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１．日時：令和３年７月30日（金）14：01～16：15 
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兵庫県     川越 一男 
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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   金子 岩久 
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漁業者代表   濵田 憲志 

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 

学識経験    波積 真理 

学識経験    合瀬 宏毅 

（２）参考人 

  木村 陽輔 （一般社団法人 全日本釣り団体協議会専務理事） 

  森 聡之  （ＮＰＯ法人 ジャパンゲームフィッシュ協会釣魚保全委員） 

  桜井 駿  （一般社団法人 日本スポーツフィッシング協会理事兼全体統括） 

 

 

４．議 題 

  （１）太平洋クロマグロの遊漁に関する委員会指示について 

  （２）その他 
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午後２時01分 開会 

○魚谷室長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第38回日本海・九州西広域

漁業調整委員会を開催いたします。 

 まず、出席の状況ですけれども、本日は、都道府県互選委員である北海道海区の濱野委

員、新潟海区の本間委員、大臣選任委員である岩田委員、山内委員が事情やむを得ず御欠

席をされております。委員定数29名のうち定足数である過半数の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します。 

 それでは、田中会長、議事進行をよろしくお願いします。 

○田中会長 聞こえておりますでしょうか。どなたかお返事いただけると有り難いんです

けれども。 

（「聞こえています」の声あり） 

○田中会長 ありがとうございます。それでは、早速開始したいと思います。 

 本日はお忙しい中、また、大変急な参集にもかかわらず、委員の皆様におかれましては

御出席を賜りまして、ありがとうございます。３月の委員会では、次回は11月頃に開催予

定と事務局から報告がありましたが、今般、急遽、クロマグロの遊漁について委員会での

協議が必要だということで臨時の委員会を開催することになりました。 

 皆様、既に御承知のことと思いますが、太平洋クロマグロは、太平洋の東部はＩＡＴＴ

Ｃ、中西部はＷＣＰＦＣという条約に基づく国際漁業委員会で管理されております。国際

漁業委員会条約に基づいておりますので、日本の憲法の下、国内法の上位に位置する決定

を行っております。従いまして、日本の誰が獲っても漁獲量を超過すれば日本の違反にな

ってしまうというような事態が起こってしまうと、昨日、増枠の話がちらほら出ておりま

したが、逆に制裁を食らって、ミナミマグロでは半分だったか、何か大幅に減らされたこ

とがございました。そういうことが起きないように事前に話合いをして、調整をしたいと

いうのが趣旨ではないかと思います。 

 私の方からは以上でございまして、本日は水産庁から神谷長官、坂本管理調整課長、魚

谷資源管理推進室長、松尾沿岸・遊漁室長に御出席を頂いております。また、本日はクロ

マグロの遊漁に関する協議ということで、参考人として一般社団法人釣り団体協議会の木

村様、ＮＰＯ法人ジャパンゲームフィッシュ協会の森様、一般社団法人日本スポーツフィ

ッシング協会の桜井様に御出席を頂いておりますので、後ほど御意見を賜りたいと思いま
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す。 

 それでは、本日御臨席いただいております水産庁の神谷長官から委員会の開催に当たり

一言御挨拶を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○神谷長官 本来でしたら、藤田部長が出席のところ、多忙ということで代わって私が務

めさせていただきます。不慣れな面があるかもしれませんけれども、よろしくお願いいた

します。 

 では、ちょっと挨拶でございますが、第35回日本海・九州西広域漁業調整委員会の開催

に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙の中、御出席いただき、ありがとうございます。

本日の会議ですが、既に田中先生の方から御紹介のありましたように、太平洋クロマグロ

の遊漁に関する委員会指示について御審議いただくこととなっております。クロマグロの

遊漁に関しましては、本年３月に委員会で御審議いただき、発出された委員会指示に基づ

き、本年６月１日から小型魚の採捕禁止と大型魚の採捕の報告が義務づけられたところで

すが、その後の遊漁における採捕の状況を受け、追加的な措置について御審議いただくも

のです。委員の皆様をはじめとする漁業関係者にとっても、また、一般の遊漁の方々にと

っても御関心が高い議題だと思っておりますので、ウェブ会議という制約もございますが、

皆様にはこれまでの様々な御経験や御知見を基に是非忌憚のない御意見を賜りたいと思い

ます。 

 さて、70年ぶりの大幅な改正を行い、昨年12月に施行された漁業法におきましては、そ

の最も大きな柱が資源管理となっており、新たな資源管理においては持続的に生産可能な

最大の漁獲量、ＭＳＹと言っておりますが、の達成を目標とし、数量管理を基本とするこ

ととしております。クロマグロにつきましても同じくといいますか、一歩先んじた数量管

理を実施しておるところでございますが、資源を増やし漁獲を増やして、また、ある意味

では遊漁で獲れる量を出すということで、経営の安定や所得の向上につなげたいという思

いは、漁業者の皆様と変わりありません。また、水産庁や漁業者の皆様だけでなく、遊漁

の方々を含む水産に関わる人全てが同じ方向で共に努力することで、豊かな海が取り戻せ

ると考えておりますので、引き続き委員の皆様の御理解、御協力を賜りたいと思います。 

 本日の機会が有意義なものとなり、資源が将来にわたって持続的に利用できる体制作り

の一助となりますよう、また、新型コロナウイルス感染症の収束と本年の関係者の皆様の

操業の安全を祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。 
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 以上になります。 

