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１．日時：令和３年３月18日（木）14：04～16：35 

 

 

２．場所：農林水産省８階水産庁中央会議室（web会議） 

 

 

３．出席委員 

【会長】 

学識経験    田中 栄次 

【都道府県互選委員】 

北海道     濱野 勝男 

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 

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 

長崎県     髙平 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 

漁業者代表   濵田 憲志 
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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    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）太平洋クロマグロの遊漁に関する委員会指示について 

  （４）その他 

    ① 沿岸くろまぐろ漁業の承認の一斉更新について 

    ② 新漁業法に基づく新たな資源管理について 

    ③ 令和３年度資源管理関係予算について 

    ④ その他 
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午後２時04分 開会 

○西田補佐 水産庁管理調整課、西田でございます。 

 それでは、定刻を過ぎましたので、ただいまから第37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、都道府県互選委員であります青森海区の角田委員、新潟海区の本間委員が事情

やむを得ず御欠席、それから富山海区の網谷委員が途中からの御出席。それから、杠委員

がネット接続の環境の制限で、今、御出席の途上ということでございまして、現在25名の

委員の御出席を賜っております。委員定数29名のうち、定足数であります25名の委員の御

出席を賜っておりますので、漁業法第156条で準用いたします同法第145条の規定に基づき、

本委員会は成立していることを御報告いたします。 

 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 本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては御出席を賜りまして、誠に

ありがとうございます。本日も重要な審議事項、特に委員会指示３件ございますので、早

速先へ進めさせていただきたいと思います。円滑な議事進行に御協力よろしくお願いいた

します。 

 本日は、水産庁から山口長官、藤田資源管理部長、坂本管理調整課長、松尾沿岸・遊漁

室長、また水産研究・教育機構水産研究所から、水産技術研究所沿岸生態系システム部の

樽谷副部長、水産資源研究所底魚資源部の本田副部長に御出席を頂いております。 

 なお、長官におかれましては、ただいま所用により御参加いただいておりませんが、少

なくとも１時間以内には御参加いただける予定となっております。長官がいらっしゃいま

したら、改めてそのときに御挨拶を賜りたいと思います。 

 それでは、続きまして配付資料の確認を事務局の方からよろしくお願いいたします。 

○西田補佐 お待たせしました。それでは、配付資料の御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、委員名簿、出席者名簿、そ

れから本日の委員会で御説明させていただく資料は、資料１から資料４でございます。一

部、枝番が振ってある資料もございますが、主には資料１から資料４という構成で進めさ

せていただきます。 

 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。よろしいでしょうか。 

 なお、今回は前回に引き続きウェブ会議の開催になります。委員の皆様におかれまして
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は、事前に事務局よりお送りしたウェブ会議の進め方に従って、マイクはミュート（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意思を表示していた

だき、会長から合図した後に御発言をお願いいたします。皆様、ウェブ会議にも慣れてき

ていると思いますので、円滑な議事進行に御協力いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

○田中会長 それでは、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、僭越ながら私、会長の方から御指名させていた

だきます。 

 都道府県互選委員からは、山形県の加藤委員、大臣選任委員からは小林委員、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いたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、水産庁中央会議室にお集まりの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ます

よう、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議事の方に入ります。 

 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でございます。 

 それでは、同指示の内容について事務局より御説明よろしくお願いいたします。 

 松本さん、お願いします。 

○松本資源管理推進官 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。 

 資料の方は１ということで、この資料で九州・山口北西海域トラフグはえ縄漁業の委員

会指示に関する説明をさせていただきます。 

 まずは、委員会指示の御説明の前に、トラフグの広域資源管理方針につきまして、12月

に開催いたしました九州西部会で説明をさせていただいたところですが、現行の方針の実

施期間が令和３年４月30日で終了いたしますことから、関係者で協議しました結果、今後

も引き続き関係者が連携協力する広域資源管理の取組が重要であるということで、継続し、

取り組んでいくこととなっており、現在は確認作業を行っているところでございます。 

 38ページ、資料１－３になりますが、これは方針の見直し概要の新旧対照表でございま

す。 

 なお、取組内容に関しましては、12月の委員会時に御説明をさせていただいた内容と変

更はございません。 
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 同じページにあります５、広域資源管理のために講じる措置のところに具体的な措置を

示しておりますが、その資源管理措置の実効性を担保するのが今から御説明させていただ

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64号の案に

つきまして、この概要版の資料で説明を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、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となっております。 

 次に、４の小型魚の再放流についてですが、全海域で全長30センチメートル以下の小型

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３年９月から翌年の令和４年４

月までの操業記録を提出していただくこととなっております。 

 次に、６の指示の有効期間につきましては、令和３年度漁期ということで、令和３年５

月１日から翌年の令和４年５月31日までとしております。 

 そして、内容に関しまして５ページにありますが、委員会指示新旧対照表を御覧いただ

きたいと思います。 

 更新及び修正点がございまして、かいつまんで説明いたしますと、広調委指示番号の更

新、件名の記載、これは新設となっております。そして、規制海域の記述修正、新漁業法

に基づく条の修正、操業の承認期間の修正、指示の有効期間の更新が前回、昨年発出いた

だいた広調委指示からの方針及び修正点となります。 

 説明させていただきますと、件名の記載については、これがないとトラフグの何に関す

る指示なのか分からないとの指摘がありまして、新設いたしました。ほかの広域漁業調整

委員会指示と同様となります。 
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 規制海域及びＡ海域からＥ海域の記述修正に関しましては、これに関して記述が正確で

はないのではないかという御指摘がございまして、確認したところ、不正確なところがご

ざいましたので、正確に記載するための記述修正を行いました。 

 なお、記述の修正ということで、従来から認識されている規制海域及びＡ海域からＥ海

域の範囲について、変更があるのではございません。操業の承認期間の修正につきまして

は、令和２年度操業のための委員会指示の発出が審議予定の３月に新型コロナウイルスの

状況により委員会を開催できず、５月21日の開催となり、その日付となりましたので、従

来の５月１日に戻す措置でございます。ここまでが委員会指示本体の説明となりまして、

委員会指示のトラフグはえ縄漁業承認届出に関する申請書類などを規定している事務取扱

要領がございます。 

 18ページからですけれども、これに関しても37ページの主な変更点に記載しております

が、変更点は、申請書類における押印の廃止、それに伴う印鑑証明書添付の廃止、そして

他の漁業との並びを取ること及び将来、スマート水産業に入りやすくするための措置とし

て、漁獲成績報告書の陸揚港の欄追加となりました。 

 以上の３点が主な変更点となります。 

 以上がトラフグに係ります委員会指示等についての御説明となります。御審議をお願い

いたします。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見あれば承ります。 

 山口県、福岡県、佐賀県、長崎、熊本の各県の委員さんに特に関係が深い内容となって

おりますが、いかがでしょうか。 

○中島委員 すみません、山口県、中島です。 

 異議ありません。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 ほかの県の委員さんもこれでよろしゅうございますか。 

○本田委員 福岡県です。 

 了解しました。 

○田中会長 ありがとうございます。 

○福田委員 熊本もオーケーです。 
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○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、特段御反対意見はないということで、お認めしていただいたということで扱

わさせていただきたいということなんですが、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64号を本日付で発出するとともに、トラフグ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、字句等の軽微

な修正があった場合は会長一任とさせていただきたいと思います。これでよろしければ、

賛成、反対についてマイクをオンにして御発言いただければと思います。 

 ありがとうございます。 

 それでは、御異議ないということで、このまま進めさせていただきます。ありがとうご

ざいます。 

 それでは、事務局に委員会指示について、事務手続と官報掲載をよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、引き続きまして議題の（２）有明海ガザミに関する委員会指示について入り

ます。 

 事務局より、これも松本さんです。よろしく御説明をお願いいたします。 

○松本資源管理推進官 引き続き九州漁業調整事務所、松本の方からガザミに係ります委

員会指示第65号の案の御説明をいたします。 

 資料の方は２でございます。 

 これにつきましても、委員会指示の御説明の前に、ガザミの広域資源管理方針につきま

して、12月に開催いたしました九州西部会の方で既に御報告させていただいたところです

が、現行の方針の実施期間が令和２年度で終了いたしますことから、関係者で協議しまし

た結果、令和３年度以降も引き続き関係者が連携協力する広域資源管理の取組が重要であ

るということで、継続して取り組んでいくこととなっており、先日、書面での合意確認が

終了したところでございます。 

 ２ページからが方針の見直し概要の新旧対照表でございます。 

 なお、取組内容に関しましては、これも12月の委員会で御説明させていただいた内容と

変更はございません。 

 ４ページを御覧ください。 

 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
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を保護するために、主な産卵期間の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しております。 

 １ページに戻っていただきまして、委員会指示の本文となります。 

 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３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ということにしております。 

 指示の有効期限につきましては、令和３年４月１日から令和４年３月31日までとしてお

ります。 

 なお、こういった委員会指示によるガザミの採捕禁止措置などに関しまして、５ページ

以降に添付させていただいておりますが、リーフレットをマリーナや釣具店などに配布、

そして日本釣振興会の御協力により、関係各所へ配布していただくことや、西日本新聞に

取組を掲載していただく等しておりまして、漁業者、遊漁者や広く一般の方々に資源管理

の広域的な取組につきまして周知することとしております。これからもできるだけの周知

に努めたいと考えるところでございます。 

 以上がガザミに関します委員会指示の御説明となります。前年と同様のものとなってお

ります。御審議をお願いいたします。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いいた

します。 

 よろしいですか。前年どおりということと、既に説明してあるとおりということの内容

でございますが。 

 ちょっと私の方から資料について。５ページから、これ12センチ以下となっているんだ

けど、これでよろしいんですか。 

○松本資源管理推進官 12センチ以下のガザミを放流ということになっております。 

○田中会長 分かりました。ありがとうございます。 

○波積委員 すみません、１つ質問よろしいでしょうか。 

○田中会長 どうぞ。 

○波積委員 ありがとうございます。 

 遊漁者の方とかも、たも・すくい網で産卵のときに獲られるケースがあるということを、
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漁業者の方からお聞きして、このような管理がきちんとなされているという周知等が行わ

