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１．日時：令和２年５月２１日（木）１４：０５～１５：２２ 

 

２．場所：コープビル６階第３会議室（ウェブ会議により実施） 

 

３．出席委員 

【会長】 

学識経験    田中 栄次 

【都道府県互選委員】 

秋田県     大竹 敦 

山形県     加藤 栄 

富山県     網谷 繁彦 

石川県     志幸 松栄 

京都府     岡田 政義 

鳥取県     板倉 高司 

山口県     中島 均 

福岡県     本田 清一郎 

長崎県     髙平 真二 

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 

漁業者代表   土門 哲也 

漁業者代表   小林 東洋志 
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漁業者代表   宮本 洋平 

漁業者代表   山内 得信 

学識経験    波積 真理 

学識経験    合瀬 宏毅 

 

４．議 題 

（１）九州・山口北西海域トラフグに関する委員会指示について 

 

（２）有明海ガザミに関する委員会指示について 

 

（３）太平洋クロマグロに関する委員会指示の一部改正について 

 

（４）日本海・九州西広域漁業調整委員会事務規程の一部改正について 

 

（５）その他 
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午後１４時０５分 開会 

○事務局：西田課長補佐 （事務局（西田）） 

 皆様こんにちは。水産庁管理調整課、事務局の西田でございます。若干定刻を過ぎました

が、ただ今から第 35 回日本海・九州西広域漁業調整委員会を開催いたします。 

 本日は、委員定数 29 名のうち、出席者名簿のとおり定足数である過半数の 20 名の委員

のご出席を賜っておりますので、漁業法第 114 条で準用する同法第 101 条第１項の規定に

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、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○田中会長 海洋大の田中です。皆様聞こえていますでしょうか。本日は、お忙しい中、ま

た、新型コロナウイルスのため自粛が続き、その影響で漁業活動への影響が懸念されている

中、委員の皆様におかれましてはお集まりいただきましてありがとうございます。本委員会

は重要な任務である委員会指示の発出によって資源の管理を確保するという目的がござい

ます。本日は議題も上がっておりますので、不慣れな環境の中ではありますが、皆様議事運

営の進行にご協力お願いいたします。 

 本日は、水産庁から、藤田資源管理部長、廣野管理調整課長、魚谷資源管理推進室長に御

出席をいただいております。 

 それではウェブ環境を通じてご臨席いただいている水産庁の藤田資源管理部長から、委

員会の開催にあたり一言、ご挨拶をいただきたいと思います。 

○藤田資源管理部長 聞こえますでしょうか。四月から資源管理部長を務めさせていただ

いております、藤田でございます。よろしくお願いいたします。 

まず始めに、新型コロナウイルスによって亡くなられた方々にお悔やみを申し上げます。

また感染された方々の早いご回復をお祈り申し上げます。そして、毎日現場で努力をされて

おります、医療従事者の皆様をはじめ、食料生産のために毎日事業継続に努めて頂いている

農林水産業関係者の皆様に心から御礼申し上げます。 



- 4 - 
 

我々といたしましても、まずは先般成立いたしました、一次補正予算の対策の周知徹底を

行いまして、当初予算も併せて活用することで、新型コロナウイルスによる影響の緩和に努

めていきます。引き続き関係者の皆様の現場の声を伺いながら事業継続に向けて取り組ん

でいきたいと思っておりますのでご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 さて、本日は本来三月に開催予定であった委員会の延期によるものでして、いずれもこれ

まで行われてきた委員会指示の見直しということでございます。このため委員の方の中に

はすでに内容をよくご存じの方もいらっしゃると思いますけれども、この新しいウェブ会

議のもとでもしっかり意思疎通を図りながら進めたいと考えております。また本年は新し

い漁業法を施行する年でありまして、豊かな資源を将来にわたって持続的に利用できるよ

うに皆様と意見交換を行いながら準備を進めていきたいと考えております。 

いろいろと不自由な状況となっておりますが、皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げま

して、私の挨拶とさせていただきます。  

○田中会長 藤田部長、ありがとうございました。藤田部長におかれましては所用のため中

座させていただく場合がございますのでご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、資料配付の確認を事務局からお願いいたします。 

○事務局（西田） それでは、配布資料のご確認をさせていただきます。事前にメールでお

配りしている資料ですが、まず、本日の委員会の議事次第、委員名簿、出席者名簿、それか

ら本日の委員会でご説明させていただく資料が、枝番もございますが、資料１～資料５でご

ざいます。 

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方までお申し付け

ください。 

○田中会長 ありがとうございました。 

続きまして、後日まとめられます本委員会の議事録署名人の選出についてですが、事務規

程第 12 条により会長の私からご指名させていただきます。都道府県互選委員からは山形県
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の 加藤委員、大臣選任委員からは金子委員、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します。 

会場（コープビル）にお越しいただいた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、以降の撮影につきましてはお控えください。 

