議題を閉じさせていただきます。 

 引き続きまして、議題（１）の４、日本海西部・九州西海域におけるマアジ、マサバ、

マイワシです。 

 当議題につきましても、まずは資源評価について水産研究所からご説明をいただきまし

て、続いて資源管理の取り組み内容について事務局よりご説明をお願いいたします。 

 それでは、最初に西海区水産研究所の永澤部長よりお願いいたします。 

○永澤部長 それでは、マアジ、マサバ、ゴマサバ、マイワシと４種類ございますので、

かいつまんでご説明させていただきます。 

 まずマアジからでございます。マアジは日本海・東シナ海を主分布域としますものを扱

っておりまして、漁獲の80％がまき網によるものということでございます。主漁場は東シ

ナ海から九州北西岸、そして日本海西部が主漁場となっております。 

 我が国の漁獲量なんですけれども、１ページ目の左下のグラフをご覧ください。2006年
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以降はほぼ横ばいでございまして、2017年は11.8万トンでございました。色の変わってい

るえんじ色が韓国の漁獲量でございます。韓国もアジ類を毎年数万トン漁獲しておりまし

て、2017年は2.1万トンで、これはほとんどマアジだと考えられております。 

 資源評価法ですけれども、1973年以降の日本と韓国の年齢別の漁獲尾数に基づきますコ

ホート解析で資源量を計算しております。その詳細に当たりましては、０、１歳魚のまき

網及び調査船による資源量指標値を用いて、最近年の漁獲係数というのを調整しておりま

す。 

 １枚めくっていただきまして、資源状態をご説明させていただきます。 

 上のほうの左のグラフが資源量と漁獲割合の図でございます。資源量でございますが、

2005年以降ですけれども、ほぼ40万トン前後で推移しております。2017年の資源量は、こ

こ３年ぐらい横ばいでございまして、47万トンと推定されております。 

 次、親魚の量、そちらの右のグラフですけれども、親魚の量は2009年以降、約20万トン

前後で推移しております。最近増加傾向にございまして、2017年の計算上の値は30万トン

というふうに考えられております。資源回復をする場合の閾値でございます親魚の量が15

万トンということでございますけれども、それを上回る親魚量であるということでござい

ます。 

 管理方策ですけれども、2017年の親魚量30万トンというものは、Ｂlimit、資源の回復

を必要とする基準よりも高い水準でありますことから、それぞれ現状の漁獲圧の維持、資

源量の増大、親魚量の維持の３つのシナリオでＡＢＣを計算しております。この３つにお

きまして、それぞれ漁獲割合、今後のシミュレーションをやった場合の確率の評価という

のを行っております。 

 左上の下のグラフは漁獲係数の経年値ですけれども、近年、マアジに対する漁獲圧力は

若干下がっているという傾向がずっと続いておりまして、近年、漁獲圧の維持、現状の漁

獲圧であっても資源の維持は見込まれるというのが基本的な資源評価の結果でございます。 

 １枚めくっていただきまして３ページです。 

 資源評価のまとめでございますけれども、資源の水準は中位水準でございます。そして

動向ですけれども、資源量、ここ３年ばかりはほぼ横ばいなんですけれども、直近５年を

見ていくと増加ということでございまして、動向は増加と判断しております。現状の漁獲

圧は、資源の現状を維持できる水準だと判断しているところでございます。 

 以上がマアジでございます。 
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 続きまして、マサバのほうの説明に入らせていただきます。５ページです。 

 ５ページですけれども、東シナ海・黄海・日本海のマサバです。これにつきましても大

部分は大中まきでありますとか中・小型のまき網によるものでございまして、主漁場は東

シナ海、韓国沿岸、九州北西岸、日本海西部であります。2011年以降は九州北西部及び日

本海西部での漁獲が多くなっているところでございます。 

 漁獲の動向でございます。我が国の漁獲量は、下にグラフがありますけれども、青いの

が日本のグラフです。1970年代後半は30万トン前後でありましたけれども、1990年代初め

に15万トンほどに減少しております。その後、一旦増加したんですけれども、また減少い

たしまして、2000年以降はおおむね８万トンから12万トンの低い水準で推移しております。

2013年は６万トンと、近年では最も低い水準であったんですけれども、その後、若干増加

しまして、2017年は11万トンということでございます。韓国も日本とほぼ同等の漁獲量が

近年ありまして、2017年の韓国の漁獲量は約10万トンでございます。中国に関しましては、

この系群だけではなくて、太平洋も含むサバ類、マサバ、ゴマサバを含む値でございます

けれども、50万トンほど漁獲しておるということがＦＡＯの統計でありますが、中国のマ

サバ、ゴマサバの魚種別の漁獲ですとか対馬暖流系だけの漁獲の割合というのは不明でご

ざいます。 

 ということで、資源評価の手法としましては、1973年以降の日本、韓国の年別の漁獲尾

数に基づきましてコホート解析で計算しております。 

 １枚めくっていただきますと、その結果が出ております。左上のグラフですけれども、

資源量と漁獲割合です。資源量は、1989年までは100万トン前後で比較的安定していたん

ですけれども、2000年以降、50万トン前後にとどまっています。2014年以降は若干増加傾

向にありまして、2017年の資源量は約59万トンと推定されているところでございます。ま

だ低い水準なんですけれども、若干増加したという傾向でございます。 

 親魚量ですけれども、親魚量も1997年に急激に減少した後、ずっと低水準であったんで

すけれども、2015年以降、増加傾向にありまして、2017年は19万トンということになりま

す。 

 この資源回復の必要とされる閾値でございますけれども、その値を一応親魚量の水準、

25万トンと推定しております。近年の2017年の親魚量19万トンということで、2017年はそ

れを下回っているということでございまして、いまだにこちらの系群については低水準を

脱出できない資源ということでございます。 
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 そういう資源量評価に基づいて管理方策なんですけれども、2017年の親魚量はＢlimit

を下回っているので、親魚量の回復を求めるということを目標としまして、それぞれのシ

ナリオでＡＢＣを計算しております。親魚量の増大を目指すシナリオ、Ｆ30％ＳＰＲ、あ

とは親魚量の回復を最近の漁獲の中央値を資源の足りない量に比べて減少させていくとい

う値、あとは現状の漁獲圧の維持という、この３つのシナリオでございます。 

 マサバにつきましても、この上のほうの左下のグラフに近年の漁獲係数が出ているんで

すけれども、近年漁獲圧というものは若干低下傾向にありまして、基本的に漁獲圧が今下

がっている状態であります。現状の漁獲圧で何とかぎりぎり現状の親魚量を維持できるよ

うな水準ということでございます。 

 それぞれにつきましてですけれども、その下の１枚をめくっていただきますと、こちら

はＡＢＣではないんですけれども、近年の漁獲量の中央値で漁獲するとどういうふうにな

るのかということで、参考までに算定漁獲量という形で示しておりますが、この値だと現

在の親魚量を基本的には維持できないということでございます。 

 この７ページ目の下のほうのグラフに、それぞれのシナリオに基づきます管理効果を示

しております。算定漁獲量だと資源の回復は見込めないんですけれども、それ以外のシナ

リオに基づくＡＢＣの値だと、それぞれ年月が経てばそれなりの増加が期待できるという

シナリオになっているところでございます。 

 資源評価のまとめですけれども、資源水準はいまだに低位ですけれども、動向としまし

ては、今、増加傾向にあるというふうに考えております。2017年の資源量は59万トンとい

うことでございました。2017年の親魚量は19万トンで、資源回復が必要な水準25万トンを

下回っていますので、親魚量を回復させるための取り組みが必要であるというのがマサバ

についての資源評価の概要でございます。 

 続きまして、９ページ目でございますけれども、サバ類ということで、ゴマサバについ

ても簡単に説明しておきます。 

 ゴマサバはマサバよりも南方系でございまして、東シナ海・日本海のゴマサバの大部分

は、大中まき及び、やっぱり中・小まきで漁獲されますけれども、主漁場は東シナ海と鹿

児島県を中心とします九州南部沿岸域でございます。 

 我が国の漁獲量ですけれども、年変動はあるんですけれども、1970年代以降、約５万ト

ン前後で推移しております。近年では2011年の4.9万トンをピークに若干減少しておりま

して、2017年は3.1万トンでございました。韓国の漁獲量は、2016年、特異的に2.2万トン
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という高い値を示したんですけれども、2017年は1.1万トンということで平年並みの水準

に戻っております。 

 このゴマサバにつきましては、1992年以降の日韓の年齢別・年別の漁獲尾数に基づいて、

コホート計算によりまして資源量を計算しております。 

 めくっていただきまして10ページです。 

 左上のグラフですけれども、資源量につきましては1990年以降比較的安定しております。

近年では2015年と2016年に若干増加が見られましたけれども、2017年の資源量は11.2万ト

ンということで、若干減少しております。 

 右のほうの親魚量ですけれども、2012年以降、ほぼ横ばいで推移しております。加入量

というものもおおむね２億尾から４億尾で推移しているところでございます。 

 ゴマサバにつきましては、資源回復の措置をとらなければならない閾値というのを、過

去最低の2009年の親魚量、約3.3万トンということに設定しておりますので、現在の親魚

量はそれを上回った水準でございます。4.8万トンということで、そちらを上回っている

ということでございまして、資源水準としては中位水準でございます。 

 また、左上の資源量のグラフから見ていただきますように、資源量は近年５年間でほぼ

横ばいでございまして、資源量は中位水準で横ばいということで判断しております。 

 2017年の親魚量がＢlimit、資源回復の措置をとる基準というものを上回っていること

から、親魚量の維持もしくは増大を管理目標として、それぞれ２つのシナリオによりまし

てＡＢＣを算定しております。一つは親魚量をもっと増やしてあげましょうというシナリ

オ、もう一つは親魚量の維持というシナリオでございまして、それぞれのシナリオに基づ

くＡＢＣを表に示しているところでございます。 

 めくっていただきまして、資源評価のまとめでございますけれども、資源水準は、先ほ

ども申しましたけれども、親魚の水準がＢlimitを上回っている、資源回復を必要とする

水準を上回っているということでございまして、資源水準は中位、資源量の直近５年間の

推移から、動向は横ばいだと考えているところでございます。 

 以上がゴマサバの概略でございます。 

 続きまして、マイワシのほうについて説明させていただきたいと思います。13ページを

お願いします。 

 マイワシですけれども、日本海・九州を含む対馬暖流系群ということで扱っております。

左上のほうに産卵場と分布域の図が示しております。本系群の主漁場というのは日本海西
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南海域でありまして、やはり主にまき網漁業によって漁獲されております。その他の漁業