れているということで、大変安心いたしました。 

 あと一つは、データでお聞きしたいんですが、11ページの熊本県の、ちょっと地元のこ

とで気になったんですが、たも・すくい漁業が不明というふうに数値が出ていないのは、

これについて教えていただければと存じます。 

○松本資源管理推進官 御質問ありがとうございます。 

 この熊本県のたも・すくい網漁業が不明というものに関しましては、これは各県から数

字は提出していただくのですが、このたも・すくい網漁業、漁協の方で何隻、いつ、どの

くらいの方が行っているかというのが熊本県で把握がなかなか難しいということで、これ

が不明になっているということでございます。今後、分かれば数字を出していただきたい

ということは伝えているところでございますが、現在のところ分かりかねると。またいい

加減な数字を提示するわけにはいかないということで、現在不明というふうな記述にさせ

ていただいているところでございます。 

 以上です。 

  

○波積委員 ありがとうございました。 

○田中会長 よろしいですか。 

○波積委員 はい。 

○田中会長 ありがとうございます。今後は漁獲量規制等が入ってくる場合には、実績報

告書というか、市場での取扱いという集計する必要があるので、そういったものを集計で

きるようになれば、将来的に隻数も分かってくるかなというふうには思います。 

 ほかに御質問はよろしいでしょうか。 

 それでは、特段御反対がないということで、お認めいただいたということで先に進めさ

せていただきたいと思います。 

 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65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、軽微な修正等あった場合は、会長一任とさせてい

ただきたいと思います。 

 ということで、御反対、賛成がございますれば、マイクをオンにして発言していただけ

ればと思いますが。よろしいでしょうか。皆さん、私の声は聞こえていますでしょうか。 

○山内委員 沖縄県、山内です。賛成です。 
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○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、このままこのとおり進めさせていただくこととさせていただきます。ありが

とうございます。今後については事務局に、委員会指示について事務手続と官報への掲載

をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 それでは、続きまして新しい話題です。新規の委員会指示の案についての御審議を頂く

ということになります。 

 議題の（３）太平洋クロマグロの遊漁に関する委員会指示についてでございます。 

 これまでも本委員会において委員の皆様からクロマグロの遊漁の管理に関する御意見を

多数頂いておるところでございます。新漁業法に基づく資源管理が１月から始まっており

ますが、漁業者の皆様が非常に厳しい資源管理に取り組んでいるクロマグロについて、遊

漁についても管理の検討が必要ということで、事務局より資料の説明をよろしくお願いい

たします。 

 これは、松尾室長の方から。 

○松尾室長 水産庁沿岸遊漁室長の松尾でございます。よろしくお願いします。 

 今朝の水産経済新聞の１面にも、先日も太平洋広域漁業調査委員会で遊漁にクロマグロ

の規制の指示が発せられたということで、記事になっておるところですけれども、それと

全く同じ内容でございます。 

 資料の説明をさせていただきます。 

 資料３－１、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第66号（案）の概要でございます。 

 クロマグロにつきましては御案内のとおり、ＷＣＰＦＣの資源管理措置を履行するため

に、ＴＡＣ魚種として指定されておりまして、漁獲量の総量による厳格な管理、特に小型

魚につきましては基準年の半分以下ということで、厳しい管理が行われているところでご

ざいます。 

 また、クロマグロの特殊性として言えますのは、それを獲ることを目的とした漁業は広

域漁業調査委員会の承認制も含めまして、全ての漁業が何らかの形で許可制度の下にあり

まして、いわゆる自由漁業が存在しないと。その結果、全くコントロールされていないの

は遊漁だけだと、こういう特殊な魚種ということができます。 

 そういった状況ですので、クロマグロについて特に遊漁者による採捕については、資源

管理の枠組みに早急に組み込んでいくということが昨今の課題となっているところでござ

います。 
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 また、昨年12月に施行しました新漁業法に基づきます資源管理基本方針の総則におきま

しても、遊漁については国及び都道府県が遊漁者に対して、資源管理基本方針及び都道府

県方針に基づく資源管理の実施について協力するよう指導するというふうに明示されてい

るところでございます。 

 クロマグロについてはこうしたこともあり、より具体的な資源管理の方策が必要となっ

ているところでございます。 

 ただし、遊漁の管理の難しさという面がございまして、遊漁を規制しようとした場合、

これは不特定多数の漁業者が対象になってしまう。700万人遊漁者の人口がいると言われ

ている中で、その多数の者に対していきなり直接罰則を伴うような規制を導入するという

ことは難しい面がありまして、十分な周知期間を設けるとともに、試行的な取組を段階的

に踏んで進めていくということが妥当と考えられるところでございます。 

 そこで、この試行的取組の最初の段階ということで、広域漁業調整委員会の指示による

規制を実施するものでございます。 

 内容としては大きく２つございます。 

 １番と書いておりますが、クロマグロ（小型魚）の採捕の制限、これは30キログラム未

満の小型魚の採捕を禁止します。遊漁による採捕を禁止します。意図せず採捕した場合は、

直ちに海中に放流しなければならないこととする。 

 ２番目としましては、クロマグロ（大型魚）の採捕実績の報告でございます。 

 クロマグロ（大型魚）を採捕した場合は、尾数や総重量などを報告しなければならない

と。これは水産庁に対する報告です。これが内容として２つ目であります。 

 それから、指示の有効期間ですけども、先ほど申し上げたように、この指示自体、周知

期間を十分設ける必要があるというふうに考えておりますところ、この委員会指示、今日

お認めいただければ、委員会指示自体は本日発出されたということになるんですけども、

その発効する、効力が発生するのは本年６月１日、２か月半ほどこの指示の周知期間を設

けるということとしております。 

 めくっていただいて、資料３－２です。これは委員会指示の本体の内容でございます。

中身はただいま私が申したようなことが書かれているわけでございます。 

 １番、定義。これは遊漁者だとか海域だとか、大型魚、小型魚の定義を記しております。 

 それから、２番目は小型魚の採捕の制限。先ほど申し上げたとおりです。 

 ３番、大型魚の採捕実績の報告です。若干細かくなっておりまして、大型魚を採捕した
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場合には、陸揚げした日から10日以内に水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室に報告。

報告すべき内容としましては、（１）氏名、住所、（２）尾数及び総重量、（３）陸揚げ

日、（４）採捕した海域ということになっております。 

 ４番、指示の有効期間、先ほど申し上げました令和３年６月１日から１年間、令和４年

５月末日までが有効期限でございます。 

 ５番にその他として、この指示の実施に関し、必要な事項については委員会会長が別に

定めるとございます。これは具体的には大型魚の報告の方法などについてでございます。 

 めくっていただいて、別に会長が定めるものとして、この事務取扱要領を定めたいとい

うことでございます。 

 大型魚の報告に関しまして、１番のところに書いてありますけど、報告の方法です。こ

れは水産庁のホームページ、「遊漁の部屋」に御案内させていただくということにしてお

りますけれども、４つほど方法を示しておりまして、１番目は報告サイトに直接入力する

方法、２番目に今これ水産庁の委託事業の方で開発中のものでございますけれども、報告

用のアプリケーションを活用して報告。それから、（３）は電子メール、（４）はファク

シミリ。電子メールとファクシミリの場合は、その様式を定めておりまして、２枚めくっ

ていただいたところにその報告のフォームを添付しております。 

 それから、報告に関する留意事項として、重量はキログラム単位、それから海域の区分

というのも報告していただきますので、それは３枚めくっていただいてところに付いてい

る別図、この海域区分を付した上で報告していただく。 

 それから、ちょっと細かいことになりますけれども、３番目として、報告される際には

その氏名だとか住所だとか、個人情報を含んだものが報告されるわけですけども、それを

資源管理の研究であるとか、そういった目的で国の機関、あるいは独立行政法人に提供す

ることがあるということをお断りさせていただきまして、その旨、同意の意思を示した上

で報告していただくということにさせていただきたいと思っております。 

 委員会指示の説明は以上なんですけれども、これちょっと太平洋のときにも議論になり

ましたので、最後に一つ、今後の中長期的な方針について補足させていただきたいと思い

ます。 

 今回、広域漁業調整委員会指示ということで審議をお願いしているところなんですけれ

ども、水産庁としましては、これは先ほど申したように、試行的取組の一段階であると。

本来目指すべき姿としては、遊漁におけるクロマグロの資源管理につきましても、漁業の
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管理と同様に、新漁業法第２章の資源管理制度に基づく数量管理。具体的に申し上げます

と、資源管理基本方針の中に遊漁の管理区分を設けて、数量の上限を設けた上で管理をし

ていくという姿に移行すべきだというふうに認識しているところです。 

 今回の広域漁業調整委員会指示に基づく管理の実施状況、定着状況などを見極めつつ、

そうした本格的な資源管理制度への移行を検討していきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 私からは以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等あれば承ります。 

○山内委員 沖縄県の山内です。 

○田中会長 どうぞ、山内委員。 

○山内委員 遊漁者についての最終的には枠を与えて管理するというようなお話もありま

したけれども、そもそもこの遊漁者、700万人ほどいらっしゃるということですが、数の

多さにちょっとびっくりしております。ですので、漁業者よりは多いのかなと思ったりは

しますが、厳格な管理をしていただきたいなと思います。 

 今回の内容については非常に甘いんじゃないかなと思っております。小型魚に関しては

直ちに放流しなさいということではあるんですが、大型魚についてはなぜ釣り上げること

を許しているのか、そして報告するのは当然のことだと思いますけれども、遊漁者の皆さ

んには放流という文化もありますので、大型魚についても放流すべきじゃないのかと思っ

たりもします。 

 それから、陸揚げした日から10日以内にとありますけれども、我々漁業者は釣り上げた

翌日には報告をするというルールになっております。漁業者もかなり厳格に管理されてい

る中で、彼らの報告義務の日数というのはかなり長過ぎるんじゃないかと思ったりもして

います。 

 そこら辺、水産庁の皆さんはどう考えていらっしゃるか、御意見聞かせていただきたい

なと思います。 

○田中会長 松尾室長。 

○松尾室長 松尾でございます。 

 まず、山内委員おっしゃった釣り人700万人というのは、これはあくまで内水面も合わ

せて全ての釣り人の数でございまして、そのうち大型魚にせよ、小型魚にせよ、クロマグ
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ロをターゲットにした釣りをする方というのはごく一部であるというふうに認識しており