 なお、今回は本委員会として初めてのウェブ会議の開催となります。委員の皆様方におか

れましては、マイクをミュート、消音としていただき、発言する際まず音声又はチャット機

能により発言の意思を表示していただきますようお願いいたします。 

 それら手続きにつきましては、事前に事務局よりお送りしたウェブ会議の進め方をご参

照いただき、円滑な議事進行にご協力いただきますよう重ねてよろしくお願い申し上げま

す。 

○田中会長 それでは、議題に入ります。まずは（１）「九州・山口北西海域トラフグに関

する委員会指示」について、事務局より説明いたします。 

○事務局（松本） 九州漁業調整事務所の松本と申します。よろしくお願いします。資料１

で説明させていただきます。 

 まずは、委員会指示のご説明の前に、トラフグの広域資源管理方針につきまして、11 月

月に開催いたしました九州西部会のほうで報告をさせていただきましたが、令和２年度も

引き続き取り組んでいくこととなっております。 

39 ページが方針の概要ペーパーでございまして、次のページの４のところに広域資源管

理のために講じる措置ということで具体的に赤字にて示しておりますが、その資源管理措

置の実行性を担保するのが、今からご説明させていただく委員会指示となります。 

最初の１ページに戻っていただきまして、トラフグに係ります委員会指示第 60 号の案に

つきまして、この概要の資料を説明させていただきます。 

トラフグの委員会指示につきましてはまず、（１）の承認制・届出制の実施といたしまし

て、①対象船舶は総トン数５トン以上のトラフグはえ縄漁船で、②は努力量の増加を制限す
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るために各県ごとに承認隻数の上限を定めております。③の届け出制の対象船舶につきま

しては５トン未満のトラフグはえ縄漁船としております。 

次に（２）の承認番号の表示につきましては、５トン以上の承認を受けたトラフグはえ縄

漁船船橋の両側の見やすい場所に承認番号を表示するということにしております。 

次に（３）の操業期間の制限につきましては、海域を５つに分けまして、海域ごと及び漁

法ごとに休漁期間を設定しております。後ろの別紙に海域ごとの休漁期間の一覧を添付し

ております。その次のページからがそれを地図に落としたものになっております。 

次に（４）の小型魚の再放流につきましてですが、全海域で全長 30 ㎝以下の小型魚の再

放流に取り組んでいただくこととしております。 

次に（５）の漁獲成績報告書の提出につきましては、令和２年９月から翌年令和３年４月

までの操業記録を提出していただくことになっております。 

次に（６）の指示の有効期間につきましては、令和２年度漁期ということで、通常なら５

月１日からというところを、本日お諮りいただくということで令和２年５月 21 日から令和

３年５月 31 日までとしております。 

そして、内容に関しては従来のものと変わりは無いと説明させていただきましたが、11 月

に開催された委員会の時に、トラフグの委員会指示をこれまで発出している２本からその

２本を１つにまとめた委員会指示でご審議をお願いしたい旨を報告させていただきました。

その案が５ページにありまして、２本を一つにまとめたものとなっております。これまでは、

「承認制・届出制の実施」と「操業期間の制限等」の２つに分けて発出してきましたが、ど

ちらも委員会指示で対象とする漁業は同じであり、制限を受ける漁業者等の理解を容易に

する為、２つの委員会指示を１つに併せる事としました。これまでの委員会指示につきまし

ては、参考までに 12 ページから添付しておりますが、内容は例年審議いただいてきたもの

と変更はございません。 

また、16 ページからですけれども、委員会指示のトラフグはえ縄漁業の承認、届出に関
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する申請書類などを規定している事務取扱要領についてですが、これに関しても見直しを

することとしておりまして、２の主な変更点にありますように、沿岸漁業者が、近年の資源

管理強化や、急激な環境変化に対応した漁業種類を選択し、安定した漁業経営をしていける

よう、努力量が増えないよう廃業見合が担保され、かつ、申請者の所属する延縄協議会等の

内部調整を経て、申請される承認申請については、現承認制と異なる漁船であっても「廃業

見合い新規」として承認を申請するというふうにしております。  

以上がトラフグに係ります広域漁業調整委員会指示についてのご説明でございます。 

 基本的に、内容は前年と同様のものになります。ご審議をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問、ご意見等があれ

ば承ります。すでに一度はどこかで説明されているんですよね？ 

○事務局（松本） はい。基本的に３月に配布した資料とほぼ変わりがないものをお示しし

ております。 

○田中会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。関係各県ですと、高平委員か、

本田委員か中島委員は、ご意見はございませんでしょうか。 

○高平委員 長崎県の高平です。異議なし。 

○田中会長 ありがとうございます。 

ほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。特段反対意見はないということで、

それでは本委員会として、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第 60 号を本日付で発出

するとともに、とらふぐはえ縄漁業承認等事務取扱要領を本日付で制定することとし、今後

の事務手続上におきまして軽微な修正等があった場合に限り、会長一任とさせていただき

たいと思います。反対の意思がある方は音声又はチャット機能で意思を表明してください。

よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

○田中会長 ありがとうございます。特段異議がないということで、取り扱わせていただき
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ます。それでは事務局のほうで委員会指示についての事務手続きと官報への掲載をお願い