○田中会長 神谷長官、どうもありがとうございました。 

 なお、海区漁業調整委員会の任期満了に伴う委員交代で新たに７名の海区互選委員が４

月から９月末までの補欠委員として着任されたので、御紹介いたします。一言御挨拶いた

だければ有り難いと思います。 

 まず最初に、青森県西部海区、立石委員でございます。立石委員、どうぞ。 

○立石委員 青森の立石です。 

 私は陸奥湾でホタテ養殖と、定置網漁業を主体で漁業を営んでいます。今日はマグロの

話ということですので、マグロは本県漁業者にとって大事な魚種でありますので、よろし

くお願いいたします。 

○田中会長 続きまして、石川海区の勝木委員でございます。勝木委員、よろしくお願い

します。 

○勝木委員 皆さん、こんにちは。石川県の勝木といいます。 

 能登の方で定置網を営んでおります。ちょっと新米の初めての委員ですので、よろしく

御指導をお願いいたします。 

○田中会長 続きまして、京都海区の川﨑委員でございます。川﨑委員、お願いします。 

○川﨑委員 京都府舞鶴漁協の川﨑です。 

 私はトリガイ養殖をやっております。京都府ではマグロについてはまだ遊漁船での混獲

はないようですが、いずれそのようなことが起きると思いますので、興味深くいろいろな

話を聞かせていただきたいと思います。 

○田中会長 続きまして、兵庫海区の川越委員でございます。川越委員、よろしくお願い

します。 

○川越委員 但馬海区の川越でございます。 

 再びということで、またこの役を仰せつかりました。そういう中で、皆さん御存じのと

おり資源管理の重要性が増す中で、委員の皆さん方とも議論の中、漁業の継続性というこ

とにつなげるような議論を活発化できれば有り難いと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○田中会長 続きまして、福岡県の冨重委員でございます。冨重委員、よろしくお願いし

ます。 

○冨重委員 福岡県の筑前海区漁業調整委員会の冨重でございます。 
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 私は１期目の漁業調整委員でございます。よろしくお願いします。 

○田中会長 続きまして、佐賀海区の後藤委員でございます。後藤委員、よろしくお願い

します。 

○後藤委員 佐賀県の後藤です。 

 現在、公益社団法人佐賀県玄海栽培漁業協会で技術顧問を務めております。４月から委

員になっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○田中会長 続きまして、熊本海区の平山委員でございます。平山委員、よろしくお願い

します。 

○平山委員 熊本県海域選出の平山でございます。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。どうぞ御審議、御指導をよろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、資料の確認を事務局から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。 

 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、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が資料１－１から１－３、また、参

考資料として前回の３月の委員会で決定した委員会指示をお配りしております。 

 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

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、御発言いただく際は、まずは音声又はチャット機能によりその意思を表

示していただきまして、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ただい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 ありがとうございました。会長からも円滑な議事運営に関する御協力をよろ

しくお願いしたいと思います。 

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

務規定第12条により、会長の私から僭越ではございますが、御指名させていただきます。 

 都道府県互選委員からは山口県の中島委員、大臣選任委員からは土門委員、以上のお二



－7－ 

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。 

 よろしいでしょうか、中島委員。 

○中島委員 中島です。よろしくお願いいたします。 

○田中会長 土門委員もよろしいでしょうか。土門委員、よろしいですか。聞こえていな

いのかな。 

 では、また後で確認したいと思います。 

 それでは、議題の１の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す。 

 本年３月の委員会において、クロマグロの遊漁に関する委員会指示を発出し、６月から

委員会指示に基づく新たな規制を開始したところです。内容としては、30キログラム以下

の小型魚については採捕禁止、30キログラム以上の大型魚については採捕の報告を義務づ

けるというものですが、開始当初から水産庁当初の想定を大幅に上回るペースで大型魚の

採捕報告があるとのことです。このままでは我が国全体のクロマグロの資源管理の枠組み

に支障を来す懸念があることから、当委員会においても今後の追加の規制の検討が必要と

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。 

○松尾室長 事務局、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。 

 資料１－１を御覧いただきたいと思います。 

 １ポツとして経緯が書いておりますけれども、今、会長からもあらかた話をしていただ

きましたので、飛ばしながら、また、最新の情報など口頭で補足しながら説明させていた

だきます。 

 （２）にありますように６月以降、当初想定していた水準を大幅に上回る採捕数量があ

ったと。特に日本海において、ということでございました。そのままの水準で推移したな

らば、クロマグロ資源管理の枠組みに支障を来すおそれが生じておりました。具体的には

６月の前半、16日までの採捕数量が10.8トン、これは水産庁が調査をしておりました令和

２年、前年の年間の採捕数量10.2トンを上回る数字となっていたと。それから、枠との関

係でいいますと、令和３年度の国の留保枠というのが81.7トンあるわけですけれども、こ

れを全て遊漁による採捕に充当することはもちろんできないわけでございまして、50トン

程度は漁業における突発的な漁獲の積み上がりへの備えとして取っておく必要がある。そ

れから、10トン程度は試験研究機関あるいは実習船などによる漁獲への充当分として取っ

ておく必要があるということで、すなわち差引き、遊漁に充当できる留保枠の内数という
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のは20トン程度ということになります。 