としましては、定置網ですとか棒受網などによっても漁獲されております。こちらのほう

は、いずれも沿岸域ということでございます。本系群につきましては、韓国などの外国漁

船も若干マイワシを漁獲しておりますけれども、本系群との関係などは今のところ不明と

いうことでございます。 

 漁獲の動向でございますけれども、下のほうにグラフがございます。近年のほうのグラ

フ、右側のほうのグラフを見ていただきたいと思います。2001年には1,000トンまで落ち

込んだ漁獲量でありますけれども、2004年以降は増加に転じておりまして、どんどん増加

しております。2017年の漁獲量は前年よりも若干減少しているんですけれども、5.4万ト

ンということでございます。 

 ただ、漁場形成が日本海を含めた対馬暖流系のマイワシは不安定でございまして、この

グラフのほうにも東シナ海、日本海西区、日本海北区というふうに分けて漁獲量を示して

おりますけれども、それぞれの地域の漁獲量というのがなかなか安定しなくて、特に日本

海北区で順調に獲れるときもあれば、西区がいいときもあるということで、なかなか漁場

形成が安定しないという特徴がございます。 

 一番顕著な例が2014年でございまして、漁獲が安定しないどころか、2014年は漁場に魚

群があらわれなかったということで、非常に低い漁獲量になっております。これで「あっ、

資源が大変なことなのかな」と思っていたところ、獲れなかった年級、見えなかった年級

も含めて、翌年、2015年は漁場にあらわれたということで、なかなか漁場形成が不安定だ

というのが今の資源評価のなかなかの悩みとなっております。 

 資源評価指標といたしましては、1960年以降の年齢別漁獲量に基づいたコホート解析に

よって資源量を計算しているところでございます。その資源計算におきましては、2004年

から2014年の資源量指標値、これは産卵量と、あと境港のまき網のＣＰＵＥを指標として

いるんですけれども、これを用いて近年の漁獲係数を決めてあります。ただ、2014年が全

然漁場に入らなかったということで、この値を除いた形で計算を行っております。 

 結果ですけれども、全体の値と近年の値と分けて表記してあります。右側のほうをご覧

ください。資源量ですけれども、2017年の資源量は、2004年以降の増加傾向が続いており

まして、計算上の資源量42.4万トンと計算しております。その下のほうに親魚量を示して

おります。2004年から2017年にかけて増加しましたけれども、2012年以降はほぼ横ばいの

親魚量ということで、2017年の親魚量は19.7万トンというふうに計算しているところでご
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ざいます。 

 資源回復を必要とする閾値であるＢlimitですけれども、良好な関係でも高い加入が認

められないというようなところでどのぐらいかというと、親魚量で10万トンという値を設

定しておりまして、2017年の親魚量は19.7万トンで、それを上回っておりますので、低位

水準ではなくて、マイワシについては中位水準である。上のほうのグラフで、資源の直近

５年間の動向からいきまして増加と判断しているところでございます。 

 ということで、資源評価のまとめなんですけれども、16ページに行きます。 

 今、資源が普通水準ということでございますので、特別な管理措置は必要ないというこ

とで、現状の漁獲圧の維持、あと親魚量の維持という、この２つのシナリオでＡＢＣを計

算しております。現状の漁獲力の維持というシナリオだと、現在の漁獲圧はそれほど高く

ないというふうに評価しておりますので、それでもいけるだろうというのが一つのシナリ

オで、親魚量の維持だけを求めるならもう少し漁獲してもよいというシナリオになってお

りまして、それぞれのシナリオに基づいたＡＢＣを表に示しているところでございます。 

 資源評価のまとめですけれども、真ん中辺にあります。資源水準は中位水準で、動向は

増加と考えております。2017年の資源量は42.4万トン、親魚量は19.7万トンで、それぞれ

親魚量はＢlimitを上回っているという値で、資源量も増加傾向にあるというのが対馬暖

流系のマイワシの資源評価の概要でございます。 

 簡単ですけれども、以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいま神谷資源管理部長にも駆けつけていただきまして、ここで先ほどの日韓の件に

ついて、説明の追加をお願いいたします。 

○神谷部長 すみません。遅れて申し訳ございませんでした。 

 ご指摘は、要するに韓国がＴＡＣを入れているかどうかということですね。 

○合瀬委員 そうですね。韓国がどういう資源状況だと判断して、どういう管理を行って

いるかというのがもしわかれば、教えてください。 

○神谷部長 韓国は形式上、日本がＴＡＣ魚種にしているのは大体ＴＡＣ魚種としていま

す。ですから、サバもアジもズワイガニもベニズワイガニもＴＡＣ魚種にしておるんです

けれども、問題は、そのＴＡＣをどうやって設定したかという算定根拠が極めて曖昧だと

いうことでございます。 

 特に暫定水域でいいますと、暫定水域においては韓国はサバとかアジという浮き魚は獲
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っておりませんので、直接関係するのがズワイガニ、ベニズワイガニになってくるんだと

思います。形式的に入れているけれども、実質的には根拠がかなり曖昧な、どうも我々の

目から見ると、これがサステイナブルかというと怪しいような感じのものじゃないかなと

思っております。 

 それと、じゃ、韓国にどのような申し入れをしておるのかというのは、日韓の漁業共同

委員会の中で科学的な意見交換をするという部分はあるんですけれども、どんなに我々が

科学的な、要するに我々として資源評価に必要なレベルのデータの提供を求めても、向こ

うのほうから出てこない。多分そこまで精密なデータというのはとっていないんじゃない

かと思われます。 

 それと、補足させていただきますと、よくそうなると、向こうがやっていないんだから、

こっちがやらなくていいのではないかという話にもなります。逆に言いますと、ヨーロッ

パや北欧なんかを考えてみますと、いろんな国が交錯していまして、そこは全体では意見

の一致は見られないけれども、自分たちのテリトリーの中ではこれが適正な水準だとはっ

きり根拠を出して計算しておるわけです。また、国連海洋法や、いろいろな世の中の流れ

からいっても、相手がやらないからうちもやらないというよりは、うちがやっているから、

それをもとに相手の方向に求めていくというのが、我々がこれから追求していかないとい

けない方向と認識しております。 

○合瀬委員 すみません。部長がサンマの国際管理などでご苦労されているのはよく存じ

ておりまして、そういうところでも、それぞれの国の資源評価が違うものですから、その

あたりがどのようになっているのかと思い、質問させていただいたということであります。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 それでは、本題のほうに移りたいと思います。 

 ただいまマアジ、マサバ、マイワシについて資源動向について説明がございましたけれ

ども、ご質問等ございますでしょうか。 

 金子委員。 

○金子委員 今、アジについての説明の中で、資源水準については中位、動向は増加とい

うお話をお伺いしたんですが、私ども、大中型まき網を営む中で、年間を通してアジを漁

獲しております。大体年間のうちの６割ぐらいが対馬・東シナ海でマアジを操業するんで

すけれども、近年、対馬海域、また東シナ海海域では非常に漁獲が減っておりまして、去
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年にいたしましては、もう年間の４割ぐらいしか水揚げがないという状況でございます。

そういう中で、対馬、また東シナ海がどうしてそうやって、資源が減っているのかどうか

わかりませんけれども、漁獲が少ない理由、また資源が少ない理由がわかれば教えていた

だきたいことと、もう一点は、東シナ海については、私ども、操業するに当たって中国の

虎網が当然そこで操業しておりまして、やはりそういう中国船の乱獲といったものも一つ

の原因にあるのではないかと考えております。そういった面におきまして、水産庁として

中国の虎網の動向についてどのように把握していらっしゃるのかを、ちょっとお聞き願え

ればと思います。よろしくお願いします。 

○田中会長 １点目は研究所のほうから。 

○永澤部長 仰るとおり、近年、大中まき網漁業の漁獲というのが東シナ海からがあまり

よくなくて、どちらかというと五島西沖から対馬が主体ということになって、特にマアジ

に関しましてもサバに関してもそうなんですけれども、資源的には若干北偏傾向という感

じではないかと思われるような節が見られまして、全体的に少し漁獲の中心が北側に偏り

つつあるのではないかと考えております。 

 あとは、やはり対馬暖流系に関しましては、近年ずっと、海洋環境からいうと水温の上

昇傾向というのが一番顕著というのが対馬暖流から日本海にかけての対馬暖流域でござい

まして、この影響というのがじわじわとあるのではないかと考えています。特に漁業者さ

んのご意見から、獲れないだけじゃなくて、アジのほうは脂の乗りが悪いというような話

もお聞きしておりますので、もしかすると東シナ海全体の、特に南部・中南部海域での生

産力がもしかすると落ちているのかもしれないなという可能性はあります。それが、プラ

ンクトンとか、そちらのほうの生産力的なデータからは、まだそこまで表れているという

状況にはないですけれども、可能性としては、そんなことももしかすると考えられるのか

なというところでございます。 

○田中会長 では、もう一件は。 

○神谷部長 虎網ですけれども、まず中国の漁獲統計を見ていると、アジを全然獲ってい

ないんですよね。だから、あれだけそこに虎網漁船がいて、サバばかり獲ってアジが獲れ

ていないのが本当かなという点はあるんですけれども、ほとんど獲れていない、獲ってい

ないという部分が一点あります。 

 それはそれで置いておいて、じゃ、今、虎網がどうかという点は、何年か前に一気に増

えて、それを今、中国政府として減らそうとして努力しているということですので、新規



－32－ 

に虎網とか、いわゆる散霧船が増えることはないけれども、問題は、我々が思っている水

準、早さで減っていっていない。彼らの努力と我々の期待値が一致していないということ

だと思います。 

 その対策ですけれども、毎年日中の漁業協定の中で、協議の中で虎網をどういうふうに

するという項目を入漁関係とは別に結んでいますので、そこで報告を受けてチェックして、

さらに日本側から入り込むという体制で臨んでいるところです。 

○田中会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 他にご意見ございますでしょうか。 

 なければ、次、九州西部の広域資源管理指針に基づく30年度の取り組み状況について、

時間も時間ですので、簡潔に。 

○事務局（中村） 九州漁業調整事務所の中村と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）広域資源管理方針に基