します。 

○田中会長 それでは、続きまして、議題２「有明海ガザミに関する委員会指示について」

に入ります。事務局より説明いたします。よろしくお願いいたします。 

○事務局（松本） 引続き、九州漁業調整事務所松本からご説明させていただきます。ガザ

ミに係ります委員会指示第 61 号の案のご説明をいたします。資料は２でございます。 

 委員会指示のご説明の前に、ガザミの広域資源管理方針につきまして、これも 11 月に開

催いたしました九州西部会の方でご報告させていただいたところですが、令和２年度も引

き続き継続して取り組んでいくこととなっております。 

 その２ページからが方針の概要ペーパーでございまして、次の３ページ４．広域資源管理

のために講じる措置ということで、抱卵ガザミの保護を含め６つ講じております。その４つ

目にありますのが採捕禁止期間の設定ということで、抱卵ガザミを保護するために主な産

卵機会の６月から８月のうち 15 日間はたも網その他のすくい網によるガザミの採捕を禁止

としております。 

１ページ目に戻っていただきまして、委員会指示の本文でございますが、実効性を担保す

るために昨年度と同様の指示を行うこととしております。指示の内容につきましては、有明

海において令和２年６月１日から６月 15 日までの 15 日間、たも網その他すくい網による

ガザミの採捕を禁止することとしております。 

指示の有効期間につきましては、例年ですと４月１日からですが、こちらに関してもお諮

りいただく本日の令和２年５月 21 日から令和３年３月 31 日までとしております。 

なお、こういった広調委指示によるガザミの採捕禁止措置などに関しまして、４ページ以

降に添付しておりますリーフレットをマリーナや釣具店などに配布しておりまして、漁業

者、遊漁者や広く一般の方々に資源管理の広域的な取り組みにつきまして周知することと

しております。これまでも周知を続けてきておりまして、引き続き出来るだけの周知に努め
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たいと考えているところです。 

以上がガザミに関します委員会指示の説明でございます。基本的に、前年と同様のものに

なります。また今回使用した資料に関しましては本来開催予定であった今年の３月に、有明

海ガザミ関係各委員にすでに事前配布した資料であることを申し添えます。それでは、ご審

議をお願いしたいと思います。以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問、ご意見等があれ

ば承ります。これも九州関係各県の資源ですが。 

○高平委員 異議なし。 

○田中会長 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは本委員会として、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第 61 号を本日付で発

出することとし、後の事務手続上におきまして軽微な修正等があった場合、会長一任とさせ

ていただきたいと思います。反対の意思がある方は音声又はチャット機能で意思を表示し

てください。よろしいでしょうか。 

○田中会長 特段意見がないということで、お認めいただいたということで処理させてい

ただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。それではお認め頂いたということで

処理させていただきます。事務局のほうで委員会指示についての事務手続きと官報への掲

載をお願いします。 

○田中会長 それでは、続きまして議題３「太平洋クロマグロに関する委員会指示の一部改

正について」事務局より説明いたします。 

○事務局（西田） それでは資料３－１をご覧下さい。今回くろまぐろの承認に関する委員

会指示の改正についてご審議いただくものですが、今回の改正点は大きく２点です。 

 一つは改正理由の１と２についてで、現在の委員会指示の承認期間が６月 30 日、有効期

間が７月 31 日までとなっており、本来であれば更新してそこからまた２年の指示を発出す

るところですが、現在の承認の期間がくろまぐろの管理期間とずれがあることから、今回は
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承認期間を来年の３月末まで延長し管理期間と合わせようというものです。なお、この改正

による現在有している承認証の書き換え等は不要となりますのでご安心ください。 

 二点目は、改正理由の３で、これまで、委員会指示の有効期間中の承認は承継か廃業見合

いによる申請のみ認めてきたところですが、平成 30 年の一斉更新の際に大幅に承認隻数を

削減させた県から、承認数の増加について強い要望があったところです。このため、一斉更

新の際の廃業の見合いのような形で、真にやむを得ない場合は我が国全体で 400 を上限に、

県からの意見書を持って承認することができるという規定を新たに設けるものです。廃業

見合いが大原則であるという運用は変わらないのですが、クロマグロの資源管理に影響の

無い範囲で多少柔軟な運用ができないかと規定するもので、申請の前に必ず水産庁にご相

談いただきたいと考えております。 

ただいまご説明した内容につきましては、「資料３－１の別紙１」として委員会指示の新

旧対照表と溶け込み版、「資料３－１の別紙２」として事務取扱要領の新旧対照表と溶け込

み版により改正内容を記載しておりますので、委員会指示と承認事務取扱要領の一部改正

についてご審議いただきたいと思います。 

なお、本件については我が国全体で 400 を上限とするとの規定を設けることから、他の広

域漁業調整委員会との整合を図る必要がありますので、事務局により各委員会の議決状況

を確認したいと思います。以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。引き続き、クロマグロに関連しまして、「遊漁で採

捕したクロマグロの市場等での売却について」沿岸・遊漁室より報告いたします。 

○事務局（高屋） こんにちは。聞こえますでしょうか。四月から水産庁管理調整課沿岸・

遊漁室長を務めさせていただいている高屋でございます。 

本日は「遊漁で採捕したクロマグロの市場等での売却について」の情報提供のお願いとい

うことでご報告させていただきます。 

 資料３－２をご覧ください。遊漁で採捕したクロマグロの資料についてという資料でご
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ざいます。太平洋クロマグロについては現在も関係者、行政機関、研究機関が連携して資源