ます。 

 それから、今回なぜ小型魚だけを採捕禁止にしているのかというところでございますが、

これは同じ数量を獲った場合、資源へのインパクトがより大きいという意味で小型魚を優

先的に控えていただくという趣旨でございます。その大型魚も禁止してほしいという漁業

者のお立場、お考えというのは非常によく分かるのですけれども、これは今現在、何ら規

制が行われていない遊漁に対して、段階的に規制を導入していくという、最初の段階でご

ざいますので、まずはこうした形で規制を導入して、遊漁者においても資源管理への取組

というものを定着させていくこととしたいと考えて、このような形にしたところでござい

ます。 

 また、報告についてもお話ありましたけれども、これも同様なことでして、遊漁者に釣

った魚の量を報告させるというのは、これ全くこれまでにない新たな取組ということで、

何分、手探りしながら導入していかざるを得ないというところでございます。 

 漁業者は市場を通すということもありますので、非常に時間を置かずに報告いただいて

いるということだと思いますけれども、遊漁者の場合はどうしてもそうした、仕組みはあ

りませんし、自分の手で報告していただかなければいけないということですので、そこは

いきなり厳しい形で導入するというのはうまく働かないのではないかということも含めま

して、10日という期限を設定させていただいているところでございます。よろしくお願い

します。 

○田中会長 合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員 今のところですが、参考までに教えて下さい。実際に報告される内容ですが、

「30キロ以下を放流」、「30キロ以上の大型魚については報告」ということになっており

ますが、実際に放流したか報告したかというのは、どう確認され担保されますか。もし放

流、報告されない場合は何か罰則等があるのか、そこのところを教えていただけますか。 

 以上です。すみません。聞こえましたか。 

○田中会長 聞こえております。 

○松尾室長 聞こえております。水産庁、松尾です。 

 その担保ということでございますが、これは委員会指示ですので、これに違反して直接

罰則というものではございません。指示に違反している人がいた場合には、これは広域漁

業調整委員会指示ですので、漁業法に基づきまして大臣が裏付け命令というものを出しま
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す。指示に従いなさいという命令です。それに対してもなお命令に従わない場合には罰則

がございます。１年以下の懲役、50万円以下の罰金でございます。 

○合瀬委員 分かりました。今回の委員会指示はどういうふうに広報されるんでしょうか。

周知はされるんでしょうか。 

○松尾室長 そこは一番大変なといいますか、重要なところだというふうに認識しており

ます。各種メディアもそうですし、都道府県にも協力をお願いしなければいけないと思っ

ておりますし、それから業界といいますか、釣り関係団体の方にも今、協力をお願いして

いるところでございますけれども、クロマグロについてはこれまでも釣り人に漁業者が取

り組む資源管理に協力してくださいという広報はしておりますけれども、あのような広報

素材をこちらの方で準備した上で、関係するところ、ありとあらゆる手を使って全力で周

知に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○山内委員 沖縄県、山内です。 

○田中会長 じゃ、山内委員、どうぞ。 

○山内委員 実態として、どのような調査がされたのか。次回の委員会のときでもよろし

いですので、遊漁者の釣り上げたクロマグロがどのぐらい全国で揚がっているのかという

ような情報もやっぱり開示すべきだろうと思います。いずれにしても、このＴＡＣ数量と

いうのは、まず守らなきゃならないという大前提がありますので、その数量を超えないよ

うな報告があればよろしいんですが、遊漁者の釣る量が、報告量が、漁業者より多いって

ことはまずないとは思うんですが、しかし、かなりインパクトを与えるよう数量の報告に

なれば、やはり漁業者としても看過できないということもあろうかと思いますので、次回

の委員会のときにでも、そういう実態調査をした上で、報告をお願いしたいなと思ってお

ります。 

○松尾室長 水産庁、松尾でございます。 

 山内委員から御指摘のありました実態については、水産庁の方で、都道府県を通じてで

すけれども、遊漁船業者の、遊漁船によって採捕されているクロマグロのおおよその数量

というのは目安として持っております。具体的に言いますと、直近３年間程度見ますと、

大型魚、全国で約５トン前後でございます。推計値として５トン前後でございます。漁業

で捕っているのは7,000トン、8,000トンと、そういうオーダーになりますので、比率とし

ては0.1％未満なのかなというふうに考えております。 

 ただ、これ、プレジャーボートの分が入っていませんので、この５トンプラスアルファ
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程度の報告が、もしこれ、皆さん、この指示に従って報告していただけるのであれば、出

てくるのかなというふうに、見込みとして持っているところでございます。 

 それで、その数量が資源管理全体に影響を与えるようなインパクトがあるものであれば

どうするのかということですけれども、それは出てきてみないと分からない部分はあるん

ですけれども、無視し得ないようなインパクトがある場合がもしありましたら、それを、

この採捕を停止するということも可能性として視野に入れながら、制度を運用していきた

いというふうに考えております。 

○山内委員 ありがとうございます。

最終的には漁獲枠を与えて管理していくと。遊漁者の水揚げについては管理していくと

いうお話でしたけれども、早いうちに速やかにそういった取組を、ルールを作ってやって

いった方がいいのかなと思います。不公平があってはならないと思いますので、ここのと

ころ、よろしくお願いいたします。 

○田中会長 よろしいですか。

○松尾室長 最後のお話ですけれども、あるべき姿として、数量管理、法に基づく数量、

ＴＡＣ管理の枠組みに遊漁者・遊漁を組み込んでいくということが、最終的なといいます

か、目標だというふうに考えておりますので、考え方としては全くおっしゃるとおりでご

ざいまして、そのように将来的な課題も含めて取り組んでまいりたいと思います。 

○田中会長 それでは、チャットの方で御意見申し上げたいという方がお二方おられまし

て、長崎の髙平委員と北海道の濱野委員ですか。 

最初に髙平委員、どうぞ。御意見いただければと思います。 

○髙平委員 髙平です。

クロマグロについて、漁業者には非常に厳しい漁獲量の制限がある中で、これまで対応

されていなかった遊漁について対応していただけることは、漁業者としては大変望ましい

と考えていますが、実効性は担保できるのでしょうか。 

 本県で委員会指示を出す場合は、事前に関係者の意見を十分に聞いた上で、同意を得

て発出しています。今回の指示については、遊漁者の同意は得られているのか。 

また、周知をどのようにして図っていくのかを聞かせてください。 

○松尾室長 水産庁、松尾でございます。

まず、この実効性ということですけれども、先ほど、周知についてはあらゆる手段通じ

て全力で取り組んでまいりますということでございます。 
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 また、拘束力ということにつきましては、先ほども御説明しましたが、大臣の裏付け命

令に違反した場合には、漁業法法定の罰則というものもございます。 

 それから、今回の委員会指示、審議いただくに当たって、漁業者の同意を取ったのかと

いう御質問につきましては、それは、これ、規制される側の遊漁者、遊漁関係の団体の方

には事前に情報提供等しておりますけれども、あるいは全漁連さんですね、しております

けれども、その同意を取るという手続は取っておりません。 

○髙平委員 今後の周知についてはいかがでしょうか。 

○松尾室長 今後の周知につきましては、これ、非常に重要なことと考えておりますので、

各種メディアであるとか、あるいは広報素材を使って、都道府県あるいは環境団体の協力

を頂きながら、全力で周知を進めていきたいというふうに考えております。 

○髙平委員 よろしくお願いします。 

○田中会長 それでは、濱野委員、どうぞ。 

○濱野委員 北海道の濱野です。聞こえますか。北海道の濱野ですけれども、聞こえます

か。 

○田中会長 聞こえておりますけれども、ちょっとハウリングしております。 

○濱野委員 聞こえますか。 

○田中会長 聞こえております。どうぞ。 

○濱野委員 二、三御指摘したいと思いますけれども、規制がかかって３年経過しようと

して、ようやっと遊漁に対する委員会指示などが案として出てきましたけれども、報告は

どちらの方で、これは徴求するのか。あくまでも遊漁者個人が、誰の監視もなくして、任

意で報告するような形になっているような感じに見受けられるんですけれども、この辺ど

うなんでしょう。聞こえるの。 

○田中会長 聞こえております。 

○濱野委員 聞こえているの。 

○松尾室長 すみません、ちょっと最初の御質問が聞き取りづらかったんですけれども、

後半の方は、この報告は任意なのかということだったと思いますけれども。報告は任意の

報告なのかという御質問だったかと思われるんですが。 

○濱野委員 声が聞こえないんですけれども。 

○松尾室長 報告、この報告は任意なのかという御質問につきましては、これは、報告も

含めて義務付けるということですので、報告、大型魚ですね、報告しなかった場合には大
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臣が裏付け命令。裏付け命令に従わなかった場合には法定の罰則ということで、拘束力は