 そうしたことから、６月17日に今年の末までの間という期間をとりあえず置きまして、

日本海・九州西部海区に対してのみですけれども、クロマグロを目的とした遊漁を控える

よう、水産庁から都道府県、遊漁関係団体に対して協力を要請したところでございます。 

 しかしながら、今後、協力要請では歯止めが効かずに、今後更に遊漁による採捕が高水

準で伸びていった場合、漁獲可能量制度に基づくクロマグロの資源管理の枠組みに支障を

来すこととなるおそれがある状況が続いているということでございます。具体的には６月

末時点の採捕数量が14.7トンまで積み上がりました。さらに、７月に入ってからは引き続

き日本海が中心なんですけれども、ペースは落ちてきてはいるのですが、一昨日、７月28

日時点までの採捕数量が16.8トンに至っております。注意が必要な状況が続いているとい

うことです。このようなことから、遊漁者によるクロマグロの採捕の制限、これは採捕の

停止になるわけですけれども、に関する委員会指示を発出する必要が生じているというも

のでございます。 

 ２ポツは委員会指示の概要です。 

 まず、委員会の会長は、遊漁者によるクロマグロの採捕が漁獲可能量制度に基づくクロ

マグロの資源管理の枠組みに支障を来すおそれがあると認めるときは、期間を定め公示す

るということです。このおそれがあると認めるときというのはどのような場合かというこ

となんですけれども、実際には全国の採捕状況を事務局が把握する、これは日本海だけで

はありませんので、事務局で全国の遊漁による採捕状況を把握して、先ほど言いましたよ

うな20トン程度を目途に公示手続を行うということを想定しております。それで、公示さ

れたならば、遊漁者は公示された期間中はクロマグロ（大型魚）を採捕してはならない、

こういった内容となっております。指示の有効期間は、３月の委員会指示66号の有効期間

である令和４年５月31日までという形で合わせております。 

 資料１－２の方に移っていただければと思います。 

 資料１－２は、委員会指示第67号の本体でございますが、この２番のクロマグロ（大型

魚）の採捕の制限、それから、３の指示の有効期間のところに、私が今申したようなこと

が書かれております。御確認いただければと思います。 

 それから、もう一度資料１－１に戻っていただきまして、最後の３ポツです。 

 指示に違反した者への対応方針ということで、これは今回の67号だけではなくて、３月

の66号も対象としたものでして、違反あるいは疑わしいケースがあった場合への対応方針
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について、委員会としての手続をあらかじめ決定しておくというものでございます。 

 資料１－３を御覧ください。 

 先ほど申し上げたように２つに分けておりますけれども、１番目、委員会指示の適切な

実施を図るための対応ということで、水産庁は疑義情報に接した場合、速やかに事務局と

して委員会会長に一報するとともに、関係する都道府県水産部局を通じて調査を実施する、

必要に応じて現地調査等を実施する。これは、今現在行っているようなことを書いており

ますけれども、また、その会長は、必要と認めた場合には、会長名による指導文書を当該

違反が疑われる者に対して発出し、後日、その旨を委員会に報告するということでござい

ます。 

 さらに、指導に従わないような悪質な違反者への対応方針ということになりますけれど

も、２ポツのところにありますように、これは法律に定めたところにより、指導に従わな

いと見込まれる場合又は再度違反が確認された場合などにつきましては、いずれの違反に

ついても同じことなんですけれども、箱の中にありますように漁業法第121条第４項で準

用する同法第120条第８項に基づき、大臣に対して委員会が、指示に従うべきことを命令

する旨の申請を行う、いわゆる裏付け命令の申請です。これは個々の違反事案に対して裏

付け命令の申請をするために、その都度委員会を開いてということは現実的ではないもの

ですから、（２）にありますように裏付け命令の申請に係る手続は会長又は職務代理に一

任とし、後日委員会に報告するという、こうした手続を定めておくという内容でございま

す。 

 私からの説明は以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 ちょっとまず会長の方から確認したいのが１点あるんですが、この資料１－３の違反に

対する勧告なんですけれども、これは漁業者も同等な扱いという理解でよろしいでしょう

か。漁業者が委員会指示に違反した場合でも同様の手続になると。 

○松尾室長 これは全ての委員会指示において、広域委員会のみならず海区漁業調整委員

会の場合も同じ手続になります。 

○田中会長 ということで、特段差別等があるわけではないということは御理解いただき

たいと思います。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、まず参考人として御出席いただいております

遊漁団体３名の方々から御意見を頂きたいと思います。 
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 まずは一般社団法人全日本釣り団体協議会の木村様からです。木村様、どうぞよろしく