づく平成30年度の取り組み状況についてご説明させていただきます。 

 本方針は、資源回復計画を受け継ぎまして、資源回復に向けた取り組み内容を後退させ

ることなく取り組んでおります。 

 それでは、資料１－４－２をご覧ください。 

 まず、１の広域資源管理方針に基づく漁獲努力量の削減措置の実施状況ですが、取り組

み団体におきましては、この表にあります山陰旋網漁業協同組合、日本遠洋旋網漁業協同

組合、鹿児島県旋網漁業協同組合、島根県まき網漁業協議会、長崎県旋網漁業協同組合の

５団体が参画しております。 

 広域資源管理方針に基づく取り組み状況の漁獲努力量の削減措置ですが、小型魚漁獲回

避のための漁場移動、またそれに関する情報の共有、１カ月に一定期間を休漁する管理措

置を実施しております。この中で、山陰旋網漁業協同組合、島根県まき網漁業協議会にお

かれては、島根県海域での小型のマサバの漁獲が増加傾向にあったため、操業自粛を８回、

また長崎県旋網漁業協同組合におかれては、主に県南地区や県北地区において小型のマア

ジ、マサバ等の集中的な漁獲を避けるため、漁場移動を20回実施しております。 

 また、２の保護措置としまして、五島西方沖地区及び隠岐海峡地区西側のマウンド礁の

中心から半径１マイルにおいてマアジ、マサバ、マイワシの採捕を目的とした操業を行わ

ない取り組みを実施するとともに、関係者に本取り組みの周知を図っているところです。 

 また、平成30年10月10日に福岡市にて日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワ
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シ）広域資源管理検討会議を開催いたしまして、各団体の取り組み状況等の情報共有を行

っております。 

 次に、資料１－４－３の方針におきましては、毎年更新するという整理をしております。

そのため、必要に応じて管理措置の見直しを関係者の皆様と検討していきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○田中会長 ご説明ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。例年どおりと

いうことでよろしいですか。 

（「異議なし」の声） 

○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、ここで、次の議題に移る前に、もう３時ですので、３時15分より再開という

ことで、５分ちょっとの休憩をとりたいと思います。 

午後３時０９分 休憩 

午後３時１６分 再開 

○田中会長 時間なので再開させていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして議題（２）、太平洋クロマグロの資源管理について、事務局より

説明をお願いいたします。 

○事務局（竹川） それでは、資料２に基づきまして、太平洋クロマグロの資源管理につ

いてご説明させていただきます。 

 資料はかなりボリュームのあるものになっていますけれども、ポイントだけ絞って説明

させていただきます。 

 まず、ページをめくっていただきまして、５ページですね。スライド番号でいくと８番、

９番というところをご覧ください。今日のお話は、昨年の３月の委員会からこれまでに変

わったところを中心に話してまいります。 

 まず資源評価というところからお話しします。 

 ＩＳＣという国際的なマグロ類の科学委員会によりまして、太平洋クロマグロの資源評

価の結果がまた出ております。これによりますと、一番上の（１）番、８番目のスライド

の（１）番ですけれども、資源量につきましては、親魚資源量は約２万1,000トンと推定

されまして、ゆっくりと回復している傾向にあるという評価になっております。ただし、
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この２万1,000トンというのは、下のグラフにありますように、まだまだ歴史的中間値と

言われる数量からも少ない数量で、初期資源量の3.3％という形になっております。 

 また、これに基づきました将来予測、この下のグラフでいきますとオレンジの線の将来

予測でございますが、こちらも2024年までに暫定回復目標であります約４万3,000トンを

達成する、そういった確率が98％の確率で達成するだろうと推定されております。 

 この結果、これまでのルールで決まっております漁獲上限の増加の検討ということがで

きるという評価に今回なったわけでございます。 

 この評価を受けまして、今年のＷＣＰＦＣの北小委員会で我が国としましては増額の提

案をしたわけでございます。それが８ページです。 

 ８ページがＷＣＰＦＣ北小委員会の結果でございます。本年の９月４日から７日まで、

福岡市において開催されました。この会議において我が国としましては漁獲上限の増枠の

提案を行ったわけでございます。 

 その結果につきましては、８ページの下のスライドの４の結果概要というところになり

ます。まず、漁獲上限の増加についての提案ですが、多くの国・地域が「資源がいまだに

少ない中で増枠は時期尚早であり、今回の会合では増枠には一切応じられない」という主

張をしまして、結果としては合意に至りませんでした。これは、先ほども申し上げました

とおり、ゆっくり回復傾向にはありますが、初期資源量の3.3％しかまだないということ

もありまして、多くの国と地域の理解が得られなかったということでございます。 

 そしてまた、②番、余った漁獲枠の繰り越し、こういった提案もしております。獲り控

えた数量を翌年に繰り越せば資源管理もしやすいこともありまして提案をしたわけでござ

いますが、この繰り越しに関する提案についても今回合意を得ることはできませんでした。

これが今年の北小委員会の結果でございます。 

 続いて国内の管理のほうに転じますと、10ページを開いてください。既にご案内のとお

り、国内の資源管理につきましては、平成26年12月のＷＣＰＦＣの決定を踏まえまして、

27年１月から管理を始めているところでございます。そして、平成30年、今年の１月から

は資源管理法に基づきますＴＡＣ管理が開始されたところでございます。前回の３月の委

員会のときは、まだ第３管理期間の途中ということもございましたので、まずは第３管理

期間の結果からご報告いたします。 

 次のページの11ページをご覧ください。 

 第３管理期間の漁獲の結果でございますが、第３管理期間の小型魚につきましては、１
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月の時点で漁獲量が漁獲枠の９割を超えたということで、漁獲枠を残した都道府県が多く

残る中で、操業自粛を全国の沿岸漁業者に対して要請をしました。その結果、皆さんの真

摯なご努力の結果、第３管理期間は漁獲枠の範囲内で漁期を終了することができました。

ここに書きますように、小型魚につきましては99.5％の消化、大型魚につきましては

96.2％の消化ということで終わっております。 

 続いて、今始まっております第４管理期間の管理の方向についてご説明します。13ペー

ジをご覧ください。 

 第３管理期間は、特定の都道府県による超過の数量も多かったこともありまして、非常

に多くの都道府県が厳しい管理をすることになりました。こういったことを受けまして、

第４管理期間につきましては、ここに書いてありますように都道府県ごとに漁獲枠を設定

して管理することを徹底するということを決めまして、また一方で、定置網の共同管理と

いって、その責任の所在が不明というところもありましたので、所在を明確にするために、

この定置網の共同管理ということを廃止いたしました。 

 また、都道府県の管理の計画ですけれども、こちらも厳しい管理をすることにいたしま

して、当初は、この漁獲枠に原則１割の留保を設ける、それから月別というか期間別や地

域別の管理を細分化してやっていく、そして枠がいっぱいになりそうなときは早期是正措

置を講じる、こういった取り組みを行うことも決めております。そして、何より報告体制

です。これは一定数量が水揚げがあった場合にはすぐに報告する体制を整える、緊急管理

措置というところをしっかり設けたというところが大きな変更点でございます。 

 また、第４管理期間の特徴としましては、次の14ページをご覧ください。 

 第３管理期間までは小型魚については細かく細分化して管理をしていましたが、大型魚

につきましては、これは国で全体を一括管理という取り組みを行っておりました。これは、

大型魚の漁獲量というのが我が国の漁獲枠に対して少なかったというところが一番大きい

点ですけれども、14ページの上の図にありますように、平成27年は3,500トン少しの漁獲

でありましたが、これが年々増加しまして、このままでいきますと、平成30年には我が国

の漁獲枠を管理しなければ突破するだろうということがありまして、管理体制の整備が必

要ということで、第４管理期間からは大型魚を細分化して、それを管理する方向に舵をき

ったというところでございます。 

 実際的には、この考え方に基づきまして都道府県別、それから漁業種類別に管理の枠を

分けまして、15ページの一番上のスライドにありますような漁獲枠を設定し、今の管理期
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間の管理を行っているところでございます。この間、当初の枠に対してさまざまなご要望、

ご意見がありまして、追加配分なども行っておりますが、現在はこの枠によって漁獲の管

理を行っているという状況でございます。 

 そして、今の漁獲量ですが、29のスライド、それから次の30のスライドに絵を載せてお

りますが、これが今の漁獲の状況です。黄色で塗ってあるところが枠の上限に近づいてい

るところでございますが、まだ漁期が沿岸漁業は始まったばかりということもございまし

て、おおむねこの枠の中で動いているというところでございます。 

 ページをめくっていただくと、今度は大型魚がこちらの図で描いてあります。大臣管理

漁業につきましては、もうかなり漁期が終了していることもあり、かなりの消化率になっ

ておりますが、沿岸漁業はまさにこれからが大型魚の漁獲になってくるというところでご

ざいます。 

 ここまでが第４管理期間の今の管理状況の話です。 

 そして、次が第５管理期間、31年１月から始まります管理の方法のところでございます。

第５管理期間の配分量につきましては、漁業者や専門家の意見も伺いながら検討するとい

うことを決めまして、８月７日の水産政策審議会の資源管理分科会におきましてくろまぐ

ろ部会の設置が決定し、９月から11月にかけて５回の会合を開催しております。このくろ

まぐろ部会につきましては、田中会長、それから山内委員にも参加していただきまして、

さまざまなご意見、ご審議をいただいたところでございます。これまで５回ほど開催しま

して、11月１日に５回目を開催して終わったところでございます。 

 結果は、17ページに第５管理期間の配分の考え方というところを取りまとめております。

大きく、いろいろ文字が多いので簡単に説明しますと、基本としては漁獲実績をベースと

したところを基本にし、プラスアルファで配慮すべき事項というところを配分していこう

という内容になっております。この漁獲実績以外に配慮すべき事項としまして、①番にあ

りますけれども、混獲対策の負担や経営の依存度、こういったものを考慮して、大型魚に

つきましては管理体制が整っていない沿岸漁業、こういったところを中心に配慮を行うべ

きだという結論ですし、もう一つは、資源評価に用いるデータ収集を考慮しまして、沿岸

漁業の一部ひき縄漁業、それから近海かつお・まぐろ漁業に対して配慮を行うべきという

結論になっております。 

 資源評価に用いるデータとは何かといいますと、沿岸漁業のひき縄は加入量を調べるた

めに必要なデータになっておりますし、近海かつお・まぐろのはえ縄につきましては、大
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型魚、つまり親の魚の資源量をはかるために必要なデータになっております。こういった