ございます。 

 すみません、前段の御質問、ちょっと聞き取りできませんでしたので、もしよろしけれ

ばもう一回お願いできますでしょうか。 

○濱野委員 回線が悪いのかね。はっきりおたくの言うことも聞こえないし。 

○山内委員 沖縄県、山内です。 

○田中会長 ちょっと待ってください。 

○若山係長 あと、山形海区の加藤委員から修正案を出したいですという御発言があった

んです。 

○田中会長 どっちから、最初。山形。 

○若山係長 山形県。 

○田中会長 じゃあ、すみません、濱野委員の方にはちょっとお待ちいただいて、山形県

の加藤委員の方から御提案があるそうなんで、発言、よろしくお願いいたします。 

○加藤委員 山形海区の加藤です。聞こえますでしょうか。 

○田中会長 聞こえております。 

○加藤委員 今回の委員会指示の直ちにという修正は難しいと思うんですけれども、例え

ば次年度以降ということでもよろしいんですが、検討していただきたい修正点、修正希望

点が２点あります。 

 一つは、30キロ以上のマグロを獲りに行くことを禁止しているわけじゃないわけですの

で、獲りに行く船が出てきますが、漁業者の場合でも承認制になっています。であれば、

せめて遊漁の場合でも獲りに行きたい船は事前に届出をさせるということぐらいは必要な

んではないかというふうに考えたのが１点です。 

 それからもう１点、30キロ未満の放流とありますけれども、結構釣り上げて死んでしま

うマグロはいるわけで、その死んだマグロをどうするのかという問題があると思うし、死

んだものは放流しなくていいってことになると、ぶん投げといて「死んでしまった」と言

いう人が出てくるんじゃないかと、悪く考えればですね。そうであれば、この第２項の放

流というところがありますけれども、これ、放流もしくは投棄と踏み込んで、そこまで言

わないと、みんな持ち帰ってしまうんじゃないかと、死んだことを理由にですね。 

 ということあるもんですから、この２点を将来的な修正案として提案させていただきた

いと思います。 
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○田中会長 お答えしますか。 

○松尾室長 はい。水産庁、松尾です。 

 修正の御提案ということで、大型魚の承認制なり、遊漁の承認制なり届出制ということ

ですけれども、これは正に今回このような形で最初の委員会指示を出させていただいて、

遊漁者から報告を受けて、我々もそれで実態を更に把握できていく部分があろうかと思い

ますので、将来的な課題の一つとして検討させていただきたいと思います。 

 それから、小型魚、死んだ場合どうするのかということですけれども、これは、話がち

ょっと複雑化するのを避けるために、生きている場合、死んでいる場合というふうに、あ

えて分けずに、これはともかく、間違ってといいますか、偶発的に獲れたものは海中放流

ということで、生きている、死んでいるということは関わらずということで、シンプルに

規定して、提案させていただいているということです。 

○山内委員 沖縄県、山内です。 

○田中会長 少々お待ちください、山内委員。 

 今の点なんですけれども、小型魚の放流については、そういう理解もあるという可能性

もあるので、周知徹底の段階で、生死に関わらずという説明を加えた方がよろしいかと思

います。 

○松尾室長 分かりました。 

○田中会長 それでは、まだ発言されていらっしゃらない中島委員、どうぞ。 

○中島委員 中島です。ありがとうございます。 

 まず、この管理につきましてはＴＡＣ管理の中で行うべきというふうに思っておりまし

たが、国の方もそういう考えであると、将来的にはですね。これ、大変安心しました。 

 前提として、これを前提といたしまして、しばらくの間、委員会指示で対応するという

ことだろうと思いますけれども、２点ほどお願いしたい点があります。 

 まず、第１点としまして、この指示を出すことによって、逆にフリーな採捕を認めてし

まうことになるんじゃ、大型魚ですね。フリーな採捕を認めてしまうことになるんじゃな

いのかという点が懸念されます。 

 また、特に各都道府県の、都道府県域の枠を消化したときには、遊漁者の皆さんには自

粛してくれというふうな要請を今はしているところですけれども、この辺に従わなくなる

んじゃないかというような点がございます。したがいまして、この辺の指導につきまして、

国の方、十分やっていただければと思います。 
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 またあわせて、今、修正点の話がありましたけれども、それまでの間、ＴＡＣ管理が行

われるまでの間も、大型魚について、採捕の上限をある程度決めるべきであろうと。それ

がやはり漁業者との間で平等感が出てくるのじゃなかろうかと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

○田中会長 じゃあ、２点。 

○松尾室長 水産庁、松尾です。ありがとうございます。２点というか、３点ですかね。 

 １点目と３点目はちょっとまとめてということになるかと思いますけれども、フリーな

採捕を認めることになるのではないかと。その採捕、総量の採捕数量の上限を決めておく

べきではないかということでございましたけれども、これは先ほど、山内委員でしたかね、

インパクトあったら止めなければならないのではないかという御質問ありましたけれども、

これにつきましては、我々、一応想定している遊漁による大型魚の採捕数量、５トン前後

プラスアルファではないかというふうに申し上げましたけれども、その想定を大幅に上回

って、資源管理全体にインパクトを与えるような実態が明らかになっていった場合には、

それは何らかの形で遊漁の採捕を制限する。場合によっては、この委員会指示で採捕を制

限するということも可能性として視野に入れて検討していきたいと思っております。 

 それから、県域の管理で採捕停止命令が出ているような場合に、遊漁者にもそれに従う

ようにという、その求めていることについて、それ、従わなくなるんじゃないかというこ

とにつきましては、そこは、そのような関係としては、これまでと同様ですので、誤解が

ないように、周知は慎重に行っていきたいと思います。 

○中島委員 中島です。よろしいですか。 

○田中会長 どうぞ。 

○中島委員 ありがとうございます。 

 ただし、５トン、６トンといいますけれども、大型魚、各都道府県に配分されている量

というのは、各都道府県ごとに言いますと、５トン、６トンもないところもあるわけです

ね。ですから、漁民感情からすれば、ちょっと許せる数値じゃないのかなというような気

もいたします。従いまして、資源に大きく影響があるかというところが最も大事でありま

しょうけれども、採捕数量の制限については御検討を頂きたいと思います。 

 それともう１点、ちょっとこれもお願いなんですけれども、先ほど、長崎県委員さんの

方から照会がありまして、遊漁団体には情報提供している、ただし同意は取っていないと
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いう御説明がありました。御案内のとおり、遊漁と漁業の調整につきましては、水産庁、

以前、技術的助言も出されております。これと取扱い等若干違うのかなというような気も

いたします。ここでこの内容について議論するつもりはありませんけれども、都道府県と

しては若干指導もしにくい面もあろうかと思いますので、その辺、現場に対する指導につ

きましても国の方でよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○田中会長 何かありますか。 

 これは、じゃあ、御要望を承ったということで、進めさせていただきたいというふうに

思います。中島委員、よろしいですか。 

○中島委員 分かりました。よろしくお願いたします。 

○田中会長 それでは、濱野委員、続き、いかがでしょうか。こちらの声、聞こえていま

すでしょうか。濱野委員、こちらの声、聞こえますでしょうか。 

○濱野委員 どうですか。 

○田中会長 聞こえております。どうぞ。 

○濱野委員 聞こえますか。 

○田中会長 聞こえております。 

○濱野委員 遊漁者が操業に出る場合、これ、所属する団体に届出するとか、あるいは、

帰港時も同じように、釣果の報告、これを義務化するような考えはないんでしょうか。 

○田中会長 もう一度。 

○濱野委員 聞こえますか。 

○田中会長 聞こえております。もう一度、後半の部分、よろしくお願いします。 

○濱野委員 所属する団体等にね、これらに釣果の報告、これらを義務化するような方向

性はないのでしょうか。 

○松尾室長 水産庁です。 

 その所属する団体に釣果を報告させるような形というお話でしたけれども、これ、釣り

人もそうですし、遊漁船もそうなんですけれども、組織化、組織率というのが、そもそも

所属する団体というものがなかったり、組織率が非常に低かったりというところは悩まし

いところでございます。遊漁者とか遊漁船業者にそういった団体というものがあれば、こ

れ、我々ももっときめ細やかな管理がやりやすいということで、非常にそれがない中で工

夫せざるを得ないわけですけれども、ないものは仕方ないので、今回、報告先としては水
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産庁沿岸・遊漁室という形にさせていただいております。 

○田中会長 濱野委員、よろしいですか。 

○濱野委員 すみません、しっかり聞き取れないもんですからね、後ほどメールでも入れ

てもらえますか。 

○松尾室長 すみません、もう一度、じゃあ、ちょっと近くでお話しします。 

 団体、所属する団体を通じて遊漁の釣果を報告させてはどうかというお話だったと思い

ますけれども、遊漁につきましては、遊漁者もそうですし、遊漁船業者についても、そも

そも所属する団体というものがなかったり、あっても非常に組織率が低いということ、

我々、悩みの種です。もしそういった団体、組織化されていれば、もっときめ細やかな管

理がやりやすいという利点、それを活用することもできると思いますけれども、残念なが

らそういうものがない中で、今回、報告、その採捕数量の報告先としては水産庁沿岸・遊

漁室という形で運用したいと考えているところでございます。 

○濱野委員 おたくさん方が考えているような形で収まればいいんですけれども、釣った

者が釣り得になってしまう可能性ないですか。 

○松尾室長 すみません、もう一度お願いします。釣った者が何でしょうか。すみません、

もう一度お願いします。 

○濱野委員 要するに、自主申告でしょう、あんた方が考えているのは。そういうような

状況で遊漁者の管理できますか。 

○松尾室長 すみません、先ほどお答えしましたけれども、これ、委員会指示ですので、

報告も含めて義務がかかっております。大型魚について報告しなかった場合には指示違反

となりますので、そうした場合には大臣が裏付け命令を発しまして、その命令に従わなか

った場合には１年以下の懲役、50万円以下の罰金ということで、これは拘束力がある指示

でございます。 

○濱野委員 いやいやいや、それではあんまりにも考え方が甘過ぎますよ、あんた方。今

それをやっと、こういうふうにして遊漁者に対する委員会指示ができようとしているのに、

このような状態で果たして、遊漁全体に協力を求めると言うけれども、そう簡単なもんじ

ゃないですよ。漁業者であれば市場管理なり、あるいは漁港管理なり、各、北海道であれ

ば総合振興局・振興局で管理していますけれども、遊漁の場合、そうはいかんでしょう。

そうなりますと、多少遊漁者が不自由感じてもね、そのぐらいのことはすべきでしょうや。

どう思いますか。 
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○藤田部長 資源管理部長の藤田ですけれども…… 

○濱野委員 どうですか。これ、このような委員会指示を作っても、絵に描いた餅で終わ

りますよ。 

○藤田部長 濱野さん、聞こえますか。 

○濱野委員 あいよ。 

○藤田部長 資源管理部長の藤田です。 

○濱野委員 はいはいはい、どうもどうも、しばらくでした。 

○藤田部長 いつもお世話になっております。 

 おっしゃるとおり、漁業者の方から見れば、かなり遊漁に対する規制がまだまだ甘いん

じゃないかということだと認識をしてございます。我々の方も、松尾から申し上げていま

すように、しっかり、特にクロマグロにつきましては厳しい管理をしておりますので、全

体としての管理が遊漁者まで含めて行えるように努力をしたいということで、今回、まず

委員会指示を絡めまして、第１段階として踏み出しをさせていただきたいということでご

ざいます。こういったことで、だんだん定着をいたしますれば、先ほど、松尾が申しまし

たように、ＴＡＣの中にしっかり遊漁の位置付けをしていけることが、していけるように

なるんじゃないかというふうに考えておりますので、是非そういった意味での御理解いた

だければと思います。 

○濱野委員 分かりました。いずれにしても、３年かかってようやくできた遊漁者に対す

る委員会指示案ですんでね、これはこれで、あんた方の苦労に対しまして敬意は表します。 

 ただ、やはり今後、この案の内容を見直し、やはり不都合が生じたものは変えていくと

いう、そういう条件付で私は賛成していきたいなというふうに思いますけれども、よろし

いでしょうか。 

○藤田部長 ありがとうございました。しっかりこれからも現場の方の意見をお聞きしな

がら、これをどういう形で定着させるか、あるいは改善させるかということを考えていき

たいと思っております。 

○濱野委員 分かりました。 

○田中会長 沖縄の山内委員、まだ御意見ございますでしょうか。 

○山内委員 はい。私の方も提案でありますけれども。 

 しかし、水産庁の松尾さんでしょうか、遊漁者の場合は余り組織化されていないと、組

織体制が脆弱であるという説明でございましたけれども、日本全国、どの県でもそういう
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状態なのかといえば、そうではない県もあろうかと思います。ある程度組織化されていて、