お願いいたします。聞こえていない。 

○木村氏 聞こえています。 

○田中会長 よろしくお願いします。 

○木村氏 全日本釣り団体協議会の木村でございます。宜しくお願いします。 

 まず、全釣り協というのは、全国にある釣り人の団体を取りまとめている唯一の行政の

窓口として存在しております。そしてまた、釣りのインストラクターを養成し、全国でそ

の活動を指導しているところでございます。 

 設立されてから50年ほどになりますが、今日まで釣りあるいは釣り人の置かれた状況と

いうのは50年前と大きく変わってきております。今回70年ぶりに漁業法が改正されたとい

うことでございますが、正にその漁業法の改正は、今日の釣り人がおかれた立場と釣り場

の環境が大きく変わってきているということを示していると思います。 

 今までは、釣りをどう楽しむか、どのようにすればたくさん釣れるのかと釣り人の楽し

みと権利を守ることを考えてまいりました。 

全釣り協においては二十五、六年前に、インストラクター制度が水産庁の指導の下に

開始され今日までやってきております。そのインストラクターの人たちは、釣りの技術を

指導するというよりも釣り人にルール・マナーを指導するという視点に変わってきており

ます。また今までは自然保護、釣り場を守る活動と、教育をしておりましたが、今年度よ

り水産庁補助事業でも釣りインストラクターは、これまでの自然保護という視点から資源

をいかに管理するかということを含めて事業実施しております。 

 そこで、管理は当然、人間がするわけですから法の整備、行政の指導、現場の事情等を

取りまとめて行われなければならないでしょう。 

本日の委員会で審議する内容の資源を如何に管理するという事は、もう時代の流れであり

ますし、全釣り協としてもこれは推進していかなきゃいけない、資源は守らなければいけ

ないというふうに捉えております。 

 そのため実施するに当たってはデータをしっかり取らなければいけないし、そのデータ

は正確なもので、これを継続していかないといけないと思います。勿論一過性のものでは

ないと思うんですが、継続するには、行政がその指導に当たって中心となってやっていか

なければならないと思います。それから、そのデータを管理する側は、やがてはデータを

公表していくわけですから、管理する側が信頼性を持った立場というのと、やはり行政が
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そういうことを指導してやっていただきたいというふうに思います。 

 そこで、一番危惧することは、私もいろいろマグロ関係の委員会等に参加したりしてま

すが、遊漁者と、漁業者とはどうしても対立関係になってしまうんですね。それは利益が

相反する場合もあり、過去の感情的なものもあるでしょう、これを行政の指導で進めてい

く中では、そのような対立構造を作ってはいけないというふうに思います。 

協議を円滑に進めていくためにも、全釣り協は協力し、努力してまいります。水産庁

の御指導の下にそれをしていかなければいけないなと思っています。 

 そこで、対立を避けるためにどうしたらいいんだろうかということを考えますと、今、

このように委員会で遊漁側の意見と漁業者側の意見が出されておりますけれども、こうい

う機会はもちろん必要なんですが、釣り人と漁業者とが、一緒に現場で調査等の協力をす

るという形を取らないと、議論はされているが、現場の漁業者と釣り人が書面だけで見る

という形になってしまうと、やはり気持ちの上で理解を深めていくということにはなりに

くいのではないかというふうに思います。 

 それから、付け加えてちょっとお話しさせていただきたいと思います。全釣り協には釣

りインストラクターが全国で大体1,200名ぐらいいます。通常インストラクターといいま

すと、うまく魚が釣れるための釣り方を教えるという技術的な視点に思いがちですが、

我々のインストラクターが行っている指導は、釣り技術は勿論くわえて法律、ルール、マ

ナー等を教えています。全国の現場で釣り教室を行い子供たちや、家族に指導しておりま

す。 

 じつは昨日の委員会の方も私は聞かせていただいて感じたことなのですが、釣りを遊び

というとらえ方なのですが、遊漁ですから遊びなんでしょうけれども、大人にとっては遊

びだと思います。しかし、釣り教室なんかで見ていますと、釣り教室に参加する子供たち

の教えるところを見ますと、それはもうもはや子供たちへの教育だなというふうに捉えて

おります。 そこで、小さいときからそういうのを教える。資源を管理するというところ

まで踏み込んで釣り教室とかで教えるということは大事じゃないかと考えます。釣り教室

に来ると、子供たちは親の姿を見て釣りを覚えて、釣り場の環境等、自然の様々なものを

体験し覚えていきます。昔はよく釣りの名人とか、うまい人がいてまたは親が教えて子供

が学んでいく、そのとき釣り方だけじゃなくて安全とか、ルール、マナーとかそういうも

のを自然に教えられてきましたが、最近はそういうものがなくなってきている。親がそれ

を教えられない、親も子供も初心者、そのような状況です。岸壁等あるいは釣り場公園等
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で釣りが盛んになりコロナ禍の中で増えておりますけれども、ルール、マナーがなってい