データをしっかり収集して、これから増枠に向けての交渉をしっかりやっていきたいとい

うところもありますので、こういったものに対しての配慮が必要だということに結論とし

てなっております。 

 また、もう一点、このくろまぐろ部会で決められたこととしましては、その他の管理に

ついてというところですが、自県の漁獲枠の遵守を基本としつつ、枠を融通して、しっか

りとその辺をうまく管理していく仕組みが必要だという結論にもなっております。こちら

につきましては、これから具体的なルールにつきまして検討していきたいと考えておりま

す。 

 この考え方につきましては、第５回での委員からの意見を踏まえて修正したものが11月

に公表されておりまして、これから資源管理分科会において審議・決定される見通しにな

っております。また、具体的な配分割合につきましても、こちらは水産庁のほうで作成し

ましてパブリックコメント等をかけていきたいと考えております。 

 マグロについては以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきましてご質問、ご意見等ございますれば承りたいと思います。全

国区の魚なので。 

 じゃ、まず波積委員から。 

○波積委員 最後のページで、実績以外に配慮すべき事項ということで、「配慮すべき」

という言葉が出てきたんですけれども、沿岸漁業への配慮に対して具体的にどういった配

慮が検討されようとされているのか、おわかりの範囲内で教えていただければと思います。 

○田中会長 じゃ、これは事務局のほうから。 

○事務局（竹川） お答えいたします。 

 配慮ということは、これは漁獲枠の配分についての配慮ということになっておりますの

で、具体的には、実績以外にプラスアルファで配分において配慮すべきという内容になっ

ておりますので、枠をさらに上乗せして配分するということになるかと思っています。 

○田中会長 よろしいでしょうか。 

 じゃ、引き続いて山内委員。 

○山内委員 皆さん、こんにちは。沖縄県の山内です。 

 簡潔にということですので簡潔に述べたいと思いますが、あまり上手じゃないので、ち
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ょっと過ぎたことがありましたらご勘弁願いたいと思います。 

 私たちも、資源管理をするにはどうしたらいいかということを、沖縄県の中でも、また

漁協の中でもいろいろと議論してきました。しかし、やはり大型魚の取り組みが始まった

ばかりということで、国の配分枠をどう守ろうかということに集中してしまいましたが、

今年の５月13日以降、大臣管理においては採捕禁止ということになりまして、沖縄県では

140本ほど、トン数にすると約27トンほどの大型魚を放流しました。このことは、非常に

漁業者の皆さん、断腸の思いで放流しているわけですけれども、あまりにも負担が大きか

ったという結果です。ですので、このような大事な資源を無駄づかいをすることがないよ

うなことは、そういうふうな資源管理のあり方にできないかと考えております。 

 幾つかの要望もありますが、少し述べさせてもらいたいと思います。 

 まず、第５管理期間については、知事管理は直近の３年としておりますが、漁獲実績の

直近３年の実績に基づいて配分するとなっておるようですが、沖縄県、29年、28年、27年、

徐々に漁獲量が増えてきて、この３年では恐らくシーズン半ばで終わってしまうだろうと。

やはり放流する場面というのが出てくるんじゃないかということを非常に危惧しておりま

す。ですので、やはりここはそういうことが起こらないように、もう少し長期的な漁獲実

績基準年を設けてほしいなと思っております。 

 それから、県単位で留保枠を設けるという考え方もありますが、これは国からの指示と

いうことではなくて各県の意向に任せてほしい、少し弾力的にやってほしいなという要望

もあります。 

 それから、大臣管理、もうあと１カ月半ぐらいしか残っていませんが、私がこの会議に

出る前に、ちょっと残っている漁獲枠のトン数を見てきましたが、約30トンぐらいあるん

ですね。これは大臣管理が採捕禁止になって、後に９月10日以降に国の持っている留保枠

から再配分して、40.2トンでしたか、それの消化を今やっているわけですけれども、今年

は消化し切れない。恐らく二十七、八トンぐらい消化し切れないんじゃないかなと、僕の

経験からそういうふうに感じております。すると、やはりこれが無駄になるわけですね。

ただ、第４管理期間は知事許可の部分で、まだ来年の３月末まで残っていますので、この

大臣管理でとり残した分を知事管理に融通するということができるかどうか、これをちょ

っと教えていただきたいと思います。 

 言いたいことはたくさんあるんですが、割愛していきたいと思います。１つだけ言わせ

てください。沖縄県は、周辺海域、本当に台湾とか、あるいは中国、韓国はちょっと離れ
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ているのであまり影響はないんですが、周辺の国との競合で、操業できる水域というのが

狭められております。それに加えて米軍の演習制限水域の存在とか、それから、先週パラ

オ共和国に行って、漁業交渉をしてきましたけれども、2020年以降の商業漁業全面禁止と

いうパラオ共和国の海洋資源保護法の設置によって、私たちは漁家経営に対して非常に大

きな不安を抱いているところであります。 

 資源管理も含めて、ますます沖縄県の漁船漁業が窮地に立たされている、追い込まれて

いくという現実が目の前に迫っているわけですけれども、そのことによって漁協とか関係

団体の収益も悪化することが予想されております。そのため、浜の活力やにぎわいも失わ

れていくのではないかと大変憂慮しているところでございます。それによる影響を抑える

ため、さまざまな公的制度を利用して最小限に抑えてほしいと考えております。 

 あとは、第５管理機関の取り組みも、全ての皆さんが納得するようなルールになればい

いんですが、まだまだなるような状況ではないんじゃないかなという私の感想も述べてお

きます。ですので、次、第６管理期間についても、第５管理期間で当然十分じゃなかった

問題点というのは修正していただいて、見直ししていただいて、みんなが納得するような

安定したルールの構築に頑張っていければなと思っております。よろしくお願いします。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 全部で５点ぐらいあるんですが、まず配分の基準年の話、それから県単位での留保枠の

話、それから未消化分の大臣と知事管への融通の話、これは国としてはあったほうがいい

お話だと思うんですけれども、まずはその３点について、事務局のほうから。 

○事務局（岩本） 実績年のとり方ですけれども、くろまぐろ部会でもいろいろご意見を

いただきました。その結果、やはり基本的にはＷＣＰＦＣの基準年をベースにしまして、

近年の漁獲実績ということで整理をさせていただきましたけれども、やはり漁獲実績を考

慮するに当たって、漁獲量の規制があるかどうかというのは大きく関わってくると思いま

すので、そこを外すような形で、小型魚については2010から2012年の実績、また大型魚に

つきましては2015から2017年の実績という形で整理をさせていただきました。 

 あと、融通の件ですけれども、大臣から知事管理漁業につきましては、現状でもそうい

ったルールができるようになってございます。ただ、それをうまく活用できているかとい

うと、そこが今の課題と認識してございますので、そこは都道府県、国、関係業界間で議

論する場を設けて、うまく融通をさせていきたいと考えております。 

○田中会長 あと、県の留保枠を都道府県ごとに……。 



－40－ 

○事務局（岩本） その点につきましても、留保枠というのは、そもそもそれぞれの都道

府県で管理をしっかりやっていくということで設けさせていただいておりますが、留保枠

につきましても最終的に残してしまうともったいないというところもありますので、その

点も含めて検討させていただきたいと考えてございます。 

○田中会長 あともう一つ、関連で言うと、今回の第６管理期間でもう一度見直してほし

いという要望もあったんですけれども、その点については。 

○事務局（岩本） このクロマグロの配分に関する考え方につきましては、当面の間、今

回まとめたものでいこうということで、この考え方の見直しについても、どれぐらいの期

間で見直せばいいかというところは議論がございました。ただ、どういったタイミングで

やるかというところにつきましては、一つは国際情勢の変更というのも考えていかなけれ

ばいけないという話もありまして、そういったところを総合的に考えて、当面の間は今回

とりまとめた方針をベースに、配分の際にいろいろと検討させていただきたいと考えてご

ざいますが、やはり情勢が変わるということは今後十分予想されますので、その際には、

また再度皆様からご意見をいただきながら、見直すべきところは見直すとしていくと考え

ております。 

○田中会長 あと一つは、沖縄県のはえ縄の特殊性というか、そういうものへの配慮をお

願いしたいという要望と承っておりますが、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○山内委員 直近の３年を実績配分基準としているというわけですけれども、この30年は

カウントしていないわけですね。ところが、沖縄県は今年三、四カ月で191トン獲ってい

るんですね。29年が135.3トン、28年、94.7トン、27年、76.8トン。明らかに格段に増え

ているわけです。 

 さて、第５管理期間は2019年になりますか。これ、ちょっともう、どこかでやっぱり採

捕禁止というのが出ちゃって、我々のはえ縄漁業というのは混獲ですので、どうしてもか

かってくる、釣れてしまう。これを放流する。放流という言葉は、何か僕は適当じゃない

なと思っているんですが、はっきり言って投棄ですよ。もう捨てているんですね。捨てる

ということが、この資源の無駄遣いだと我々は考えているんですね。 

 市場に水揚げしてもいいですよということは言っているものの、しかし、超過したら罰

則があるということですので水揚げもできない。やっぱりもうすごいジレンマの中で漁業

を遣っているわけです。ですので、とにかく漁獲共済とか、いろいろで何かカバーしよう

というお考えはよくわかるんですが、やっぱり自由に獲らせてもらって、その獲ったデー
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タを知事管理の方も資源評価、あるいはその資源のモニターをする意味において利用する。 