遊漁船組合とか、そういうものを作って遊漁を営んでいる方々もいるかと思いますので、

是非そういう組織体制がしっかりしているところにおいては、漁業者と同じように、自主

業界ルールを作っていただいて、その中で数量管理を行っていくと。そして、その県の中

で情報共有、漁業者との情報共有ができれば、よりいいかなと思います。そういうことで、

今、水産資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室となっておりますけれども、できれば、沖縄

県は水産課の方にも報告してほしいなと思っております。そのことによって我々も、そう

いう情報を得ることによって、いろいろと調整できるのかなと思っております。 

 濱野委員がおっしゃったように、このような内容ではゆるゆる、緩いルールだなという

ことは否めませんので、もう少し厳しいルールに次回は直していただきたいなと、変更し

ていただきたいなと、そういうふうな感じを抱いているところです。よろしく。 

○田中会長 御要望ということで。 

○松尾室長 報告された採捕数量につきましては、関係する県にもフィードバックといい

ますか、共有するような形で運用することを検討してまいりたいと思います。 

 それから、次回以降のことにつきましては、御要望として承りました。 

○田中会長 ほかに御意見ございますでしょうか。 

○大竹委員 秋田の大竹ですが、よろしいでしょうか。 

○田中会長 どうぞ。大竹委員、どうぞ。 

○大竹委員 すみません、遊漁者の報告の中に採捕の日というのが、記入する欄がないん

ですが、採捕の日というのは余り関係がないんでしょうか。 

○松尾室長 採捕の日という形ではございませんが、陸揚げした日というのを記入する欄

はございます。これ、遊漁ですので、採捕した日と陸揚げした日がほぼ同一であろうとい

う前提で、このような書き方にしているところでございます。 

○大竹委員 採捕した日と陸揚げした日が違う場合はどうするのかなと思ってお尋ねしま

した。ありがとうございます。 

○田中会長 ほかにございますでしょうか。 

 長年かかってやっと水産庁もようやく案をまとめて、第一歩を踏み出したということで、

これをお認めいただきませんとまた後退してしまうんで、何とか前進させていただく方向

で御審議いただきたいと思いますが。 

○志幸委員 異議なし、石川。 
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○田中会長 ありがとうございます。 

○山内委員 取りあえず進めてください。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 いろいろ注文が出たのは事実なんで、この点は今後、水産庁の方で御審議いただくとい

うことで、多分、特に漁業者で一番要望が強いのは、早く遊漁者にも網を掛けてくれと、

割当てを導入してくれということだと思いますが、それも含めまして、本日は、遊漁も採

捕させるに当たっては承認制度を導入してはどうかというような、いろいろな意見も出て

おりますので、この点も今後御審議いただければと思います。そういったことを御検討い

ただくという前提で、もちまして、本件、お認めいただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○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66号を本日付け

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66号の６に基づく、遊漁者

によるクロマグロの採捕に関する事務取扱要領を本日付けで制定することとし、後の事務

手続上におきまして文字等の軽微な修正等があった場合は委員長一任とさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、異議、特段異議ございますでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、このとおり先に進めさせていただきます。ありがとうございました。 

 それでは、事務局に、委員会指示についての事務手続と官報への掲載を、よろしくお願

いいたします。 

 御審議ありがとうございました。 

 ちょうどいろいろ議論がヒートしている最中に、長官がちょうど御参加、戻っていただ

けるようになりましたので、ここで水産庁長官より一言御挨拶、よろしくお願いいたしま

す。 

○山口長官 皆様、御苦労さまでございます。水産庁長官の山口でございます。 

 本当に久方ぶりに日本海・九州西広域漁業調整委員会の皆様とお話ができるということ

で、うれしく思っているところでございます。 

 昨年来、新型コロナウイルス感染症によって、いろいろな病気になられた方、亡くなら
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れた方、周りにもいらっしゃるかと思います。一日も早くコロナウイルスの影響がなくな

って、皆さんとじかにお会いできるような、そういった日が来ることを待ち望んでいると

ころでございますので、引き続き、皆様にもお体を大切の上お過ごしいただければと思っ

ております。 

 今日の議題、最初に挨拶するつもりでございましたが、もうほとんど済んでしまいまし

て、申し訳ございません。遅くなりまして申し訳なかったわけでございますが、今御議論

いただきました太平洋クロマグロの遊漁に関する委員会指示、これについては、私も水産

庁に来て以来ずっと、委員の皆様をはじめ漁業者の皆様から、遊漁の扱いについて方針を

出してくれということを常に言われ続けておりました。漁業者の皆さんにはクロマグロの

漁獲枠でいろいろと御努力いただいているというような中で、遊漁についても何らかの制

限を掛けていかなきゃいけないんじゃないかということで、これは庁内でも随分検討させ

ていただきました。 

 今いろいろ説明させていただきましたように、遊漁者というものは、先ほど、山内委員

が言っておられたように、遊漁船組合を作っておられて、そこで我々とコンタクトのある、

また、都道府県とコンタクトのある方々もいらっしゃるんですけれども、一方で、１人で

クルーザー船を持っていたりとか、もっと小さな船でもいいんですが、船を持っていたり

して釣りに行かれるような方々までいらっしゃるわけなので、そういった方全員を一同に

把握するにはどうしたらいいかということを大分悩んでいたわけでございます。 

 今回は、そういった点で、都道府県を経由とか団体を経由ということをやると、「俺は

知らなかった」とか言う遊漁者もいらっしゃるでしょうと、私はどこの組織にも属してい

ないよということで無視されるような方もいらっしゃると思いましたので、とにかく日本

全国全部水産庁に報告しろということにさせていただいたということでございます。 

 これ、正に実効性が上がるかどうかが委員の皆様方からも御指摘があったところでござ

います。現在はスマホのアプリとか、例えば水産庁のホームページへの登録とか、いろい

ろ細目でも書かせていただきましたが、報告のやり方が、個人単位でもできるような報告

の形態でやりたいというふうに思っております。そういったことで、遊漁によるクロマグ

ロの漁獲の実態、これを把握していくということが重要かと思っております。 

 そして、これも今日、委員の皆さんから御指摘がございましたように、その後、漁業者

との並びが取れるようなことにしてくれないかというお話については、私自身ずっと前か

ら受け止めておりますので、こういった実態把握ができて、また、遊漁者の方もこういう
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漁業者が苦労されていることの実情をよく把握していただいて、その上で、同じようなこ

とにしようというようなコンセンサスが得られるような形に持っていければよいなという

ふうに思っているところでございます。 

 そういったことで、今回、クロマグロの遊漁に関する指示をお認めいただいたというこ

とで、私自身も、一歩前進だと感じておりまして、ほっとしているところでございます。

引き続き、委員の皆様方の御指導を受けながら、この資源管理の問題、クロマグロの問題

に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。 

 なお、この後の議題でも出てくると思いますが、水産改革に関しましては、昨年の12月

に新漁業法が施行されました。70年ぶりの大幅な改正ということでございますが、新しい

体制になった段階で、来年度、令和３年度からは、この新しい体制に基づく施策を進めて

いかなきゃいけないというふうに思っております。そういった点で、昨年秋には資源管理

のロードマップを作らせていただいたり、海面利用のガイドラインなど、法施行の前に方

針を出させていただきましたが、令和３年度からは実際にそれを実行に移していく段階だ

というふうに思っております。予算等も用意しながら、皆様方の御協力を得ながら、理解

と協力を得ながら進めてまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 余りまとまってはおりませんけれども、私の御挨拶でございます。どうぞ今後ともよろ

しくお願いします。失礼します。 

○田中会長 山口長官、ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に入ります前に、時間も大分超過しまして、経過しましたので、こ

こで一度休憩を取りたいと思います。10分間休憩で、３時、15時40分から再開とさせてい

ただきたいと思います。 

午後３時29分 休憩 

午後３時40分 再開 

○田中会長 時間になりましたので、御参集いただけますようお願い申し上げます。 

 じゃ、よろしいですか。 

 それでは、続きまして、議題の（４）その他です。 

 まずは①の沿岸くろまぐろ漁業の承認一斉更新についてです。昨年12月に行われた本委

員会において発出した委員会指示第63号に基づく承認の一斉更新の手続を行っております

ので、承認の申請状況等について事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○西田補佐 水産庁管理調整課、西田でございます。 
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 沿岸くろまぐろ漁業の承認の一斉更新につきまして御報告申し上げます。 

 資料４－１を御覧いただければと思います。１枚おめくりいただきましてスライド番号

２のところを御覧いただければと思います。現在、各地域の漁業者の方から広域漁業調整

委員会事務局で承認の申請を受け付けておりまして、審査の手続中でございます。今度、

出される承認は、承認期間が令和３年４月１日から令和５年３月31日までということで、

本委員会におきましては、昨年12月９日に発出された指示に従って現在、承認審査の手続

を進めているところでございます。今日、御報告する状況は、その申請の数がどれだけ出

ているかということでございます。 

 スライド番号３のページを御覧いただければと思います。右下の方に各都道府県別それ

から全国合計の承認数、それから承認申請数の数字が記載されてございます。この中で一

番右下、ページ番号のすぐ上の１万7,379件というのが、今回の承認申請の手続に出され

ている申請の数ということになります。直近比較可能な平成30年７月時点の承認数１万

8,147件と比較しますと、全国で768件の減という状況でございます。これを順調に手続が

進めましたら、今月中にも承認証の発行ということで手続を進めてまいりたいというとこ

ろでございます。 

 また１枚おめくりいただきまして、スライド番号４のページを御覧いただければと思い

ます。こちらは各担当する広域漁業調整委員会別の申請数の内訳を示した表と、それから

その総数を下段の水色の四角に記載してございます。日本海・九州西広域漁業調整委員会

に対しましては、現在8,269件の申請がなされているという現況でございます。 

 事務局からの御説明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御質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いいたし

ます。 

 これは当初からすると大分減ったという感じですね。大分整理されてきた。 

 経過報告ということで、特段よろしいですか。 

○志幸委員 はい、異議なし、石川県。次へ進めてください。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、議題４の②に移りたいと思います。 