ないという報告が上がってきます。これを見ますと、小さいときから指導をしていかなけ

ればいけないというふうに思います。それが積み上がっていって、やがてはその子供たち

も成長すればマグロを釣るような人にもなるでしょうし、そうすると、小さいときから自

然保護、資源管理というものが教えられていれば、必然的に大きくなっても当然資源を管

理するということが大事になってくる、それが必要だということが分かってくると思いま

す。 

 今までの日本における漁業と釣りとの関係を見ますと、どうしてもそこに対立的な感情

は出てきますので、これを解消していかなきゃいけない。ですから、行政の指導において

もそこをうまくコントロールして頂き、また全釣り協としてもそれをしっかりと受け止め

推進したいと思っております。 

 そこで全釣り協が、今後の指示に対してどう対応するかという現実的な事ですが、マグ

ロを釣る人たちを全釣り協が管理しているかというと、それはないんですね。全釣り協の

場合は釣り人団体ではありますが、マグロを釣る人というのは団体にはなっていないです。

マグロを釣る釣り人団体というのはありませんから、海の釣り人団体であるのは大体サー

フキャスティングとか磯釣りとかで、基本的に船釣りの人たちが団体を作っているような

釣り人団体というのは、うちの所属の団体ではないです。ですから、このマグロを釣る人

たちにどう周知していくか、あるいは違反者をどう見ていくか、指導していくかという点

になると、もっと細かい議論、細かい視点が必要になってくると思います。 

 最後に、資源管理の方向性においては、これはマグロに限らず今後も議論する場は出て

くるだろうと思っておりますし、全釣り協としても、これに対しては是非協力、推進して

いかなければいけない、また、協力していくつもりでおります。そこに対立関係を生まな

い関係を作りながら進めていかなければいけないなと思っております。今後も様々なこと

で時間は掛かると思いますが、時間が掛かったとしても、これはもう時代の流れ、これは

やらなきゃいけないと考えます。是非そういうことで協力していきたいと思っております

ので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○田中会長 木村様、ありがとうございました。 

 続きまして、ＮＰＯ法人ジャパンゲームフィッシュ協会の森様よりよろしくお願いいた

します。 
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○森氏 よろしくお願いします。ＪＧＦＡ釣魚保全委員の森聡之です。よろしくお願いし

ます。 

 軽く自己紹介をさせていただきます。私は、ふだんは東京湾で遊漁船の船長をしており

ます。一昨年より農林水産政策研究所のスズキの資源調査にも協力させていただいており

ます。今年からは農林水産政策研究所、そして東京大学と連携してＡＩを用いた漁業者や

遊漁者自身が報告可能な資源管理に有効な海洋観測データの検証研究などにも協力させて

いただいております。 

 クロマグロの資源管理につきましては、私は以前より個人的に興味を持って見守ってま

いりました。2017年のステークホルダー・ミーティングを含め、様々なマグロの資源の会

議にも出席、傍聴させていただいておりますので、およそどのような過程を経て今のクロ

マグロの資源管理が行われているかも承知いたしております。 

 まず初めに、ＪＧＦＡとしましては、今回のクロマグロに限った話ではございませんが、

科学的根拠に基づいた資源管理及びそれに伴う必要な規制に対しては賛成であることをま

ず表明したいと思います。ＪＧＦＡは「いい釣りをいつまでも」というスローガンを掲げ

て活動しており、我々は持続可能な豊かな資源状態での釣りを求めております。そのため

に我々遊漁者も釣り放題、持ち帰り放題では駄目なことは重々承知しており、ＪＧＦＡで

は、2003年より会員及び一般アングラーに対しても自主ルールとしてのバッグ・リミット

を推奨していることからも、資源管理には前向きであることを御理解いただけるかと思い

ます。 

 今、日本ではクロマグロの漁獲制限が行われる中、漁業者の皆様方におかれましては、

目の前に魚がいるのに獲れないという大変苦しい思いをしている方も多いかと思います。

そして、その横で遊漁はマグロを釣り放題では面白くないという気持ちは理解できますし、

遊漁にも規制が必要だとＪＧＦＡでは考えています。しかし、クロマグロの資源管理をす

る上で遊漁の経済効果を止めてしまうことが国益にかなわないことは考慮する必要がある

と思います。遊漁は地方創生に大きく貢献していますし、600万人以上いると言われる遊

漁者ですが、その遊漁で成り立っているような町も日本には多くあります。漁業者はいか

にお金を掛けずに獲って高く売るかを考えて漁をするものだと思いますけれども、遊漁者

は、言い方はあれですけれども、お金に糸目を付けずに結果的に大いに経済を回しながら

マグロを釣っています。マグロを釣りたいと思ってから道具をそろえて、釣り場に通って

１匹を釣るのに100万円以上掛けている遊漁者がほとんどです。スポーツ・フィッシン
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グ・フェスティバルというイベントで取ったアンケートの結果を基に釣りの経済効果を計