 沖縄周辺海域、マグロシーズンに全部利用しているわけじゃないですが、少しでも船が

多いほうが、この資源の実態というのを広範囲に知ることができるんじゃないかという考

え方もできるんじゃないですか。大臣管理だけのＣＰＵＥじゃなくて、沿岸漁業の皆さん

のＣＰＵＥも資源評価へモニターに利用する、使う。両方向で調査枠、あるいは大臣管理

で使い切れなかった部分の獲り残し分の融通、そういうことを少しずつ足し合わせていけ

ば、2019年、何とかシーズンいっぱいまでは獲れる枠はいただるのかなと考えております

ので、そこら辺のお考え、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○中課長 すみません。ご意見ありがとうございます。 

 まず、いろいろ分けて考えなければならない部分もあると思います。まずモニタリング

の話につきましては、科学的データでございますので、サンプルの継続性というのが絶対

であります。その観点からすると、沿岸についても広げていくべきではないかといった話

にはあまりならないということですね。近かつのデータは近かつ、はえ縄のデータははえ

縄で割る。沿岸のデータも、これまで加入量の推定とかに使っておりますが、それはそれ

でまた別途、別の場所でずっと獲り続けているデータがございますので、それを継続的に

やっていかなければならないというのがまず前提でございます。 

 あと、いろいろ来てしまうから獲れちゃうじゃないかという部分で、じゃ、漁期の真ん

中ぐらいで、もう獲れなくなってしまうという話でございますが、ここは日本全国、皆さ

んそこを計画的に枠の中で周年を通して、いつどれだけ獲っていこうかという計画を立て

ながらやっているので、そこは沖縄におかれましても、たくさん来るから、じゃ、今獲っ

ちゃおうというんじゃなくて、計画的に枠を消化していくということをやっていただきた

いというところでございます。 

 混獲に関しては、我々、定置網等においても配慮した上での配分というのは、今回もそ

れを打ち出しておりますので、混獲に必要な部分というのは配慮した上で、これからの配

分案というのをつくっていくことになっていきますので、そこはそうなんですけれども、

その話と、来ているから狙って獲りに行って、獲れたら枠が途中でなくなっちゃうという

のだと、もう正直それは全国の理解は得られないと考えております。ただ、混獲部分は混

獲で別途配分は考えるんですけれども、専獲の部分については計画的に消化してもらいた

いというところでございます。 

 やはりそうはいっても、毎年毎年、やはり枠が余るところ、どんどん沖縄のようにこれ
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からも増えてきちゃうんじゃないかというところ、いろいろあると思いますので、長期的

にはそういう状況というものを実際の枠に反映していくということは考えなければならな

いというふうに考えていますけれども、その前の段階で、ご提案がございましたように、

大臣管理というか、余ったところを年内の枠の中でうまいこと本当に来るところに融通す

るという仕組みについては、もう報告書の中にもきちんと位置づけられておりますけれど

も、我々、具体的な案をしっかりとまとめて、実際にそれが機能するような形のものにし

たいと思っております。 

○山内委員 ありがとうございます。ぜひ大臣管理で獲り残したというか、余った枠を知

事管理のほうで有効利用ができることを期待しております。よろしくお願いします。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 クロマグロについても規制をしたので、やっぱり増えてきた。もうちょっと増えなけれ

ばいけないので、今が一番つらいところなんだと思うんですけれども、他にご意見、ご質

問。 

 角田委員、どうぞ。 

○角田委員 青森県の角田でございます。簡単に１点だけお願いいたします。 

 今の29ページを見たところ、クロマグロのプレジャーボートの調査と遊漁船の採捕とい

う調査ということについてお聞きいたしますが、皆さんもご承知のとおり、プレジャーボ

ートの数、そして我々の漁船よりもはるかに船数も多いし、また、それに伴って人口も何

十倍とプレジャーボートの人が増えております。増えてよいものは何もないと思いますけ

れども、この文章を見ると、あまりそう差し支えないということなんですけれども、それ

はそれとしていいんだけれども、私がお聞きしたいことは、非常にプレジャーボートの数

も多い。そうすると、例えばタイでもブリでも来た場合、時によればマグロも釣る場合も

ある。釣ったものは誰も投げないし、いろいろなところに持っていくでしょう。 

 しかし、我々が仕事をする場合は、例えば県なり国、そしていろいろな許可をもらって

仕事をするんですけれども、このプレジャーボートでも遊漁船でも自由ですよね。船が幾

らふえようと何をしようと、数が多くなればさまざまな問題も出てくるので、私がお聞き

したいことは、このプレジャーボートの制限をできないものかと、それをお聞きしたいん

です。いかがなものですか。 

○田中会長 これも事務局のほうよりご回答いただけるかと思うんですけれども。 

○事務局（岩本） プレジャーボートの件、ご意見ありがとうございます。 
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 遊漁船業者等につきましても、登録している都道府県を通じてクロマグロの管理につい

てはしっかりと通知をさせていただいているところでございますし、また、プレジャーボ

ートにつきましては、ポスターやリーフレットをマリーナ、海の駅、また釣具店に配布し

て周知をさせていただいているところでございます。そのほかにも、水産庁、都道府県、

釣り団体のホームページ、テレビ、雑誌、そういった媒体を通じて、全国の漁業者の皆さ

んがクロマグロの管理について本当に大変なことをやられているということを共有させて

いただいております。 

 また、最後にご質問がございました、具体的な管理のところです。今後我々もしっかり

と考えていかなければいけないところでございますけれども、例えば現状でできるとすれ

ば、海区漁業調整委員会指示等に基づきまして制限を行うというのも一つの方法ではない

かと考えてございます。ちょっと具体的な対策については、今日のご意見もいただきなが

ら考えていかなければいけないのかなと、このように考えているところでございます。 

○角田委員 今説明したとおり、これは簡単なものではない、難しいんです。しかし、こ

この文章を見ると、大変失礼な言い方ですけれども、「極めて少ないと考えられる」。こ

こが極めて私は多いと考えているんですけれども、ここの文章はちょっと訂正したほうが

いいんじゃないかと思うんですね。あとはいいです。 

○田中会長 水産庁におかれましては調査をお願いしたいということだと思うんですけれ

ども、正しい数字を出してくださいという、なかなか難しい注文が出されたんじゃないか

なと思いますが、将来ご検討をよろしくお願いしたいと思います。 

○角田委員 よろしくお願いします。 

○田中会長 加藤委員、どうぞ。 

○加藤委員 実は、遊漁が獲っている数量というのは、私も角田委員と同様の意見で、実

は多いんじゃないかと思っています。実は私は弁護士という立場で漁協の仕事と遊漁船団

体の仕事を両方やっているものですから、かなりの実数は把握しています。それで、山形

県でも今、非常に遊漁船によるマグロの漁獲が増えているんです。 

 一つの提案なんですけれども、強制力はなかなかないんですけれども、レジャー船で獲

っている連中も、大きい船を買って装備をよくして相当金をかけています。かけて、その

金をどう回収するかというと、やっぱり市場に上げられないものですから仲卸に直に売っ

ているんですよ。だから、仲卸がそういうものを買わないようにするような一種の指導の

ようなものをしないと、結局受け皿があれば金をかけてでも獲るわけですよ。そういった
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ことも考えないと減らないと思うんですよね。だから、もうちょっとそういったところも

水産庁のほうからは検討してほしいなと私は思うんですけれどもね。単なるＰＲとか広報

活動だけでは私は限界があると思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 その件に関係して、どこの誰が獲ったのだという産地証明みたいなものを入れて、将来

マグロの管理をしたほうがいいんじゃないかという意見は水産政策審議会のほうでも出さ

れておりますので、これは水産庁のほうで将来検討していただくということだと思います。 

○高平委員 長崎県の高平です。 

 私のところは壱岐・対馬があって、そこはほとんどマグロ漁場、そしてまたイカ釣りで、

非常にここ何年かマグロが異常に発生して、他県も多分そうだと思うんですが、また、イ

カ釣り漁業も非常に盛んで、イカ釣りに行っていても、結局道具をやっておったらマグロ

が食いついて針も何も持っていくらしくて、マグロは獲られない、イカも釣られない。た

まに壱岐で大きなマグロをとって腹を割いたら百何十匹もイカが入っている。おるものを

獲るなと、イカ釣りにマグロがひっかかる。おまけにイカまで食ってしまう。長崎県では、

もう「マグロを駆除してくれ」というような言い方までするんですよ。かといって決まり

を守らなかったら罰せられるというのも当然あると思いますが、他県の人も多分、水産庁

に対していろいろ言いたいことも我慢しているのかなと。大体、本当にちゃんとした資源

管理というところがなっているのかなと、あれだけマグロが湧いていると言っているんで

すから。 

○田中会長 マグロがイカを食べて困る、資源管理はどうするんだという質問だと思いま

すけれども。 

○事務局（岩本） 高平委員からのご意見、ありがとうございます。 

 今年、ＷＣＰＦＣでの提案というのもまさにそういった意向も踏まえて行ったわけでご

ざいます。実際、ＷＣＰＦＣの場でも増枠に向けた関係国への日本の現状を説明する際に、

海の中でこういう状況が起きているんだということを、皆さんからいただいた情報も踏ま

えて、イカ釣りでマグロが突っ込んできて困っているんだというふうな説明ですとか、定

置にマグロが入ったときの放流の状況ですとか、そういったことも伝えながら取り組んで

いる状況であります。なかなか結果に結びついていないというのが、現状でございます。 

 クロマグロの管理をめぐっては、さまざまなご意見を私どもも聞いてございます。私ど

もは国内管理を担当してございますけれども、水産庁でクロマグロを担当している者全て
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がそういったご意見等を踏まえながら今後の管理につなげていきたいと考えてございます。 