 ②新漁業法に基づく新たな資源管理について、事務局より説明をよろしくお願いいたし

ます。 
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○西田補佐 事務局より御説明申し上げます。 

 資料４－２－１に沿って内容を御説明させていただきます。現行は各地域あるいは部門

で取り組んでいただいている自主的な管理というのは、資源管理計画に基づいて実施され

ているところでございますが、新漁業法の下では、新漁業法に基づく資源管理協定へそれ

を移行していっていただくということが予定されております。その内容につきまして簡単

に御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず４－２－１の資料のスライド番号１のページ、新たな資源管理の流れというところ

を御覧いただければと思います。資源調査、評価、目標の立案等々のフローの中で資源管

理協定は、右下の管理措置のところに位置付けられております。全体の流れの中でここに

位置付けられているということを、まず御理解いただければと思います。 

 続きまして、ページをおめくりいただきましてスライド番号２、３、４と、新たな資源

管理の推進に向けたロードマップをお示ししています。このロードマップの中で資源管理

協定はスライド番号４の下の半分の部分、赤い点線で囲われたところ、こちらに位置付け

られているということでございます。大きな流れの中で令和５年度までに、資源管理計画

から資源管理協定に順次移行していただくということを予定しております。 

 続きまして、スライド番号５のページを御覧いただければと思います。現在、新たな資

源管理の推進に向けたロードマップの御説明等々をしていく中で、数量管理を基本とした

公的規制の議論を進めていきますという話をさせていただいていますが、それとともに、

漁業者の方々による自主的な取組というのも、今後、管理の手法として組み合わせて行っ

ていくという枠組みは、今後も存続するとなっております。繰り返しになりますが、資源

管理計画は新法に基づく協定に移行するということでございます。 

 またおめくりいただきまして、スライド番号６のところを御覧いただければと思います。

先ほどから、計画から協定へということを何回も申し上げているんですけれども、一番何

が違うのかというところでございます。一番の違いは、資源管理協定におきましては、資

源評価結果に基づいて資源管理目標を設定していただく、目標を設定していただくという

ことになります。現行の資源管理計画におきましては、例えば休漁ですとか操業海域の制

限ですとか、そういう自主的な取組をやることの取組のリストとして計画を作成していた

だいているんですけれども、それに加えて資源としての目指す姿、目標を、新たに書き込

んでいただくということとなっております。資源評価が当然なされていない魚種も多数あ

るんですけれども、そういった魚種につきましては、利用可能な最善の科学情報を用いま
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して資源管理目標を設定していただくということになっております。 

 この協定は、大臣管理の漁業であれば大臣、また、沿岸漁業であれば都道府県知事が、

その協定を認定して公表するということになっております。計画から協定への移行は令和

５年度までに完了するということとなっております。また、資源管理協定に御参加いただ

く漁業者の方は、漁業収入安定対策に加入できることとするとしております。 

 続きまして、スライド番号７のところは割愛させていただきまして、スライド番号８の

ページを御覧いただければと思います。資源管理協定への移行の基本原則ということでご

ざいます。まず魚種がいろいろございますが、ＴＡＣ管理をしている魚種、特定水産資源

におきましては、協定というのは漁獲可能量管理、ＴＡＣ管理を補完するという位置付け

ということでございます。数量管理、ＴＡＣ管理をしている以外の魚種、特定水産資源以

外の魚種につきましては、資源管理目標を達成するための主要な手段という位置付けとな

るということでございます。 

 漁業者の方御自身による自主的な管理を内容として定めるとなっておりまして、その定

める形式としては、漁業者の方が水産資源、魚種ごと又は漁業種類ごとに、その協定を締

結していただくということとなっております。 

 対象となる資源でございますが、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針にその対

象魚種を記載していただくとなっております。資源管理基本方針の対象となる魚種という

のは、新漁業法の規定に基づきまして目標が定められた資源、また、現在、国の資源管理

指針の方で対象とされている水産資源ということになっております。 

 都道府県資源管理方針の対象となる資源は、そういったもののほか地域の重要水産資源

を記載する、あるいは、そのほか資源管理協定を締結するために必要な魚種も含むという

ことになっております。資源管理協定の有効期間は、５年を上回らない期間で締結してい

ただくということとなっております。 

 続きまして、スライド番号９のページを御覧いただければと思います。協定への移行の

全体の流れをお示ししております。ボックスが三つ描かれて矢印で連結されている仕立て

になっておりますが、一番上の制度準備というのは、まず協定の対象となる資源について

目標を管理方針に定めるということと、あと、管理協定を認定するための基準、認定基準

を定めるということでございます。ここまではどちらかというと行政の対応がメインとい

うことになります。 

 それから、現行の資源管理計画におきましては、その内容の履行確認ですとか評価・検
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証を、資源管理協議会という会議体で行っていただいておりますが、こちらも引き続きそ

の資源管理協議会が、資源管理協定の履行確認及び評価・検証の方法や運用を決定すると

いうこととなっております。 

 真ん中の四角を御覧いただければと思いますが、資源管理計画から協定への移行でござ

います。策定の主体者は漁業者の方となるんですが、まず協定の認定基準に合致するよう

に現行の計画の内容を、必要に応じて修正・変更をしていただくということ。それを、地

域の計画であれば、都道府県に対して協定の認定申請を行っていただき認定を受けるとい

うことでございます。都道府県は、認定を受けた協定の内容を公表するということとなっ

ております。 

 一旦締結されて公表された協定は、定期的に実施しながら、その履行の確認と見直しを

行っていただくということとなっております。都道府県は、定期的に資源管理協議会にお

いて協定の取組内容の履行確認を行うとなっております。また、定期的に評価・検証も併

せて行うということとなっております。評価・検証の頻度は有効期間の半ばと終了時とい

うことになっておりまして、例えば５年の有効期間の協定であれば、半ばの３年目とそれ

から終わりの５年目に、評価・検証を行っていただくということになっております。その

結果につきましては公表するということとなっております。 

 おめくりいただきましてスライド番号10のところを御覧いただければと思います。こち

らは、先ほど概略の説明のときに申し上げました資源管理目標の設定について、少し細か

く書かれているという内容になっております。 

 続きまして、スライド11のところを御覧いただければと思います。資源管理計画と資源

管理協定の、先ほど目標のある・なしが最大の違いですと申し上げましたが、もう一つ事

務的な規定の違いといたしまして、協定におきましては、協定に参加していない方を協定

に参加するように知事や大臣にあっせんすべきことを求める場合の手続を、この協定の中

に盛り込んでいただくということが必要になるということでございます。こちらが、もう

一つ事務的な規定としての計画と協定の違いということになります。 

 続きまして、スライド番号12と13のところは少し説明を割愛させていただきまして、ス

ライド番号14を御覧いただければと思います。計画から協定へ内容を変更していただいた

際の方向性を概略でお示ししております。まず協定の内容として基本となるのは、資源管

理基本方針又は都道府県の管理方針に照らして適当なものであることということ。 

 それからもう一つは、対象となる管理区分の漁獲可能量、特定水産資源、ＴＡＣ管理を
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対象とする協定の場合は、その管理区分の漁獲可能量を超えないように漁獲量の管理を行

うために効果的なものであると、そういった内容があると認められるものであることとな

っております。具体的には、例えば漁獲量の積み上がりを抑制するもの、公的規制よりも

早い段階で発動する自主的な取組としての早期是正措置ですとか、あるいは数量管理に直

接的に効果的なもの、例えばグループ管理、ＩＱ的な数量管理の取組などとなっておりま

す。また、間接的に漁獲量の超過抑制が見込まれるもの、休漁などの、こういった内容が

入っているものであることとなっております。基本的には、現行こういったものは、策定

いただいている資源管理計画に既に盛り込まれている内容と、そう違わないと考えており

ますので、直近の実情に合わせて内容を改善して御検討いただければというところでござ

います。 

 続きまして、スライド番号15はフローチャートとなっております。 

 スライド番号16を御覧いただければと思います。履行確認でございます。現在も資源管

理計画の実施において資源管理協議会において履行確認を行っていただいておりますが、

資源管理協定におきましても、定期的に資源管理協議会において履行確認を行っていただ

くとしております。例えば資源管理措置が休漁ですとか漁獲量規制の場合は、操業日誌で

すとか仕切伝票を確認していただく。又は、操業区域の規制の場合であればＧＰＳ、ＶＭ

Ｓなどの記録を確認していただくということで、こちらは現行資源管理計画で実施してい

ただいている内容とほぼ同じものということで御理解いただければと思います。 

 先ほども概略説明の中で申し上げましたが、スライド番号17を御覧いただければと思い

ます。資源管理協定の評価・検証でございます。頻度としましては協定の有効期間の半ば

と終了時、５年の協定であれば３年目と５年目に評価・検証を行っていただき、その結果

をホームページにおいて公表するということでございます。 

 おめくりいただきましてスライド番号18、資源管理協議会の今後というところで御紹介

をさせていただきます。先ほども申しましたように、今後も資源管理協定の実施において

も資源管理協議会というのは、履行確認とか評価・検証におきまして重要な役割を果たし

ていただくこととなります。業務内容や構成員を少し修正していただく必要があります。

現在は指針に基づく資源管理計画に関することということでやっていただいておりますが、

これを資源管理方針、資源管理協定に関することに修正していただくということ。それか

ら構成員につきましては、資源評価に関する専門的な知見を有する研究者の方等が御参加

いただくということが、望ましいということになっております。評価・検証の際には、外
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部有識者として漁業や資源管理について専門的知見を有する方の参加を必須とするという

ことになっております。 

 スライド番号19は、今まで御説明してきたものを１枚でまとめた内容となっております。 

 引き続きまして、広域漁業調整委員会の自主的管理との関係・役割としましては、こう

いった自主的管理を担保するために広域漁業調整委員会指示を発出して、その実行を担保

するですとか、あるいは、広域資源管理指針を見直すに当たって、その見直しも含めて議

論を検討するということが、引き続き広域漁業調整委員会としての重要な役割として残っ

ていくものと認識しております。 

 事務局からの説明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、御質問、御意見等ありましたらよろしくお願いいたしま