算しましたところ、２兆3,000億程度の経済効果と出ました。これは2,500人の遊漁者から

得た回答を基に600万人いる遊漁者がどれくらいのお金を使っているのかを計算した試算

ですので、それほど正確な数字なのかは分かりませんが、遊漁の経済効果が無視するには

大き過ぎることが分かる１つの指標として参考になるかと思います。 

 遊漁の経済効果を京都大学が調べた資料が公開されているのですが、この場合、丹後海

だけでも年間56億円の経済効果と算出されていて、この中に宿泊代や飲食に使ったお金は

含まれていないとのことなので、実際の経済効果は56億より更に大きくなります。これら

のデータは今回のクロマグロに限った数字ではなく、釣り全般の話なので、完全に直結す

るわけではないんですけれども、釣りの経済効果を無視して資源管理を進めるべきではな

いことがよく分かるかと思います。資源の消費１トン当たりいくらのお金を生み出してい

るかという経済効果の部分を見ずに資源管理を行うことは国益にかないませんので、くれ

ぐれも遊漁者をないがしろにした資源管理を進めないでいただきたいと願っています。 

 日本に与えられている9,000トンの漁獲枠のうちのたった10トンや20トンで採捕禁止と

いう議論が出ることは全くもって国益にかなわないことは明白ですし、水産資源は漁業の

ためだけにあるのではなく、釣りやエコツーリズムなど様々な利用の形態があり、それぞ

れの業界が国に貢献していることも考慮していただきたいと思います。 

 遊漁の資源管理についてですが、海外での資源管理の例にあるようにキャッチ・アン

ド・リリースを前提とした遊漁では、漁獲枠を消費しないことが国際水準の資源管理では

スタンダードとなっておりますので、まずはキャッチ・アンド・リリースの遊漁を周年で

続けさせることを大前提とした上で、あとはキープ量、つまり遊漁の漁獲枠をどうするか、

リリースのために必要な釣り具の規制はどうするかというような議論をするのがよいかと

思います。先の漁業法改正の際にも資源管理については国際的に見て遜色のない科学的・

効果的な評価方法及び管理方法とすると明記されていますので、国際的に見て遜色のない

遊漁の資源管理とは正にキープ量の管理です。遊漁は周年続けさせてニーズに応えつつ経

済効果を止めない、その上でキープ量に規制を入れる、そして、リリースも視野に入れた

釣り具の規制を導入する、これを日本においても実行することが進むべき道だと認識して

います。 

 漁業者の方々が本日は多くいますので、もう一度言いますが、国際水準の資源管理にお

いてキャッチ・アンド・リリースの遊漁をすることで漁業者の漁獲枠が減ることはないと
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いうことです。実際にこれは大西洋クロマグロの例なんですけれども、アイルランドには

大西洋クロマグロの漁獲割当てがありません。しかし、クロマグロの遊漁はキャッチ・ア

ンド・リリースが前提で認められています。これは国際的な資源管理のルールにおいても

認められているということです。ですので、漁業者の皆様の多くが、遊漁がクロマグロを

釣ることで自分たちの獲り分が減ることを気にされていると思いますが、キャッチ・アン

ド・リリースの遊漁においては資源管理の枠組みにおいて枠を消費しないので、御安心く

ださい。 

 リリースした魚の生存率につきましても、必要な道具の規制を入れることで大幅に向上

し、海外の研究におきましては、正しくリリースすれば95％以上は生き延びるというデー

タもあります。釣り具の規制としましては、もうすぐにでも規制を変えてほしいと我々は

考えています。クロマグロ釣りのベテランの方々の多くは規制がなくてもシングル・バー

ブレス・フックを使用してリリース後の生存率を考えた釣りを現在でもしているのですが、

最初の１匹をどうしても釣りたい初心者の方を含めて、全ての遊漁者の足並みがそろって

いるとは到底言えません。特にキャッチ・アンド・リリース前提の場合はシングル・フッ

クを１つのルアーに対して２本までなどとすればリリースもしやすく、リリース後の生存

率もかなり高くなるかと思います。餌釣りの場合はインライン・サークル・フック、これ

を義務化して針の飲まれを防止、更に踏み込んでいえば、道具も不必要にファイト時間を

長引かせてマグロの死亡率を上げないように海域や時期によっては強めの道具を義務化す

ることなど、海外における資源管理の例を参考に日本でもレギュレーションを順次導入す

るのが望ましいかと思います。 

 もちろん、今までのように釣り上げた魚の持ち帰りを許す場合にも、何匹持ち帰ってよ

いか、どのサイズを持ち帰ってよいかを決めるバッグ・リミットやサイズ・リミットはす

ぐにでも必要です。クロマグロのプロフェッショナルである沿岸の漁業者の方々と違って、

魚の重量を見た目でぱっとは判断できない方がクロマグロを釣り上げることも視野に入れ

て、従来どおりの重量ではなく長さで規制することで、より厳格にルールが守られるよう

になると思います。クロマグロを狙う船は船の外板、魚を寄せてくる場所に長さの指標と

なる目印を付けることを推奨することなども必要かもしれません。今後、遊漁の規制のや

り方については我々遊漁団体に相談していただければいつでも協力しますので、そのよう

な機会を設けていただければと思います。 

 参考までに、皆様御存じのとおり、太平洋クロマグロはアメリカまで泳いでいき、そち
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らでも利用されている同じ資源であります。アメリカ西海岸において太平洋クロマグロの