管理に取り組んでまいりました。今日もご審議いただいたところでございます。沿岸クロマ

グロ漁業として広域漁業調整委員会の指示により承認を受けて漁業を行っているところで

ございます。 

このような中で、水産庁には遊漁者が釣ったクロマグロを市場等で売却しているのでは

ないかとの声が寄せられております。こうしたことが実態としてあるのであれば、沿岸クロ

マグロ漁業の無承認漁業、いわゆる委員会指示違反に該当しうるものであると考えており

ます。水産庁といたしましては遊漁で採捕したクロマグロの市場等への売却の実態につい

てまず把握して、委員会承認を受けないで採捕したクロマグロの流通を当然防止するべき

ものと考えております。 

つきましてはこれまでお願いしておりましたクロマグロの資源管理についての周知広報

のほか、遊漁で採捕したクロマグロが市場等で流通売却されているのかについて情報提供

のご協力を頂きたくお願いいたします。後日このことについて都道府県や遊漁団体に周知

いたしまして情報提供を求める予定でございます。情報提供先といたしましては書類のほ

うにございます水産庁管理調整課沿岸・遊漁室にいただいて、またその結果を報告させてい

ただきたいと思います。以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問、ご意見等があれ

ば承ります。２件ありますので最初は委員会のほう、情報提供ではないほうについて承りた

いと思いますがいかがでしょうか。 

○中島委員 すみません。山口県の中島ですがよろしいでしょうか。 

○田中会長 どうぞ。 

○中島委員 最後に説明がありました、遊漁に対する取り扱いについてですけれども、第一

点としてこの文書自体は各委員に対して出されるということでしょうか。情報提供を各委

員もやってくれということでしょうか。 
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○事務局（高屋） 委員の皆様にお知らせすると同時に、実際の情報提供はこれにみて触れ

る方ということで都道府県や関係者の方に水産庁から通知して協力を呼び掛けたいと考え

ております。 

〇中島委員 本来であれば都道府県と十分に協議された上でこういうことをやりますよと

報告するのがこの委員会の主旨であろうと思いますけども、都道府県とは十分に協議され

ているのでしょうか。 

○田中会長 水産庁どうぞ。 

○事務局（高屋） この点につきましての要望自体は関係者から広くあったという点、また

やること自体は新たな規制ということではなくいわゆる情報の収集ということですので、

こういった形での各調整を現時点でさせていただき、これからやっていこうということで

ございます。 

○中島委員 遊漁に対する問題があるからこうした発想が出てきたのだと思いますけれど

も、現場の漁業者が求めているのは市場に上がったものというよりも遊漁者が獲っている

ことに対しての危機感ということであろうと思います。ここで市場に上がったものだけを

取り上げるというのは若干違和感があるのですけども、いかがでしょうか。 

○事務局（高屋） ご指摘の懸念、水産庁も非常に強く感じていることでございます。やは

り２つの点、委員会指示を確実に執行していくという点で今回の調査がありますし、それと

同時に遊漁者が獲っている魚、クロマグロに限らずですね、そういったものに対する危機感

があることも承知しておりましてこれはこちらとして補助金のほうを使って調査をかける

ということでございます。こちらも進めていくべきと考えております。 

○中島委員 その辺よろしくお願いいたします。事務的に三点確認したいことがあるので

すけれども、第一点として、この市場の調査で出てきた漁獲量、これは枠としては、これま

で遊漁については国の留保枠でやっているという解釈なんですけどもこの解釈については

変わらないということでよろしいでしょうか。 
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○事務局（高屋） この調査の結果売却されているという主旨でしょうか。そういう意味で

あればその通りであります。それ以前に、これにひっかかるということは委員会指示違反と

いうことであります。それがわかればその点に対しての対処について出てくると言うこと

でございます。 

○中島委員 委員会指示違反ということにも若干疑義があるのですけども、最後注意事項

のイでたとえ一回であっても営むことに該当すると考えられるとございますけども、これ

までの漁業法の解釈として反復継続して事業を営むことが営むと解釈しておりましたけど、

これは一回だけで違反となるということでしょうか。その場合、これまでの漁業許可の取り

扱いあるいは漁船法との関係はどういうふうに整合をとるのか伺いたいと思います。 

○事務局（高屋） １回で確実に委員会承認の裏付け命令の対象となるかということであり

ますが、これは古くからある問題でありまして、山口県もよくご承知のとおり、１回でも営

むに該当するという判決も踏まえましての警告ということで考えております。それでただ

ちにこれが営むことに該当するかということについては形態を見ないと個々に判断すべき

事象とは考えておりますけど、絶対にあたらないということでもないということでござい

ます。 

○中島委員 主旨はわかりますけども、こういうことをやらせないことが重要であること

はわかります。ただ個々のケースバイケースということであればもう少し具体的に他の法

例との関係なりその辺も含めて都道府県と十分協議して頂きたいと思います。 

○田中会長 中島委員よろしいでしょうか。水産庁いかがですか。 

○事務局（高屋） 調査にあたりましては都道府県担当者ときちんと打ち合わせをしたいと

思います。 

○中島委員 現場でも混乱がないようによろしくお願いいたします。以上です。 

○田中会長 なかなか検挙となると証拠を集めたりですとか具体的な問題が生じることが

容易に予想されるわけで、そのへんを水産庁に詰めて頂きたいということだと思います。も
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う一点、遊漁だからといって国際法上は、日本国民は全員守らないといけないので遊漁団体

等を通じて周知して頂かないとなかなか問題解決には至らないと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。他にご意見ございませんでしょうか。 