○中島委員 すみません。高尚な意見の後に事務的な質問で大変申し訳ないんですが、３

ページ、４ページの図表のⅠ－３からⅠ－５について、まず第１点として、これは我が国

だけじゃなくて、太平洋全域の数字というふうに理解してよろしいかどうか。それが第１

点。 

 第２点として、Ⅰ－４の年齢別漁獲状況、縦軸の700というのは、これは単位が何かと

いうのをちょっと確認したいということ。 

 それから、第３点として、Ⅰ－５ですけれども、これはどういう算出の方法をやってい

るのかわかりませんけれども、これは割合で言っていますよね。これは絶対値というか、

どれぐらいの影響があったというような絶対値の数字でグラフをつくることができるのか

どうなのか。その辺、３点ほど確認させていただければと思います。 

○事務局（岩本） お答えいたします。 

 まずⅠ－３でございますけれども、これは太平洋のクロマグロの国別ということであり

ますので、関係している国ということでご理解いただければと思います。 

 また、Ⅰ－４でございますけれども、この縦軸は尾数ということで1,000尾単位です。 

○中島委員 これも日本だけじゃないですね。 

○事務局（岩本） ３点目のインパクトの図でございますけれども、今回つけてございま

すのはパーセンテージのものでございますが、これは実数ベースのものもございます。過

去の資料には実数ベースのものも提示しておりますし、ＩＳＣのレポートにも実数つきの

ものがございますので、必要ならまた掲載をさせていただきたいと思います。 

○田中会長 よろしいですか。ありがとうございました。 

 それでは、そろそろ時間が迫っておりますので、クロマグロについてはここで閉じさせ

ていただきたいと思います。 

 それで、続きまして議題の（３）、平成31年度資源管理関係の予算についてということ

につきまして、事務局よりご説明、お願い申し上げます。 

○事務局（竹川） 押しておりますので簡単に説明いたします。 

 平成31年度水産予算の概算要求の主要事項が資料３の１ページ目に載っております。具

体的な資源管理の予算については、次の２ページ目からになっております。ラインナップ

だけ簡単にご説明します。 

 まず、ＥＥＺ内資源・漁獲管理体制強化事業という事業が２ページ目にありますが、こ
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れは何かと申し上げますと、ＴＡＣの漁獲の情報集計などの管理体制の強化、それからＩ

Ｑ導入に係る実証調査、それからクロマグロの数量管理に関するもの、こういったものに

ついての予算になっておりまして、現行の予算の拡充という形で要求しております。 

 そして３ページ目ですけれども、３ページ目の予算につきましては、これは水産改革に

伴いまして新たな資源管理措置を導入する場合に発生する、例えば減船や休漁、そういっ

たものに対しての支援事業という形が主な中身になっております。 

 ここまでが資源の管理に関する部分です。 

 次の４ページ目の予算です。４ページ目の予算につきましては、昨日の部会でもご質問

がありましたけれども、栽培関係の予算になっておりまして、改革の方向性に従いまして

資源造成・回復効果の高い手法、それから対象魚種の重点化を図る、そういった栽培関係

の予算になっております。 

 そして、次の５ページ目のラインナップですが、５ページ目は、こちらは資源の調査に

関する部分です。当然管理を行うに当たって調査を重点化することが大事でございますの

で、ここの調査につきましては、国際水準の資源評価を実施し、また資源評価対象魚種を

拡大する、そういった目的のために予算を大幅に拡充する要求をしているところでござい

ます。 

 そして、一番最後の６ページ目です。６ページ目はスマート水産業推進事業という事業

で、これは情報収集をＩＴ化というかＩＣＴ化というか、高度化していこうというところ

で予算要求している内容でございまして、先端技術の開発や導入、こういったものを積極

的に行っていく、そういった事業内容になっております。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 予算が増えることは当然いいことだと思います。何かご質問ございますでしょうか。昨

日質問があったトラフグのやつもここに入っているということですね。 

よろしいですね。ありがとうございます。 

 それでは、（３）の議題、特段質問がなければこれで閉じさせていただきまして、最後、

その他でございますけれども、水産庁のほうから事前に水産改革について説明したいとい

う申し出がございますので、まずはこちらをご説明いただきます。その後、皆様から話題

提供等ございましたらお受けしたいと思いますので、まずは資料の４のほうについてのご

説明をよろしくお願いいたします。 
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○藤田課長 すみません。企画課長の藤田でございます。 

 資料４に基づきまして、漁業法の改正案についてご説明を申し上げたいと思います。 

 冒頭のご挨拶の際に、長官のほうから大分背景とか思いというのは皆様方にお伝えをし

ましたので、私のほうからは、今国会にお示し、ご審議をお願いしている漁業法等の一部

を改正する等の法律案の概要について、手短にご説明を申し上げたいと思います。 

 まず、ちょっと資料４の12ページをご覧いただけますでしょうか。頭の隅に骨格だけ少

し入れていただいて、それで話を聞いていただければと思います。 

 漁業法改正をいたしまして、（１）、一番最初のほうに海洋法条約を批准しましたとき

につくりました、いわゆるＴＡＣ法、漁獲量を管理する法律、これの中身を一番最初に持

ってきて、資源管理の考え方みたいなものをどんと一番最初に位置づけをするというのが

（１）になっております。 

 その次に、（２）で、今までは指定漁業等で漁業許可制度というのがありましたけれど

も、これに関連する部分が２番目に来るという形になっております。（３）で漁業権の制

度、その後に多面的機能の発揮、海区漁業調整委員会、密漁対策というような話で構成を

されております。 

 それで、こういう構造なんだなというのを少し頭に入れていただいて、１ページに戻っ

ていただけますでしょうか。 

 まず目的でございます。目的、変わります。「この法律は、漁業が国民に対して水産物

を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であ

ることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する

制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源の持続的な利用

を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もって漁業生産力を発展させることを

目的とする」ということで、現代の形、あと資源管理の話を前面に位置づけたという形に

なっております。 

 その次に、国と都道府県の責務といたしまして、水産資源の保存・管理をちゃんとやら

なければいけないんだ、あと漁場の使用に関する紛争の防止とか解決をやらないといけな

いんだということを明らかにしたということでございます。 

 次に、水産資源の保存及び管理ということで、資源管理の基本原則をこの中に位置づけ

をしております。資源管理の基本原則といたしまして、漁獲可能量、いわゆる漁獲量その

ものを管理するほうですけれども、これを行うことを基本といたしまして、必要な場合に
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は漁獲量以外の管理の手法を用いて管理をやっていくんだということでございますし、注

として書いてございますように、この漁獲可能量につきましては、最大持続生産量を実現

することを目的といたしまして、資源評価に基づいて、管理年度において採捕できる数量

の最高限度として水産資源ごとに大臣が定めますという形になっております。 

 次のページをご覧ください。 

 （３）でございます。今でも、それぞれＴＡＣ法に基づきまして、例えば大臣が管理す

る分とか知事が管理する分ということで、いろいろ管理する単位みたいなものを区切って

おりますが、そういった形で、それぞれの管理区分におきまして管理をしていくわけでご

ざいますけれども、この際に、管理区分におきまして船舶等ごとに当該管理区分に係る漁

獲可能量の範囲内で水産資源の採捕をすることができる数量を割り当てることにより行う

ことを基本とするということで、いわゆる個別割り当てによる管理というものを基本とし

ますよということが明らかにされてございます。 

 その次に、（４）でございますが、ただ、漁獲割り当てにつきましては、準備が整って

いない管理区分というのが当然ございますので、その場合には、これまでもありましたけ

れども、複数の漁業者の方の全体で幾らという形の総量で管理するという方法により行う

ということでございます。 

 さらに（５）でございますが、そういう総量の管理がうまく適当でないと認められる場

合には、今までもちょっと位置づけが違いますけれども、漁獲努力量を操業日数みたいな

もので管理すると、こういうことによって管理するということもできるという形になって

おります。 

 次に２番をご覧ください。水産資源の調査及び評価ということで、農林水産大臣が資源

調査を行います、それと資源調査の結果に基づいて資源評価を実施しますということを法

律の中で明らかにいたしまして、３番でございます資源管理基本方針ということで、現在

もＴＡＣ法の中では基本計画の中にいろいろ管理の考え方とか数量とかあるんですけれど

も、どちらかというと前面の部分、管理の考え方みたいな基本方針の部分がどんと一番最

初にあらわれてきまして、それで資源管理に関する基本的な事項、（１）の②にあります

ように資源管理の目標ということで、「ア 最大持続生産量を実現するために維持し、又

は回復させるべき目標となる値」、この目標管理基準値をちゃんと定めますという話でご

ざいますし、イで「資源水準の低下によって最大持続生産量の実現が著しく困難になるこ

とを未然に防止するため、その値を下回った場合には資源水準の値を目標管理基準値にま



－49－ 

で回復させるための計画を定めることとする値」、限界管理基準を定めるんだということ

でございます。それとあと、特定水産資源、この漁獲可能量による管理を行う水産資源ご

との配分の考え方というんでしょうか、そういうものをちゃんとここで明らかにするとい

うことでございます。 

 それと、（２）に書いてありますのは、国際的な枠組みで決まったものにつきましては、

当然そういったものを配慮して考慮して枠組みを動かしていきますということでございま

す。 

 漁獲可能量による管理ということでございますけれども、（１）でございます配分数量、

これがいわゆる実際の数量ですね。毎年定める数量、今、３のところで大分管理の区分と

か考え方というのを明らかにしてしまいましたので、ここではもう数量だけぼんと決まっ

てくるという形になります。 

 あと、５で漁獲割り当てによる漁獲量の管理ということで、これまでも水産政策の改革

についてで申し上げましたように、まず（１）でありますように、船舶等ごとに漁獲割り

当ての割合というものを設定をいたします。それに応じて、（３）にありますように、年

次別の割当量というのは、区分に当てられた可能量掛ける漁獲割当割合ということで出て

くるということでございます。この（４）にありますが、漁獲割当割合は、船舶等ととも

に譲り渡す場合等であって、農林水産大臣、都道府県知事の認可を受けたときに限り移転

をすることができるということで、漁業許可と同じような形で限定的な場合に限って移転

が認められるという形で考えております。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 大臣許可漁業でございますが、大臣許可漁業につきましては、今まで政令で定めており

ましたけれども、政令では要件みたいなものだけを定めて、（１）にございますように、

農林水産省令で定めるものについて農林水産大臣の許可を受けなければならないというこ

とにしようということでございます。 

 あと、（４）をご覧ください。一斉更新制を廃止し、新規許可や更新許可は随時行うと

いうことで、やめた方とか、余剰枠というんでしょうか、そういうものが出たら随時公示

をして許可をするということでございます。 

 それと、（５）でございますが、今までは、これはずっと漁業許可で漁船の大きさみた

いなものを制限をしてまいりましたけれども、これまでもずっと説明をいたしましたよう

に、ＩＱみたいなものによる管理がずっと定着した究極のところまで行けば、船舶のトン
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数につきましては、今までどおり漁業許可の中でぎちぎちに制御する必要はないだろうと