遊漁者への規制はサイズ問わず１人１日２本までとなっており、これが積み重なって年間

およそ300トンほど釣られていると推測されています。漁業法改正に当たり、資源管理に

ついては海外と遜色のない管理と明記されていることは先ほど述べましたので、同じ資源

の利用国であるアメリカにおいて遊漁におよそ300トン釣らせて持ち帰らせているという

ことも参考にしていただきたいと思います。日本でも１人１日１匹のバッグ・リミットを

設けた上で遊漁に現状ではおよそ300トンほどの枠を与えれば、遊漁の経済効果をフルに

発揮できるかと思います。 

 先ほどからキャッチ・アンド・リリースの話をしていて、遊漁団体としては資源管理に

協力するためにキャッチ・アンド・リリースやその正しいやり方などの啓蒙活動をしてい

く所存ではございますが、実際の遊漁者の多くは釣ったクロマグロは持ち帰りたいと思っ

ています。行けば毎回釣れる魚ではありませんし、１人の釣り人の視点で考えると、１年

に１本釣れるかどうかのクロマグロです。このクロマグロを釣り上げたら美味しく家族で

頂きたいと考えるのはマグロ好きの日本人ですので、御理解いただけることかと思います。

キープできないのなら釣りに行かないという選択肢を取る遊漁者も少なくありませんし、

私個人のところにも何人かからそのような話や相談が来ています。 

 さきにも述べました遊漁の経済効果をフルに発揮するには、１人１本のバッグ・リミッ

トを設け、そこの取締りは厳格にしつつ遊漁者の釣り上げたクロマグロの持ち帰りは、将

来的には許すことが経済的にはベストです。今年に関しては、既に余っている留保枠に迫

っているということで致し方ないとは思いますけれども、将来的にはそのように考えてい

ます。 

 今回、６月から遊漁の採捕の報告が一気に積み重なった背景として、釣れる状況に当た

った釣り人が１人何本も持ち帰った例が少なからずあったと聞いています。バッグ・リミ

ットを設けていない現状では、一部の乱獲も辞さない遊漁者により限られた資源の大量消

費が行われてしまいますので、クロマグロ遊漁において１人１日１本のバッグ・リミット

を設けることは早急に必要だと我々は考えています。ＪＧＦＡとしましては、先にも言い

ましたとおり、まずはキャッチ・アンド・リリースを遊漁で、周年で認めていただき、採

捕の報告だけではなくリリースした魚も含めた報告を義務化して、遊漁のデータを取って

ほしいと考えています。今年は採捕報告が始まってすぐに九州・日本海エリアは遊漁の採

捕自粛となっていますが、これを先ほど申しましたリリースしやすい道具の規制と共にキ
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ープした魚だけではなく、リリースした魚のデータも集めて、早く未来の遊漁の管理につ

なげていただけるように要望したいと思います。 

 現状では報告義務があるのはキープした魚と認識していますが、遊漁者の多くは資源管

理のためのデータ集めに前向きですので、是非大型・小型問わずリリースした魚のデータ

の提出も義務づけて、未来の遊漁の更なる発展へとつなげてほしいと考えています。 

 もう１つ、最後の提案です。クロマグロの遊漁に際し、ライセンス制にしてはいかがで

しょうか。狙ってもよい、キープしてよいのはあらかじめ申し込めば誰でも入手できるよ

うなライセンスを購入した者のみ、釣れたらライセンス番号と共にデータの報告を義務化

する、そして、ライセンス購入時に必要なバッグ・リミットや道具などの規制などを周知

できます。徴収したライセンス料はこれらのデータ管理や違反の取締りなどの費用、未来

の遊漁のための研究費用として使えばよいかと思います。ライセンスを未購入の人はもち

ろんクロマグロを狙うことを禁止する方向でよいかと思います。 

 アメリカのフィッシング・ライセンスもそうですけれども、遊漁者の払ったお金が資源

調査や管理、取締り、つまり未来のよりよい遊漁のために使われることを明記し、徴収す

ることで多くの遊漁者が納得し、お金を払うものと思います。これが将来的にはよりよい

資源管理へつながり、資源が増えれば、これは漁業者にとってもプラスとなるはずです。 

 以上がＪＧＦＡからの提案です。 

 最後に、このような場に遊漁団体としてお呼びいただき、発言の機会を頂けたことを感

謝いたします。ありがとうございました。 

○田中会長 森様、ありがとうございました。 

 それでは、最後に一般社団法人日本スポーツフィッシング協会の桜井様、よろしくお願

いいたします。 

○桜井氏 ただいま御紹介を頂きました一般社団法人日本スポーツフィッシング協会理事

とこの団体の運営統括を担当しております桜井でございます。本日はよろしくお願いいた

します。 

 皆様、恐れ入りますが、資料の投影をお願いいたします。 

 私からは資料を用いて当会の取組内容と、そして、今回のクロマグロ採捕に関する簡単

な意見陳述というか、所見の方を述べさせていただければと思います。 

 当会は、実はできたのが非常に新しい組織でございまして、2021年６月１日に設立をさ

れた一般社団法人でございます。英名でジャパン・スポーツフィッシング・アソシエーシ
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ョンということで、略してＪＳＡというふうに呼ばせていただいておりますので、以後Ｊ