○山内委員 沖縄県山内です、発言よろしいでしょうか。 

○田中会長 どうぞ。 

○山内委員 ただ今のお話を聞く限り、水産庁の取り組みは甘いのではないかと感じてお

ります。我々漁業者は資源管理を忠実に守って、苦しい生活を強いられながら、ルールを守

りながら漁業を営んでいるところです。 

片や遊漁船はレジャー目的ですので生活目的ではないはずです。ということであれば遊

漁のほうは禁止にしたほうがいいのではないでしょうか。その甘い証拠集めをして犯罪を

摘発するような時間と労力を考えるとですね、いっそ遊漁に対しては禁止という方向で決

めて頂きたいというのがただ今の意見を聞いた感想です。いかがでしょうか。 

○田中会長 水産庁、回答かなにかございますでしょうか。 

○事務局（高屋） ご指摘ありがとうございます。わたくし沿岸調整に十何年ぶりに戻って

まいりましたが、この問題、昔からございまして漁業者の皆様から厳しいご指摘を受けてい

る中でまだ解決に至っていない。一方で、全力で取り組むべき課題であると認識しておりま

す。 

 またご指摘ありました通り遊漁と漁業の境目の部分がなかなかに難しい部分であり、し

っかりと実態調査をしながら、一方できちんと管理する必要があると理解しており、そこは

頑張っていこうと考えております。 

○山内委員 山内です。遊漁と漁業の境目がはっきりしないということが理解できません。

遊漁はあくまで遊漁であってレジャー目的です。これは我々漁業者にとっては非常に曖昧

なグレーな形で、一生懸命努力してルールを守っている漁業者からすると線引きをはっき

りすべきだと思います。そういう線をひかないから、いろいろな手を使って、抜け穴を探し
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て、こっそりとマグロを釣って、市場に出すといったことに繋がっているのではないでしょ

うか。 

○事務局（高屋） ご指摘ございますように、いろんな形、いろんなやり方が行われている

という点も承知しております。なかなか現時点ですべてを掌握できていないという現状が

ございますので、ご指摘点も踏まえながらしっかり管理していけるような体制を考えてい

きたいと思います。 

○山内委員 禁止という点に関して、遊漁船は獲ってはダメということにすれば簡単なこ

とです。よろしくお願いします。 

○事務局（高屋） 自家消費用に釣ったものはどうするのか。漁業者が趣味で釣ったものは

どうなるのかということについてその部分についてきちんとできるのかまた、釣りたい人

たちがいる中で、それを考えていく中でしっかりとした管理の枠組みの中に入れていくの

が本来あるべきやり方なのだろうということでありその中で禁止や制限、登録といったい

ろいろ形が出てくると理解しております。また漁業者の皆様が一生懸命頑張っていること

については私自身強く認識しているところでございます。 

○山内委員 田中会長、引き続き質問をしてもよろしいでしょうか。 

○山内委員 現在、沖縄県はクロマグロの最盛期に入っております。しかしながら大臣管理

漁業については 1 月 1 日からの管理スタートから数えますと、もう三度の採捕停止が発令

されております。現在も採捕停止となっております。まだちゃんとした集計は取っておりま

せんが、私たちの組合船は 10 隻ほどがクロマグロ漁に出漁しておりますが、すでに 10 隻

で 131 本を放流しているわけですね。大臣管理のほうはすでに三度ほどの採捕禁止が出て

おります。一方で知事管理は４月１日から採捕を禁止されることはなく、同じ漁場で大臣管

理は放流、知事管理は採捕を行うという理解しがたい操業を強いられているわけです。この

ようなことは、去年も申し上げましたけども、一刻も早く解決するべきあります。 

また資源管理の評価をする上でそのデータの収集を担っている、大臣管理船の相次ぐ採
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捕中断により、正確な収集データにならないことは明白であります。水産庁は今年の収集デ

ータを ISC 科学者委員会へどのような根拠として提案するつもりでしょうか。大変疑問で

あります。私たち現場のものは、すでに放流したクロマグロの数からして、先程お話しした

うちの組合だけでも 131 本放流しております。資源が増えており、回復しているということ

を実感しております。また明言することもできます。昨年から第５管理期間１～３月ごろに

東沖海域にて大量のクロマグロが釣り上がることはこれまでありませんでした。このよう

な現象からして、資源管理を行ってきたことが良い結果として表れているということでは

ないでしょうか。しかし、不完全なデータを今年もするわけですけれども、果たして日本の

漁船が集めたデータは科学者小委員会で採用されるのでしょうか。WCPFC で参考資料として

有効なのでしょうか。非常に疑問に思っております。その疑問についてお答えいただきたい

と思います。 

○田中会長 水産庁で誰かお答えできる人はおりますでしょうか。 

○事務局（西田）水産庁管理調整課の西田でございます。ただ今委員からのお話にもあった

通り、今年度の大臣管理の近海カツオ・マグロ漁業におきましては、東沖で大量に漁獲が積

み上がるといったような、今までにない傾向での漁獲の推移となっておりこれは私どもも、

委員からのお話にあった通り、資源が増加傾向にあることによって起こるのではないかと

認識しております。こういった事実をきちんと ISC に科学的なデータとして立証して出し

ていくことが大事になってくるということだと思いますので、私どもといたしましても研

究機関等とよく話をしながら、そういったことを立証できるようなデータの収集に今後も

工夫をしながら努めてまいりたいと考えております。 

○山内委員 ありがとうございました。昨年も沖縄所属船は平均 200 キロ近いクロマグロ

の放流を 175 本ほどやりました。今年はそれを上回る勢いで放流しております。こういうこ

とがどれだけ現場の漁業者に対して負担を与えているか、精神的に非常に苦しい思いをし

ているかどうぞ担当の部局の皆様はこの苦しみを考えつつですね、早い解決を、追加枠の配
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分を早急に行って、資源の無駄遣いをやめていただきたい。本当に心からの叫びとして受け