いうことで、ちゃんと丁寧に調整をした上で船舶の規模等に関する制限措置を定めないと

いうことで考えているということでございます。 

 あと、知事許可漁業につきましては、大臣許可漁業の延長戦上で準用できるところは準

用するという形になっております。 

 ５ページをご覧ください。 

 第４の漁業権及び沿岸漁場管理ということでございまして、海区漁場計画というのは事

実上今までどおりつくっていただきますということでございますが、今回、（１）の②に

ございますように、沿岸漁場の保全の活動の話が出ておりますので、それをあわせてつく

っていただくということでございます。 

 それと、優先順位の見直しに関しましていろいろ議論が出ておりましたが、（２）の②

をご覧いただけますでしょうか。「海区漁場計画の作成の時において、適切かつ有効に活

用されている漁業権があるときは、漁場の位置等がおおむね等しいと認められる漁業権が

設定されていること」ということで、適切に使っている漁業権があるときには漁場計画に

ちゃんとそれを反映させるんだということになっておりますし、③でございますが、２行

目にありますように、団体漁業権として区画漁業権を設定することが、当該区画区漁業権

に係る漁場における漁業生産力の発展に最も資すると認められる場合には、団体漁業権、

要するに漁協が免許を受けるという形ですね。この区画漁業権が設定されていることとい

うことが、まず漁場計画をつくる段階で位置づけをされております。 

 海区漁業計画の作成手順につきましては、基本的には同じでございますけれども、今ま

で法律で定められておりませんでした、免許の事前決定の際に利害関係者の意見を聞くん

だ、あるいはその結果を公表するんだということにつきましては、法律の中では定められ

ておりませんでしたので、それを法律の中に位置づけをいたします。 

 漁業権の免許ということでございますが、６ページの４番をご覧ください。（１）にあ

りますように、定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権、これは変わりません。（３）の団

体漁業権の免許を受ける者の適格性、これは事実上今までと同じという形になっておりま

す。団体漁業権につきましては、いわゆる漁協さん、あるいは漁連さんが免許を受けると

いうことでございます。 

 （４）でございます。これが、同じ漁業に対して複数の申請があった場合ということで

ございますが、①にございますように、そこに既に満了漁業権と書いていますけれども、
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適切に漁場を使っていると認められる場合には、その漁業権を有する者に免許をするんだ

ということが①で書いてございます。 

 ②でございますが、①に掲げる場合以外ということでございますので、まさしく新しい

漁場とか既存の漁業権者の方がいらっしゃらない、そういう漁場につきましては、「免許

の内容たる漁業による漁業生産の増大並びにこれを通じた漁業所得の向上及び就業機会の

確保その他の地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」に対して、これは都道

府県知事が地域の実情をちゃんと判断をして免許をしていただくということでございます

し、７ページの一番上にございますように、この「適切かつ有効」につきましては、「漁

場の資源状況等に適合するように、過剰な漁獲を避けて漁業を行いつつ、将来にわたり持

続的に漁業生産力を高めるように活用すること」ということで想定をしておりまして、国

の技術的助言でお示しをするということを考えております。 

 ７ページの５、漁業権者の責務等ということで、漁業権者の方にもしっかり報告をいた

だいて、それを海区漁業調整委員会に報告をしていただくという中で、特に問題があれば

指導、助言ということになっていくということでございますが、その過程において適切に

漁場が使われるだろうというふうに考えております。 

 （３）でございますが、漁業権の存続期間は基本的に従前どおりということで考えてお

ります。 

 （４）でございますが、個別漁業権につきましては、抵当権の設定、これは今までやむ

を得ない場合というふうに書いてありましたけれども、そこが取れまして、ただ、手続上

は、当然都道府県知事が認可する、あるいは海区漁業調整委員会に諮ると言うことは、こ

れは変わっておりません。 

 あと、（５）でございますが、漁業権行使規則。これは、当然団体漁業権につきまして

は従前どおり同じようにつくっていただくということになります。 

 さらに（６）でございますが、漁業権につきましては、今まで部会制度がありまして、

漁業権が設定された後の部会制度を前提としておりましたけれども、取得について総会の

権限を行うことができるということに位置づけをいたしました。 

 次に、沿岸漁場管理でございますが、先ほどちょっと漁場計画のところで申し上げまし

たように、漁協さん等が沿岸漁場の管理をするというときに、ちゃんと漁場計画の中で位

置づけを都道府県のほうでしていただいた後に漁業協同組合等に指定して活動をやってい

ただく。そのときに沿岸漁場管理の規程を定めていただきまして、その認可を受けていた
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だくという形を考えております。 

 それで、中身が８ページの（２）の一番上のほうの①から④ということでございまして、

組合員以外との関係で費用を徴収するという場合には明らかにするという意味で、保全活

動に要する費用の見込みですとか、そういったものをこの中でちゃんと位置づけをしてい

ただくということでございます。 

 あと、海区漁業調整委員会、第６でございますが、これにつきましては公選制度を改め

まして、知事が議会の同意を得て任命するという形でございますし、いろいろ地域の実情

に応じて人数を変更するということにおいては、条例で、15名に限らず、10人から20人の

範囲で変更できるという形で考えております。 

 あと、（３）にございますように、漁業者または漁業従事者の方は過半数以上、要する

に半分以上の方がいればいいという形で、それは地域の実情に応じてやっていただければ

いいんですが、この際に、漁業者ですとか漁業従事者の漁業種類、操業区域等に著しい偏

りが生じないように配慮していただくということでございますし、（４）でございますが、

資源管理ですとか漁業経営に関する学識経験を有する者、あるいは利害関係を有しない者

が含まれるようにしていただくということで考えておりまして、９ページでございます。

それで、（５）にございますように、都道府県知事は、この委員を任命しようとする際に、

漁業者ですとか漁業者団体等からの推薦を求めて、それで手続を行っていただくというこ

とで考えている。さらに、（６）にございますように、そういう募集をした、推薦を得た

という結果は、ちゃんと尊重してやっていただくんだということで考えております。 

 あと、委員の任期のほうでございますけれども、４年ということで、この法律がもし通

ったとしても、それまでの間の期間が余りないということでございますので、附則で33年

３月31日まで延長するということで考えております。 

 あと、第７で運用上の配慮ということで、随分関係団体のほうから、これまで地域に漁

業者がいる、あるいは漁業者が活動しているということ自身の位置づけというものをちゃ

んとしてほしいということがございました。ここ、ちょっと読ませていただきます。「国

及び都道府県は、この法律の運用に当たっては、漁業及び漁村が、海面及び内水面におけ

る環境の保全、海上における不審な行動の抑止その他の多面にわたる機能を有しているこ

とに鑑み、当該機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるよう、漁業者及び漁業協

同組合その他漁業者団体の漁業に関する活動が健全に行われ、並びに漁村が活性化するよ

うに十分配慮するものとする」という位置づけをさせていただいたということでございま
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す。 

 あと、第８のその他にございますが、その他の３番目でございます。密漁対策といたし

まして、特定水産動植物、非常に密漁対策で悩みを抱えておりますナマコ等につきまして、

これを位置づけを改めまして採捕の禁止をいたします。それで、採捕禁止違反ですとか密

漁品の譲り受け等の罪を新設いたしまして、3,000万円以下の罰金という形にいたしたい

ということでございます。 

 あと、関連いたしまして、水産業協同組合法の一部改正ということでありますけれども、

時間がなさそうなので、ここはちょっと省略をさせていただいて、あとはご質問がござい

ましたらお受けして、できる限りお答えをしたいと思います。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 どうぞ、角田委員。 

○角田委員 長々とご説明、本当にありがとうございます。 

 12ページのナンバー５のその他ということですけれども、海区漁業調整委員会について

ということで、今まで海区委員は選挙でやってきたんですけれども、公選制を知事が議会

の同意を得て任命する仕組みに見直すということなんですけれども、私は才覚もありませ

んけれども、これでは民主主義から外れているんじゃないかと、私はちょっとそう思う。

任命する仕組み、見直しということは、選挙をやらずに知事が議会の同意を得るというこ

とは、私としては民主主義から外れると思うんですけれども、その点、いかがですか。 

○田中会長 次長、お願いします。 

○山口次長 ありがとうございます。 

 この海区の漁業調整委員会の公選制の見直しについては、いろいろ皆さん、特に海区の

委員の方々からはご心配いただいているところでございますが、民主化の話と公選制の話

というのは、分けて考える必要があると思っております。漁業法の中では民主化を図ると

いう目的が入っていたんですけれども、それ自体は、現行法の前の明治から実施されてい

る漁業法の中では、漁業権については更新制ということになっておりまして、いわゆる羽

織漁師とか網元みたいなところがずっと漁業権を持っていて、それを漁村の漁民の方々に

使わせているとか、搾取しているというような、そういう時代がありましたので、それを

戦後の漁業法の中では、個々の漁民の方々が自分の経営ができるような体制に変えていく

ということを目指すということで、民主化を図るということが規定されたわけでございま

す。 
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 今回の漁業法の改正においては、そういった意味でのいわゆる民主化はもう達成されて