す。 

 よろしいですか。 

 会長から質問してよろしいでしょうか。資源管理するのに目標があるやつとないやつが

あるんだけれども、何の目標もなく資源管理するという例は余りないような気がするんで

すけれども、これは目標について何か特別なものだけを指しているんでしょうか。水産資

源の維持とか、目標が何かあるわけですね。 

○西田補佐 ありがとうございます。 

 現行でも水産資源の維持、資源水準の維持という目標を掲げて取り組んでいただいてい

るんですけれども、これを各個別の協定の中で履行確認、評価・検証をやりやすくすると

いう視点もありまして、各協定の中で明確に位置付けていただくということで、より協定

の取組の改善を図っていきやすくするということを予定しているということでございます。 

○山内委員 沖縄県、山内です。 

○田中会長 どうぞ。 

○山内委員 一つだけ質問させてください。 

 現在取り組んでいる資源管理の魚種についても、このような形でやっていくということ

ですか。それとも、現在やっているのは、またやっている資源管理と別途に、いろいろと

独自の魚種指定をして資源管理に取り組む場合は、こういうふうにしてやっていくという

ことでしょうか。 

○西田補佐 まず、協定への移行の対象となるのは、例えば資源管理計画に基づいて地域
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の重要魚種の計画を立てていただいて、それに基づいて休漁であれば休漁、数量管理であ

れば数量管理の取組をしていただいて、その履行確認をした上で、必要によって漁業収入

安定対策の支援を受けていただくということを行っていただいていると思います。それが

現行は資源管理計画に基づいてなされているんですけれども、まずはそれを令和５年度末

までに協定に移行していただくということが、まず必要な作業になるということでござい

ます。 

 当然これ以外の資源に対しても、今取り組まれていない新たな魚種に対しても、協定を

結んで取り組もうかという話もあろうかと思いますけれども、まずメインになるのは、現

行資源管理計画でやっていただいているものを協定に移行していただくというのが、まず

メインになると御理解いただければと思います。 

○山内委員 ありがとうございました。 

○田中会長 ほかに御質問等ございましたら承ります。 

 よろしいですか。 

 それでは、この議題はここで閉じさせていただきまして、次の議題（４）の③令和３年

度資源管理関係予算についてです。 

 それでは、事務局より説明をよろしくお願いいたします。 

○魚谷室長 水産庁の資源管理推進室長、魚谷でございます。 

 資料４－３に沿って御説明をいたします。前回、昨年末の委員会の方で、同じような資

料で要求段階のものを一回、御説明をしておりますけれども、その時点では財政当局と折

衝中の数字ですという御説明をしたかと思います。今回は政府としては概算決定をして、

今、正に国会の方で承認を得るべく審議の対象となっている予算の内容ということでござ

います。 

 １ページ目から７ページ目までが水産庁全体の予算の項目ごとの額ですとか内容となっ

ておりますけれども、新たな資源管理の関係については一番最初、１ページ目の四角囲み

で１、「新たな資源管理システムの着実な実施」と書かれているところに書かれているも

のでございます。残念ながら国全体の財政事情等もございまして、要求に対して満額とい

うことにはなっていないんですけれども、数字を見ていただけると分かるかと思いますが、

対前年で言えば基本的には増額、あるいは少なくとも減ってはいないという形の予算とな

っております。 

 この１の新たな資源管理システムの着実な実施、柱としては二つに分かれておりまして、
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１ページ目、この四角の下①とございますけれども、「資源調査・評価の充実と新たな数

量管理の導入等の推進」ということで、こちらについては資源管理の取組そのもの、ある

いはその前提となる資源調査・評価の充実という形での内容でございます。 

 ２つ目の柱は２ページ目にいっていただきますと、上の方に②として「漁業経営安定対

策の強化」とございます。こちらについては資源管理に取り組む業者の皆様に対する経営

の支援という形での内容となってございます。 

 １ページ目の方に戻っていただいて、項目ごとに若干御説明をいたしたいと思います。 

 まずアとして「資源調査・評価の拡充」とあります。こちらについては、資源評価の対

象種の拡大ですとか資源評価の精度向上を目的として、調査船の調査、市場調査、海洋観

測といった形での評価体制の確立という項目、あるいは水産庁の調査船についての代船建

造の費用ということで、３年度当初の額としては85億円ということになっております。ま

た、その下の２つ目の○の下のポツです。スルメイカ・サンマ・サケ等不漁の要因の解明

に必要な追加的な調査を緊急に実施するということも書いてございます。 

 続きまして、その下、イとして、資源評価の基となるいろんな漁獲データ等の収集の強

化ということで、「スマート水産業による漁獲量、漁獲情報の収集強化」とございます。

こちら１つ目の○として、産地市場・漁協から水揚げデータを効率的に収集し、評価・管

理を促進する体制を構築とございますけれども、こちら当初予算としては対前年７億円か

ら６億円に減っておりますけれども、２年度の第３次補正で20億円付いているということ

でございます。 

 続きまして、２ページ目の方に移っていただいてウとして、「ＴＡＣ・ＩＱ等の数量管

理の導入と漁業者の自主的管理の推進」ということで、こちらについてはＴＡＣ・ＩＱの

導入に向けて技術開発あるいは調査、あと先ほど御説明いたしました資源管理計画から協

定への計画的移行推進ということで、こちら８億円付いてございます。 

 ２つ目の柱、②の「漁業経営安定対策の強化」ということでございますけれども、こち

ら３年度当初で320億円、ここに書いてある額を収入安定対策（積立ぷらす）の基金に積

み増すというような形での予算となってございます。 

 ８ページ目以降、各項目ごとにある程度詳しい事業内容等書かれてございます。後ほど

お目通しいただければと思いますけれども、予算については年度内の成立ということにな

ろうかと思います。現在それぞれの担当者の方で新年度に入ったら速やかに事業の実施が

できるように準備をしているところというところでございます。 
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 私からの説明は以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして御質問、御意見等あれば承ります。 

○山内委員 沖縄県山内です。 

○田中会長 どうぞ、山内委員。 

○山内委員 会長、４－２－１の資料に戻ってよろしいでしょうか。 

○田中会長 協定の話ですか。 

○山内委員 協定のところです。すみません。 

○田中会長 一旦戻ります。 

○山内委員 資料４－２－１の２ページです。この資源管理協定への移行ということです

けれども、これ今、我々全近かつ協で自主ＩＱルールを作って取り組んでいるところです。

これ資源管理協定に移行した場合は公的ＩＱになるということでしょうか。それと電子的

漁獲報告体制ということが考えられているようですけれども、今、大臣管理の方ではまぐ

ろはえ縄、試行的に監視カメラを付けて漁獲の実態を電子的に収集しているところですけ

れども、そういった周知、また知事管理に対しても漁獲報告の義務化ということも書かれ

ているわけですけれども、こういったところの周知というのが全く漁業者の方に届いてい

ない状況にあります。そういった中で、新たな資源管理の推進に向けたロードマップとい

うのは私としては唐突感があるのですが、水産庁の皆さんはどのように考えてこの計画を

作られているのか教えていただきたいと思います。 

○西田補佐 水産庁管理調整課、西田でございます。 

 まず公的ＩＱと資源管理協定の関係でございますが、資源管理協定は冒頭御紹介申し上

げたように、漁業者の方の自主的な管理を支援するための制度ということになっておりま

して、公的ＩＱは管理の中でも法に基づく個別の厳格な最も強い管理ということでござい

ますので、公的ＩＱになった場合は資源管理協定の対象にはならないということになりま

す。ただ、漁業収入安定対策との関係で申しますと、公的ＩＱに移行した場合には、公的

ＩＱで管理していることをもって収入安定対策の対象になるということになります。 

 ですので、自主的管理の下で取り組まれる場合には資源管理協定を締結していただいて、

それを実行していただくということによって漁業収入安定対策等の対象となるということ

で、まず御理解いただければと思います。 

 それから、御指摘いただきました新たな資源管理の推進に向けたロードマップ、これは
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昨年９月に公表して以降、水産庁としましてもこの内容を各地域になるべく個別に出向い

て御説明をして、できれば漁業者の方と直接意見を伺って理解を深めていくという取組を

させていただくことを考えておりました。ただ、新型コロナウイルスの感染が拡大して現

行も緊急事態宣言が出されているという、そういった制約がある状況の中で、なかなか思

うように地域を直接お訪ねしてのロードマップの内容の御説明がなかなかできていないと。

私どもとしてもここは忸怩たる思いを抱えているということでございます。 

 ただ、御要望に応じてウェブ会議形式で、例えばある県向け、あるいは県よりももう少

し細かい地区単位のロードマップについての御説明なども実施しておりますので、話を聞

きたいという、もし御要望がございましたら県を通じてでもお話を頂きましたらウェブ会

議形式等で御説明をさせていただきますし、状況が改善すれば直接各地域に赴いて説明会

を開催させていただきたいと考えております。 

○山内委員 ありがとうございます。 

 知事管理漁業については、やっぱり十分な説明が必要だと思います。漁獲報告書を策定

するに当たっては、資源管理を徹底するという意味においては非常に有効な情報だと思い

ますので、反対するわけではありませんけれども、何せ漁業者が知事管理の場合多いこと

もあって、たくさんいるということもあって、やはり早めの情報提供というのが必要では

ないかと思っておりますので、是非沖縄県水産課を通して情報提供をお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○田中会長 御要望承ったということで進めさせていただきます。 

○山内委員 会長、どうもありがとうございました。 

○田中会長 それでは、また戻りまして予算の方の報告に戻りたいと思いますが、御質問

等ございますでしょうか。増えたということなので、いいニュースだと思いますけれども。 

 特段御質問ないということで、本件はここで閉じさせていただきます。 

 それでは、次の議題、続きまして④のその他ですけれども、資料４－４のとおり日本海

西部・九州西海域マアジ（マサバ・マイワシ）広域資源管理方式に基づく令和２年度の取

組状況について、本委員会に対して書面にての報告がありましたので、お知らせいたしま

す。これ資料４－４－１です。これはお配りされているものと思います。 

 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、御紹

介を事務局からよろしくお願いいたします。 
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○西田補佐 水産庁管理調整課、西田でございます。 