止めて頂きたいと思います。 

今日は私のほうは人見知りが激しいのでカメラに写っておりません。カメラを入手する

ことができませんでした。そのことについては深くお詫び申し上げます。本当に漁業者のこ

とを優先して考えていただきたい。レジャーの皆さんのことで悩む必要はないんじゃない

かと思うほどであります。よろしくお願いします。 

○田中会長 ご意見を承ったということで処理させていただきたいと思います。ほかに遊

漁と委員会指示の中身についてご意見がある方はいらっしゃいますでしょうか。 

○合瀬委員 よろしいでしょうか。 

○田中会長 はい。どうぞ。 

○合瀬委員 有識者として参加させていただいている合瀬です。先程の遊漁の件なのです

が、今回このような文書が発出されること自体が、唐突感があります。そもそもこれまで遊

漁で獲った分は留保枠の中で処理してきていました。そうした処理をしていた以上、市場に

出ているという事実は水産庁も、ある程度わかっていたはずです。「もし仮にあったとすれ

ば」というご説明だったのですが、当然ながら水産庁としてそうした事実は掴んでいるわけ

ですよね。そもそも全体の漁獲枠の中での遊漁の扱いが極めて曖昧な中で運用されている

ことが問題なのであって、今後新たな漁業法の中で資源管理をきちんとするということで

あれば、遊漁の取り扱いもこの機会に整理したほうがいいという気がするのですが、その辺

りはいかがでしょうか。 

○田中会長 水産庁回答を。 

○事務局（高屋） ご指摘ありがとうございます。事実自体を掌握しているということは現

時点ではございません。その割にはそういった事実があるというお話を頂いているという

こともありまして、そうだとすると先程申し上げましたように委員会指示の執行というと

ころに支障が生じることになりますのでそこを実際に聞いてみるかということが今回の発
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案でございます。二点目のところですね、遊漁の自体をきちんとした管理の枠組みとしてき

ちんと検討していくべきではないかという点につきましてはまさにご指摘のとおりという

ふうに考えておりまして、現在の課題としてどういうふうに進めていくのかということを

検討するべきであります。 

○田中会長 ありがとうございます。合瀬委員よろしいでしょうか。 

○合瀬委員 クロマグロについてはずいぶん以前から遊漁で獲る分について問題視されて

いました。当然ながら水産庁としてはその魚をどう処理しているかを調査していなければ

いけない。調査した上で、こういった事実はなかったということなのか、それとも全く調査

していなかったということなんでしょうか。 

○田中会長 はい、水産庁どうぞ。 

○事務局（高屋） 現在のところそうした市場に流しているということは確認できないと聞

いております。そういう処分に耐えうる形での確認ということですね。一方でそういった声

というものが水産庁のほうに来ておりますので、そこはやはりきちんと調査をし、そうだと

したら市場の関係者に対してもそうしたものを買わないでくださいというような指導をし

ていかなければいけないと考えております。 

○田中会長 はい、会長の私からちょっと記憶が曖昧なんですが、少なくとも許可や承認を

持っていない者がクロマグロを釣って市場に出して、発覚して、指示のようなものを出した

記憶がございます。というわけで全くそういったことがないというわけではなくて、すでに

起こっているわけで、またそれが漁業者に伝わっているので、特に、一方は真面目に守らさ

れていて、もう一方はそういったことをやっているという、特に感情的な部分も大きいので

そこを早く何とかしないといけないんじゃないかと。つまり両者を同じ土俵の上に乗せな

い限りはなかなかこの問題は解決しないんじゃないかと思うのですがその点どうぞ水産庁

のほうでよろしくご指導なりですね、組織化というかご尽力頂きたいと思います。よろしく

お願いします。 
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○事務局（高屋） ありがとうございます。仰られるとおりだと思っております。少なくと

もしっかりした管理体制から、実態の把握を進めてですね、土俵の中に巻き込んでいくとい

うことが必要という風には認識しております。頑張っていきたいと思っております。 

○田中会長 ほかにご意見ございますでしょうか。議論のほうは遊漁のほうに集中してし

まっていて委員会指示のほうには特段ご意見なかったように思うのですがこちらのほうは

ご承認いただくということでよろしいでしょうか。 

○山内委員 異議なしです。 

○田中会長 ありがとうございます。それでは本委員会として、日本海・九州西広域漁業調

整委員会指示第 62 号を本日付で発出するとともに、日本海・九州西広域漁業調整委員会指

示第 55 号の９に基づく沿岸くろまぐろ漁業の承認制の事務取扱要領を一部改正することと

します。事務取扱要領については先程事務局から説明があったように他の広調委との整合

を図るため、事後的に事務局により確認し、もし問題があるような場合の扱いについては委

員会指示９に基づき会長に一任いただいてよろしいでしょうか。なお、反対の意思がある方

は音声又はチャット機能で意思を表明してください。よろしくお願いします。よろしいでし

ょうか。 

○田中会長 ありがとうございます。それでは特段異議がなかったということで承認させ

ていただきます。事務局のほうで委員会指示についての事務手続きと官報への掲載をお願

いします。 

○田中会長 それでは、議題４「日本海・九州西広域漁業調整委員会事務規程の一部改正に

ついて」事務局より説明いたします。 

○事務局（西田）それでは資料４－１をご覧下さい。日本海・九州西広域漁業調整委員会事

務規程の改正理由としまして、情報通信機器の発展により、会議の開催場所とは別の場所に

いる委員同士が議事の審議に参加し、合議体としての意思決定を行うとともに、当該会議の

公開を行うことが可能となっていることを踏まえ、会長が認める情報通信機器を活用した
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会議への出席が可能であることを明示するため、改正を行うものです。 