おりますので、今回は法律の目的から落としております。 

 一方、海区調整委員会のあり方については、いろいろ調べてみますと、まず公選制をと

ると言いながら、実際に選挙をやっておられるところは、この前の改選で64選挙区のうち

の８つであり、約１割強でございます。基本は県ごとに選挙区が１つになっているのです

が、そうなると漁業者の多い地区から委員が選ばれる確率が高くなります。漁業者の数が

最初の選挙のときは100万人いたという説もあるんですが、今、漁業従事者というのは大

体15万人ぐらいしかいません。地区ごとの分布を見ても、漁業が盛んで、多くの漁業者が

いらっしゃる地区もあれば、漁業者がわずかしかいない地区もあるんです。漁場の利用等

を審議していくためには、県内全域から萬遍なく委員が出てきちんと議論してもらい、調

整してもらわなければいけないわけですので、実際は話し合い等によって地区ごとの代表

を決めようということで、無投票となるように地区ごとに１人ずつ候補を出すということ

をやっておられるところが多いのです。 

 また、法律では公選で選ぶ漁業者委員は９人となっており。15人中９人だけが公選で選

べるということになっているんですけれども、地区の関係で見ると10とか11の代表を選ぶ

必要があったり、県全体の代表として別な漁業者を選ばなければいけないというようなと

きに、知事選任の方の枠を使っているというか、知事選任で漁業者代表を選んでいるとこ

ろもあるのが実態になっています。 

 そうなると、個々の漁業者の意思だけで選んでいるというよりも、地区とか漁業者団体

とか、いろんな方々の利害を考えながら、バランスよく漁業者代表を選んでいるというの

が実態なものですから、その実態に合わせて法律の規定を直そうということにしたもので

ございます。 

 今回は、委員の定数も、10人から20人の間で増減することができるということですから、

例えば県によっては15人じゃ足りないというところはもっと人数を増やすことができます。

また、漁業者主体の委員会という性格は失わないということにしておりますので、委員の

過半数は漁業者代表でなければならないという規定が入っています。かつ、漁業者の代表

を誰が選ぶか、知事が勝手に選ぶんじゃないかという懸念がございましたので、漁業者団

体が推薦したり、漁業者がみずから応募するという形をとり、漁業者の方々が出てきた場

合は、知事はその結果を尊重しなければいけないというふうに法律に規定しております。 

 そういったことですので、我々としては、現在の多くの漁業調整委員会がやっておられ
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る選出方法に、実態に法律を合わせたというふうに考えております。詳細はこれから省令

等で定めていきますが、各県ごとの実情によってはいろいろご意見があることは承知して

おります。そのご意見に合わせて、どういった運用をやっていくかというのは、これから

調整をさせていただこうと思っておりますけれども、内容的には以上述べてきたところで

ございまして、決して漁業者の意見が反映できない組織にしようということではないとい

うことでございます。 

○角田委員 今の話も理解はできるんですけれども、この漁業法というものは昭和24年に

新しくできましたよね。農業も同じ、日本が戦争に負けて、もともとは個人もたくさんあ

りました。そして全部漁業権は共同にして、昭和24年に新しい漁業協同組合が現在の民主

化になったんです。私、それを言っているんです。悪いとかということではなしに、私は

これは理解できないということです。悪いんじゃないですよ。理解できないということで

す。 

 以上です。 

○田中会長 濱野委員、どうぞ。 

○濱野委員 今言ったことは全く北海道には当てはまらない。これはあなた、どこをどう

指して言っているのか知らんけれども、とんでもないことを言っているよ、あんた。北海

道に10地区あるんですよ。公選が90名、官選が60名、そういう形になっているんですよ。

そして、うちの地域は、石狩市は別ですけれども、これ、２期に１度、あるいは３期に１

度、必ず選挙がありますよ。調整は一切していません。そういうことからも、ちょっとあ

んたの言っていることは合わん。 

○山口次長 仰るとおり、選挙のあるところもございます。選挙のあるところといいます

か、調整がつかないところについては、やり方として、事前に予備選をやるとか、そうい

った方法も可能と考えておりまして、今回の改正はそういう選出方法についての弾力性を

高めるものでございます。例えば予備選という形で選挙をやった結果で委員を推薦した場

合は、知事はこれを尊重するということになると思いますので、そこは可能だと思います。 

○濱野委員 北海道の海区の選挙には調整は一切ないですよ。あんた、誤解も甚だしい。

たまたまその年は出なかったというだけの話であって、選挙は必ず各地区ありますよ。と

んでもない話をしていますよ、あんた。 

○山口次長 すみません。選挙のやり方といいますか、選考のやり方につきましては、各

県ごとの実情に合わせていこうと…… 



－56－ 

○濱野委員 選考なんてないです。選考があるのは、それは学識経験の知事選任だけでし

ょう。それだけですよ。何を言っているの。 

○田中会長 そういう意見が出されました。水産庁のほうで検討いただくということで受

けとめていただくしかないですよね。 

○濱野委員 もうちょっと勉強してから物を言え。わかったか。 

○志幸委員 会長、その他に移ってください。私も時間の調整があります。私は、この問

題で喋れるようになれば悔いはありません。その他、いいですか。 

○田中会長 じゃ、とりあえず先に。 

○志幸委員 その他をやらせてください。 

 それは新聞紙上、ニュース番組、全国的にマスコミ等が騒いでいる北朝鮮並びに外国船

の問題でございます。日本海における資源管理の推進と漁業の安全・安心の確保について

ということで、私、石川県の漁業調整委員会でまとめてきて、いつもここで発表させてい

ただいておる問題です。特に今回はいろいろと山口次長には勉強させていただきました。

この暫定水域の問題など、私たち漁民は考えなければならん問題がいっぱいあると思うん

ですよね。 

 文書を配付したらちょっとまずいということで、文書を抜粋して説明させていただくん

ですけれども、私たち石川県の漁業者がイカ釣り漁業で100トン、180トンですか、その問

題とか、大和堆におけるかご漁業、ズワイガニ、それから底びき網などの漁業が今、外国

船にものすごく悩まされております。 

 それから、特にイカ釣りに関して、新聞紙上でも騒がれておりますけれども、集魚灯で

集めたイカを刺網で獲る、そういう卑劣な漁業をやるという問題がものすごく多発してい

るんですよ。 

 このままいくと、皆さんおわかりだと思うんですが、イカ資源、それからいろんな漁業

資源が枯渇してしまうのではないかと危惧しております。イワシ、アジ、サバの資源水準

も上位ということでしたが、マイワシも2014年でもう全然日本にはいなくなるのではない

かと、この会議で言ったときもありますね。でも、唐突に次の年はぐっと増えてきました。

そういう増加した事例もありますけれども、このままでは、私たちの先人の方々が漁場を

開発してきた日本海、ここで私たち漁民は生活をさせていただいておるのにもかかわらず、

このような状況では大変なことになります。200海里を設定してから暫定水域だとか200海

里内とかと言っておるにもかかわらず、外国船の問題でこれだけ悩ましい。この現状は、
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水産庁の方々もご存じとは思いますが、これからより一層重要視していただき、この日本

海の資源管理型漁業を推進していってもらいたいなという要望でございます。 

 それと同時に、石川県の人たちは後継者の問題を抱えておりますので、後継者がものす

ごく不足しております。この資料を見ると、漁業者も平均の年齢が56歳ですかね。他の産

業と比べたらますます年寄り。若くなってきていると言いながらも、まだ50代ですよね。

そういうことも、ひとつ水産庁の皆さんに考えていっていただきたいなと思っております。

これは石川県漁業調整委員会のまとめの意見でございますので、山口次長もおられます。

岩本さんも、皆さんお偉い方がおられますので、考慮なさってひとつよろしくお願いした

いなと思っております。これ、全国の皆さんの訴えでもございます。日本海をなくさない

でください。 

 以上でございます。 

○山口次長 日本海の漁業者を代表して、石川県の志幸委員よりご発言いただいたという

ことで、重く受けとめたいと思います。ありがとうございました。 

○志幸委員 ありがとうございます。このお答えをうちの委員会で報告いたします。皆さ

ん、重く受けとめておったということで報告いたしますので。山口次長、お答えありがと

うございました。 

○田中会長 それでは、引き続いて、もう大分時間も無いんですけれども、漁業制度、水

産改革について質問ございますでしょうか。 

○志幸委員 じゃ、もう一点だけよろしいですか。 

 私、この会議に今日出て思ったことが１つあるんですよ。暫定水域について、私、勉強

不足でわからなかったのを次長に教えていただいたことなんですけれども、魚礁の問題、

フロンティアの問題、全然ここで今日は意見がなかったけれども、暫定水域ということで

自由操業ということで対外的なものを言われました。今後は、やはり日本海の資源を守る

ためには、フロンティア事業を日本海北部もこれからどしどし予算をつけていただきたい。

これは私、ここのメンバーの中で結構古いほうだと思うんですよ。そのフロンティア事業

について、ちょっと説明願えますか。いいことですから、ちょっと次長。 

○山口次長 ありがとうございます。フロンティア魚礁という事業がありまして、これは

国が直轄で行っている魚礁の造成、漁場造成事業というのがございます。これによって魚

やカニを増やそうということでございまして、大規模にそういう魚礁の造成をする事業で

ございます。今、隠岐諸島の周りや浜田沖とか、こういったところで事業を行っていると
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ころでございます。 

 仰るような日本海北部には適地があるかどうかが重要です。この事業は魚礁を入れるこ

とによって、魚の成育が促進されたり、プランクトン等の活動が盛んになって魚が増える。

湧昇流といいますが、そういったものができるところを対象にしていかなければいけない

ものですから調査等が必要ではございますけれども、適地があれば今後とも考えていきた

いと思っております。 

○志幸委員 その事業をより一層、やはり200海里内でやっていただきたいなと思います。

これはやっぱり、これからの漁業後継者のためでございます。 

 以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 では、また再び水産改革についてに戻りたいと思いますが、どなたかまだご発言がござ

いますでしょうか。 

 それでは、特段ないということでございますので、ここでこの議題は閉じさせていただ

きます。 

 それでは、引き続きましてその他、次の委員会の開催予定について事務局より説明をお

願いしたいと思います。 

○事務局（竹川） 次回の開催ですけれども、例年どおり来年２月から３月ごろに次回の

委員会を開催したいと考えております。日時や、それから場所につきましては、各部会と

の関連もございますので、会長及び委員の皆様のご都合もお聞きしながら、追ってご連絡

したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○田中会長 ありがとうございました。次回は例年どおり２月から３月ということですの

で、委員の皆様におかれましてはご予定のご検討、よろしくお願いいたします。 

委員の皆様、ご臨席の皆様におかれましては、議事進行へのご協力と貴重なご意見、

誠にありがとうございました。事務局におかれましても、本日いただきましたさまざまな

意見を踏まえまして、今後の委員会の運営に活用していただければと思います。 

 なお、議事録署名人に指定していただきました委員、鳥取県の板倉委員、大臣指名の山

内委員のお二方には、後日事務局のほうから議事録が送付されますので、ご対応方よろし

くお願いいたします。 

 これをもちまして、第32回日本海・九州西広域漁業調整委員会を閉会させていただきま

す。皆様、ご協力どうもありがとうございました。 
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午後４時４０分 閉会 