 石川海区の志幸委員から御意見の提出を承っておりますので、その概要を御紹介させて

いただきたいと思います。 

 日本海の我が国の排他的経済水域に位置する大和堆はイカ釣り漁業等の好漁場となって

いますけれども、近年は外国船による違法操業が横行しています。昨年は10月頃から大和

堆周辺で中国漁船の違法操業が急増するとともに、北朝鮮の公船も出現したことで操業自

粛を余儀なくされ、10月以降の漁獲量が大きく減少したということでございます。 

 今年１月中旬に石川県の11隻の中型イカ釣り漁船が操業を終了いたしまして、１隻当た

りの水揚げ量が220トンということで、平年並みが400トンということでございますので、

大きく及ばない状況になっているということでございます。 

 このまま中国漁船の違法操業が続くようなことがあれば、漁場を喪失するばかりでなく、

スルメイカ資源の回復が見込めない状態に陥り資源管理が止まってしまうということでご

ざいます。このような状態では中型イカ釣り漁業の将来が見えず、漁業後継者もいなくな

ってしまい、また水揚げ港周辺における水産加工業あるいは流通業も縮小して、地域が疲

弊してしまうという状況でございます。 

 水産庁の取締船、海上保安庁の巡視船には大変努力していただいているということでご

ざいますが、違法外国船に対して毅然とした態度で厳しく取り締まり、より一層強い対処

をしていただきたいということで御意見を頂いているところでございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から説明のあった志幸委員からの意見書の趣旨につきまして、御意見、

御質問ある方はお願いします。 

 まずは志幸委員、いかがですか。追加で何か申し上げたいこと。 

○志幸委員 皆さん、ありがとう、御苦労さまでございます。 

 今日は本当に水産庁の方が私の説明をうまく上手に全国的に届くように説明していただ

きありがとうございます。今現在、私たち日本海だけではなく尖閣列島の方も、山内委員

さんですか、しょっちゅう提言されておりましたけれども、向こうの方の東シナ海の方も

外国船に追いやられておるのではないかなと。私たちも若いときからよく200海里ライン

へ行き仕事をしましたけれども、本当に今の漁民の方々、沿岸や沖合の漁民の方々が本当

に、自由な操業ができないというような状況の下にあるのではないかなと思います。 

 それで今、水産庁の方が説明されました。いか釣り漁業だけでなく、私は日本海の、こ
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の世界の海からすれば日本海というものは湖の中だと思いますが。もし万が一のことがあ

れば、日本海の水産資源が皆無に等しくなるのではないかなと思っております。今、今日

もおかげさまでいろいろと会長のお陰で勉強させていただきました。私がいつも一番感銘

を受けたのはこの会議でございます。水産庁の資源管理型の会議、今日は本当にここで確

認しましたけれども、漁獲制限それから休漁制限、これがこれからの資源管理型漁業とい

うもので私たちが必ず守っていく時代が来たのではないかなと思っております。そういう

ことで、いろいろとこれからの後継者の人たちの漁業経営がこれからうまくいくことを望

んで、私、今日のお願いといたします。よろしく、御審議ください。お願いいたします。 

○田中会長 志幸委員、ありがとうございます。 

 ほかに本件について御意見、御質問等ございますでしょうか。 

○山内委員 沖縄県山内です。度々申し訳ありません。 

○田中会長 どうぞ。 

○山内委員 志幸委員、どうもありがとうございます。尖閣問題についても言及なさって

くださって心強いです。本当に尖閣問題は武器使用も認められているこの海警局の船が漁

船に接近してきて、それを11管区の海上保安庁が漁船と海警局の船の間に割って入って何

とか安全を確保しているというようなことを度々ニュースに出ております。本当に安心し

て漁をするどころか非常に危険な海域になったと言わざるを得ません。領土問題もさるこ

とながら、資源の争奪戦が始まっている、既に何年も前から始まっているといっても過言

でない状況が東シナ海でもあるし、日本海でもあるし、そして太平洋公海上、ありとあら

ゆる海域で各国の漁業者と資源の争奪戦が行われているという実態が現実としてあります。

このことをやはり日本国民が本当に我がことのように考えていただければ我々も勇気付け

られるのかなと思います。そして、資源管理を行う委員会、日本海・九州漁業調整委員会、

これは非常に重要な会議だと私も認識しております。皆さんいろいろな提言をなさってお

りますので、たくさんのアイデアがあると思いますから、志幸さん、一緒になってアイデ

アを出し合って頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。 

○志幸委員 頑張りましょう。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。 

 水産庁の漁業取締り体制の予算ももうちょっと増えるとよかったですねということでは

ないかと思いますけれども。 
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○藤田部長 御意見いただきましてありがとうございます。 

 まず、志幸委員から頂きました大和堆の話でございますけれども、昨年、今後の対応と

いうことで中国漁船や北朝鮮公船が出現したときであっても、我が国漁船の安全を確保し

つつ操業を行えるように現場勢力である水産庁と海上保安庁が連携して対応するというこ

とで、今漁期も同様のことが生じないようにということでしっかり連携をしていきたいと

いうふうに考えております。 

 あと尖閣周辺の話につきましても、昨日の国会の方でも海上保安庁長官が答弁をしてお

りましたけれども、しっかり関係の勢力で連携をして、皆様方の安全な操業が確保できる

ように努力をいたしたいというふうに思っております。 

 あとこういった、ある意味無秩序なといいますか、漁獲によりまして資源管理がうまく

いかないと、日本の漁業者の方だけが厳しい措置を強いられるというんでしょうか、そう

いったことになりますと、ある意味本末転倒でございますので、しっかり我々の方もそう

いう状況を認識いたしまして、必要な働きかけ、情報収集に努めてまいりたいと考えてお

ります。引き続き御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○田中会長 どうぞ、志幸委員。 

○志幸委員 私、石川県の志幸ですけれども、もう一回だけお話しさせていただこうかな

と思って、よろしいでしょうか。 

○田中会長 どうぞ。 

○志幸委員 私も資源管理型の会合に一番古くから出てきたと思うんですけれども、本当

に長く参加させていただきありがとうございます。私も石川県の海区漁業調整委員も一番、

古くなったものですから、それで今回この漁業法の中で６か月ですか、任期が延長になり

ましたけれども、この３月で締めたいなと。そうすれば、そちらの方の会議もまた新たな

石川県の人が出てくださると思います。最後に私、現場をやってきた１人として漁業者の

皆さんに一言だけ言いたいなと、水産庁の人にお願い並びに今後の私の頭の思いをひとつ

入れてやってほしいと思います。 

 今日見ておりましたけれども、水産庁の予算もすごく漁業者の方々には考慮しながら予

算を付けておられる。誠にすごいものだなと思っております。それからマグロの問題、そ

して資源管理型、これについては一番いい取組みであり、これがやっぱり基本だと思うん

です。漁業者、今後の後継者の問題、続くためには休漁日の設定、漁獲量の規制、それか

ら漁業就業時間の設定、それから海区毎の規制、そして漁獲物の規制ですか、それから稚
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魚の放流など、誠に水産庁の行政の方々はすごく私たちの漁民のことを考慮なさって、み

んなこれまとめてあるなと思って、これ一番私、感銘を受けた言葉でございます。これを

必ず漁業者にきちっと守っていけば必ず漁業者の後継者も出てくる。 

 もう一つ、漁業者一次産業ですね。漁業、農業、林業、それはやっぱり漁業者の従事者、

これ今、予算の中にありますけれども、いつも予算の中に漁業従事者のことを全然語って

いないんです、農業従事者のことも予算も。経営者はいても従事者がなかなか確保できな

くなってきている。それはなぜかと思うと、私は55年この現場に出てきました。それはな

ぜここまで続けてこられたかというと、所得です。皆さん、他の産業の方々と同じような

私は労働者と同等の稼ぎがあったから55年もやってこられた。それで子供を育ててきた。

それをやはりもう少し水産庁の方々もどういうふうに漁業従事者を増やすか。外国人、他

国の船員を雇うんじゃなく、地元の従事者を雇うような、漁業者を作るような政策を最後

に取っていってほしいなと。これがなければ恐らくはまたこういういろんな問題がこの水

産関係で出てくる。日本の漁業で出てくる。私たち日本人は日本人の力でやっぱり一次産

業を育てていくというような政策を持っていただきたいと思います。 

 生意気なことを言いましたけれども、以上で終わります。どうもいろいろとありがとう

ございました。また、よろしくお願いします。以上です。会長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。 

 貴重な御意見を伺ったと、賜ったということで承りたいというふうに思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

 それではないということで、ありがとうございます。 

 それでは最後に確認ですが、これまでの議事におきましてウェブ会議ではあるものの、

今日も電波等の問題があって意思の疎通が図られていなかったというふうな可能性もあり

ますので、十分な意思疎通があったというふうに考えてよろしいでしょうか。もし何か特

段御発言があればマイクをオンにしてお伝えいただければと思います。もし異議がなけれ

ば、異議なしと御発言いただければ有り難いんですけれども。 

○山内委員 十分な発言は、交流はなかったですね、会長、田中会長。やっぱり対面でや

りたいです、早く。 

○田中会長 私も同感です。 

○山内委員 十分とは言えないですね。 

○田中会長 ありがとうございます。 
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 一応意見は十分な時間はなかったけれども言えたということで、できれば早く対面の会

議にしたいという要望があったというのは承っておきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 それでは、ほかに特段御意見がないということで、では全ての議事について御承認いた

だいたというふうにさせていただきます。 

 それでは、最後に次回委員会の開催につきまして事務局から説明をよろしくお願いいた

します。 

○西田補佐 水産庁管理調整課、西田でございます。 

 例年どおり次回につきましては、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。日時及び場所等につきましては、会長及び委員の皆様の御都合もお聞きしながら、

新型コロナウイルスの感染状況も踏まえ追って御連絡いたしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 なお、海区互選委員の方々の任期が2021年９月30日までとなっておりますので、４月以

降に事務局から海区互選委員の選定について事務連絡を発出させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○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。なお、海

区互選委員の皆様の任期は本年2021年９月30日までとなっており、今日の会議が任期中の

最後の委員会となる予定でございます。海区互選委員の皆様におかれましては、これまで

４年間にわたり会議の円滑な運営に御協力いただきまして感謝申し上げます。10月以降も

委員を続けられる方におかれましては、次回の委員会の出席についてよろしくお願いいた

します。 

 それでは最後に委員各位、御臨席の皆様におかれましては、議事進行の御協力、並びに

貴重な様々な御意見ありがとうございました。 

 事務局におかれましては、本日頂いた意見を踏まえまして、今後の委員会運営に活用し

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加藤委員、それから大臣選任の小林委

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、御対応よろしくお願

いいたします。 

 これをもちまして、第37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。どうもありがとうございました。 
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午後４時35分 閉会 

 