具体的には事務規程第５条第４項に「委員は、会長が適当と認める情報通信機器を活用し

て会議に出席することができる」という規定を新たに追加するもので、新旧対照表を資料４

－２、溶け込み版を資料４－３として添付しておりますので、内容確認の上ご審議いただき

たいと思います。 

以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問、ご意見等があれ

ば承ります。主旨は今回のような形で明文化した形で残したいということではないでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

○甲山委員 鹿児島県、異議ございません。 

○田中会長 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。 

○山内委員 沖縄県も異議なしです。 

○田中会長 ありがとうございます。それでは本委員会として、日本海・九州西広域漁業調

整委員会事務規程を本日付で改正することとしてよろしいでしょうか。反対の意思がある

方は音声又はチャット機能で意思を表明してください。特段反対意見がないようですので 

それではそのように決定いたします。 

○田中会長 続きまして、議題（５）の「その他」ですが、資料５のとおり日本海西部・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令和元年度の取組状況につ

いて本委員会に対し、書面にて報告がありましたのでお知らせします。 

御質問等がある場合には九州漁業調整事務所の方にご連絡をお願いします。 

また、石川海区の志幸委員から事務局に意見書の提出があったとのことですので、事務局

から報告をお願いします。 

○事務局（西田） 事務局からご報告させていただきます。石川海区漁業調整委員会のほう

から、日本海における資源管理の推進と操業の安全・安心の確保についてということでご意
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見を賜っております。 

要旨といたしましては、日本海における外国漁船による違法操業の横行、それによる日本

漁船の操業の妨害という状況、それからイカ資源自体の減少によって水揚げも非常に厳し

い状況にあるということから漁業後継者の確保の問題にもつながってくるということを頂

いております。こういった問題に対処するために、水産庁、海上保安庁などの関係省庁が連

携して厳しく取締りを行うということと、日本海を取り囲む各国との話し合いの機会をも

って問題解決に向けて話し合いを持つべきという主旨のご意見を賜っております。 

○田中会長 以上ですか。 

○事務局（西田） こちらからのご報告は以上になります。 

○田中会長 はい。国民の財産を、水産資源は国民の財産ですから、守るのは国の責務だと

いうことでよろしくお願いいたします。志幸委員なにか補足の説明はございますでしょう

か。 

○志幸委員 石川海区の志幸です。ひとつ、先程事務局も言われましたけども、コロナ状況

により、外国人労働者・労働力が漁業関係もものすごく厳しくなっておりますので、今後漁

業会社および漁業従事者および漁業後継者の育成により一層水産庁も力を入れてくださる

ことを要望いたします。このままいけば後継者もいなくなり、大変漁業経営も厳しくなって

くると常に思っております。水産庁に置かれましても色々と仕事がおありでしょうけど、よ

ろしくお願いいたします。以上です。 

○田中会長 ありがとうございます。要望は水産庁として承ったということでよろしいで

すね。それでは今コロナということでですね、関連するご意見が福岡県の本田委員が発言し

たい旨あったんですが発言されますでしょうか。 

○本田委員 福岡県の本田です。先程メッセージでお送りしましたが、コロナでかなり水産

に影響が大きいんじゃないかと思っておりますけど、水産庁は今年これに対してどのよう

な策をとられるのかをお話しいただければと思って、質問させていただきました。以上です。 
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○田中会長 水産庁、何かお答えございますでしょうか。 

○藤田資源管理部長 それでは、私のほうからよろしいですか。 

○田中会長 はい、どうぞ。 

○藤田資源管理部長 冒頭にも申し上げましたけども、補正予算に置きましていくつか対

策・措置をさせて頂いております。例えば漁業者の資金繰りの支援、積み立てプラスの基金

の積み増しと特例措置の導入、需要の停滞で過剰供給分を冷凍保管することについての支

援、先程志幸委員からありました労働力の確保に対する支援も入っております。 

さらにこれは農林水産物全体の話ですけれども、販売促進に関連しまして国産農林水産

物等販売促進緊急対策事業というものを組ませていただいております。このほかにも厚生

労働省ですとか中小企業庁による対策もあるんですけどもまずはこういった対策をしっか

りと周知をして活用して頂く。なおかつ皆様の現場で起こりうる問題に対して良く把握を

しながら今後この対応策を一緒になって考えていきたいというふうに思っております。 

○田中会長 はい、ありがとうございます。事業規模は大体どれくらいなのでしょうか。 

○藤田資源管理部長 数字を申し上げて、メモしてもらえれば良いかもしれませんが、例え

ば水産金融総合対策事業ですと 32 億円です。これは予算措置としてやる分なので融資枠と

はちょっと違うということです。さらに積み立てプラスについては今回では 102 億円の措

置をしております。特定水産物供給平準化事業、昔でいうところの調整保管ですね、これは

32 億円。水産業労働力確保緊急支援事業については 3 億円ですね。さらに販売促進の国産

農林水産物等販売促進緊急対策事業、これは農業も含まれているんですけども、1,368 億

4,000 万円という全体の数字になっているということでございます。 

○田中会長 ありがとうございます。最後のは農林水産省一括なので水産庁の取り分はそ

のうちの何割かということですね。 

○藤田資源管理部長 ミシン目があるわけではないので、しっかりと水産物を国内で売っ

て頂くということでお願いしたいと思っております。 
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○田中会長 ということで予算額が大きいので是非とも関係都道府県も含めまして応募し

ていただくようよろしくお願いいたします。本田委員よろしいでしょうか。 

○本田委員 福岡県の本田です。ありがとうございました。漁業者がこれらの予算を有意義

に使えるよう、しっかり宣伝して、先程言われたよう、各自治体のほうにアイデアを求めて、

よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○田中会長 ありがとうございます。ほかにご意見ございますでしょうか。 

○網谷委員 富山県の網谷です。よろしいでしょうか。今ほど水産庁の緊急対策事業につい

てホームページを見て、一応参考にしているのですが、その中で今ほども申し上げられまし

た、積み立てプラスと共済事業についてなんですが、共済事業と積立てプラスに関しては一

応漁業種類によって年度があるわけなんですよ。漁業種類によって何月から何月までとい

う年度があるということで漁業者は今現在困っているところもございまして、年度を前倒

しして共済を対応するということは可能でしょうか。 

○田中会長 藤田部長いかがでしょうか。 

○藤田資源管理部長 今見ておられる資料がどれかわからないので、正確なことは申し上

げられないんですけど、パンフレットの中には契約期間中に仮払いをすることも可能とな

っておりますので、その人の漁業共済組合のほうにご相談いただきたいと思います。 

○田中会長 網谷委員、よろしいでしょうか。 

○網谷委員 私は今まで漁業共済の仕事もしていたのですけれども、一応共済の事故にな

った時の支払い金というのは年度末に計算して翌々月位に支払われる、ということでござ

いました。それで、期限前については借入れをしてそれを支払ったということでございまし

た。それを今ほど申し上げられました、緊急対策事業をもって仮払い金ということでしたら、

通常化して頂きたいと思いました。 

○田中会長 よろしいでしょうか。 

○合瀬委員 会長よろしいですか。全体の意見ということでよろしいでしょうか。先程の遊
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漁の話なんですが、どなたかからレジャーの人なんて全く遊びなんだからというご発言が

ございました。ただ観光立国を目指す日本として、観光業は重要な産業でありまして、実際

に遊漁船業を営まれている方も生活が懸かっていることも事実であります。先程の私の発

言の真意は、今後日本が観光立国としてやっていくということならば、ただ遊漁を締め出せ

ばいいというわけではなくて、ルール化しておいたほうが地元のためになるのではないか

という主旨であります。以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。これは意見というか主旨として承りました。 

○田中会長 最後に確認ですが、これまでの議事において、ウェブ会議ではあるものの意思

の疎通は図られたものと考えていますが、諮った議事の内容について発言したい事項があ

ったにも関わらず、それを伝えることができなかった委員はいないということでよろしい

でしょうか？ 

○岩田委員 よろしいでしょうか。岩田です。よく聞こえましたし、議事の内容も鮮明でよ

く理解しました。特段、発言したいのにできなかったということもございません。非常にわ

かりやすかったと思います。以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。ほかになにかわからなかったということはありま

せんでしょうか。初めてのことなので時間も超過してしまいましたが、うまくいったのでは

ないかと思いますが、よろしいでしょうか。 

○山内委員 沖縄県山内です。発言よろしいでしょうか。個人的な感想を申し上げますと、

これまでの皆で集まって意見を交換するというほうが、実感としてはそっちのほうがいい

と思います。光を通しての会議は、私も初めてですのでなかなか慣れないというか、こうし

た形の会議が今後増えるのかと思うと気が重いような気もします。 

○田中会長 ありがとうございました。表情がわからないというのがこれまでと違う点か

なと思いますが、その辺は水産庁のほうで工夫をお願いいたします。ほかによろしいでしょ

うか。ありがとうございます。それではすべての議事についてご了承いただいたということ
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にさせていただきます。ありがとうございました。 

それでは最後に次回委員会の開催予定について事務局から説明をお願いします。 

○事務局（西田） 事務局から説明させていただきます。例年どおり、今年 11 月頃に次回

の委員会を開催したいと考えております。次回は本委員会のほか、各部会も開催いたします。 

 日時及び場所等については、会長ほか皆様のご都合もお聞きしながら調整の上、追ってご

連絡いたしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○田中会長 次回の委員会は、例年どおり 11 月頃に予定されているとのことです。委員の

皆様方、よろしくお願いいたします。 

○田中会長 委員の皆様、ご臨席の皆様におかれましては、慣れないウェブ会議にも関わら

ず、議事進行へのご協力いただきありがとうございました。また貴重なご意見を賜り、今度

の運営に生かしたいと思います。 

 事務局におかれましては、本日いただいたご意見を踏まえて、今後の委員会の運営に活用

していただきたいと思います。 

 なお、議事録署名人に指名させていただきました山形県の加藤委員、大臣選任委員の金子

委員のお二方には、後日、事務局から本日の議事録が送付されますので、ご対応方、よろし

くお願いいたしします。 

 それではこれをもちまして、第 35 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。本日はどうもありがとうございました。 

午後１５時２２分 閉会 