ＳＡという呼び方で御案内をさせていただければと思います。事務所は東京の日本橋の方

に構えておりまして、今年度より活動している団体でございます。 

 我々の活動目標を一言で申し上げると、釣りの発展に寄与し、豊かな資源を次世代にと

いうことで、釣りの文化の発展はもちろんなんですけれども、水産ビジネス全体の産業振

興を行って、次の世代に継承していく、そのための活動を実施していくというような団体

になっております。 

 この中で我々が大きく掲げている活動目標というのは２点あります。１つ目は釣り、そ

して、釣りを水産ビジネス全体のエコシステム作りということを掲げております。ここで

いうエコシステムというのは生態系、ビジネス、産業における生態系というところを指し

ておりまして、水産に関連する釣りも含めた産業自体を発展させるための生態系、エコシ

ステム作りに取り組んでおります。ここで言っているエコシステムというのは、今日は漁

業者、漁業従事者の皆様と我々のような釣り遊漁者団体ということになっていると思うん

ですが、漁業者の皆様も漁港であったり会社、組織の規模、これは非常に多岐にわたると

思っておりますし、海という例えば１つのくくりでいけば、スキューバ・ダイビングをす

る事業者だったりクルージング事業をする人たちであったり、海を仕事の場にしている人

たちというのは、実は非常に多いと。そういった人たちといわゆる利害関係者、ステーク

ホルダーと呼ばれている人たちとの連携をしっかり行っていく。その際に必要なのは、や

はり明確なルール、規制ですね。特に今回問題になっております遊漁と呼ばれる釣りに関

しては、現状、実情としてルールであったり制度の整備というのが十分ではないと考えて

おりますし、それは後ほど扱っていただいていますが、我々釣り業界側にも大きな責任が

あると思っております。我々は、設立時から農水省、水産庁の皆様をはじめ他の関連する

省庁であったり政治家の皆様、そして、地域の自治体であったり地域の経営、多様な関係

者の方たちと関係構築、対話をしていきながら、今後は漁業者・漁業従事者の皆様との連

携も、是非、本日を機会に進めていきたいなと思っております。 

 そして、もう１つ大きな活動目標が資源管理の推進ということで、当会は主に釣り人が

中核になってできた会ですが、何に焦点を当てているかといえば、釣り人というより魚で

すね。資源ファーストです。魚に完全に焦点を当てて、まず、きちんとした資源管理の推

進を釣り人側からも行って、魚が増えて、魚がしっかり管理できないのに海のレジャー、

スポーツというものを普及させていくことは、これはどう考えても難しいことでございま
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すので、今ある資源をより豊かにして、次の世代にバトンタッチしていくための活動を実

施していく、この２つが我々の大きな目標になっておりまして、この２つが完全に実施で

きる状態、ルール、規制がきちんと運用されていて、かつ資源管理の推進というのが各ホ

ルダーごとに自主・自立して運営がされている状態になれば当会の活動目標は達成されま

すので、その際には解散するなりそういったゴールになるのかなと思って活動しておりま

す。 

 少し具体的な活動を御紹介させていただきますと、既にこのクロマグロのリリース啓蒙

活動というのは実施しておりまして、現状、国内でクロマグロ釣りをする人たちもその多

くが、既にキャッチ・アンド・リリースを実施しております。先ほど他の参考人の方々か

らもあったように、フックをバーブレス・フックにすることによってリリースを行ってい

る。それを30キロ未満の小型魚以外にも50キロ、100キロ、そして、右側が海外の事例に

なりますけれども、100キロを超えるようなクロマグロに関してもリリース手法というの

が確立をされております。ただ、我々、我が国日本においてはリリース手法というのが完

全に現状、普及しているわけではなくて、多少、やはりリリースの際にフックが船長さん

に引っかかってしまうとか、そういった事故が起きているというような報告も受けており

ます。 

 ただし、今回、このキャッチ・アンド・リリースの動向を受けて、専用のリリース器具

の開発をすぐに行って商用化している事業者さんも出てきたりですとか、我々も、現在こ

のリリースのやり方、普及の動画というのを作って、オンライン上でのプロモーションに

加えて各地域で船長の皆様や釣り人を集めたリリースの手法の普及活動というのを、正に

今、行っているような状態でございまして、これは、今後、より組織化して進めていけれ

ばなというふうに思っています。 

 さらに、リリースに加えてこれは釣り人が自費購入している形になりますけれども、資

源管理の調査のための電子タグを自費購入いたしまして、クロマグロに電子タグを打って、

またリリースをすると。他の魚でも自主的に、今、日本国内で電子タグを打ってリリース

して、そのまた魚が再度捕獲されるというような事例が出てきますけれども、こういった

現場、現地での資源管理の活動というのは、釣り人であったり、漁業者の皆様、最先端の

海にいる人たちが一番実施がしやすいところだと思いますので、こちらもどんどん組織化

をして、科学的な調査もプラスになるような定量的なデータ収集というものを、今後は一

層力を入れていきたいなと思っております。 
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 さらに、これは従前から全国、北は北海道から南は沖縄まで、これは漁業者の皆様にも

いただきながら海洋ごみのステーション・キャンペーンというのを定期的にやっておりま

す。こちらも組織化をして定例化する、そして、さらには釣りをしない一般の皆様、ちょ

うど東京オリンピックが開催されておりまして、東京湾の水質の問題が少し指摘されたり

もしていますけれども、釣りをしなかったりする人たちも海に関する関心度というのは、

今、非常に高くなってきております。ですので、釣り人はもちろんのこと、釣り以外の

人々にもこういった啓蒙活動であったりキャンペーンに積極的に参加いただく、こういっ

たことを全国各地域の支部を通じて強化してまいるというような……。 

 聞こえますでしょうか。 

（「聞こえます」の声あり） 

○桜井氏 そして、最後に今回のクロマグロの採捕規制に向けてということで大きく３点

御提案というかコメントを述べさせていただきたいと思います。 

 まず、３点述べさせていただく前に、大前提として短期的な話と中長期的な話と２つあ

ると思っていまして、まず短期的な今年度、今シーズンの資源管理の区分における採捕禁

止については、我々釣り団体に関しても、これまで資源管理のデータの収集ですとか取組

というのを現状十分に実施できていない状態でして、もちろん水産庁の皆様の推計値、も

ともとの年間推計が10トン程度というところに関してもいろいろと思うところもあるんで

すが、逆に我々が取組を十分にできていないということも言えると思いますので、今の現

状を鑑みると、採捕を禁止するというところに関しては、我々としてもそれを無理に止め

てどうしてもマグロを釣られてくれ、持って帰らせてくれということを主張する気は全く

ございませんので、基本的には賛同しておりますし、釣り人にもそういった周知を徹底し

ていければなと思います。 

 ただし、中長期的に向けた観点でいえば、やはり我々にも一定の権利を与えていただい

て、共に連携していくというところを模索していきたいなと思っておりまして、その上で

３点大きな枠組みでコメントをさせていただきます。 

 １つ目は、まず釣りも含めたルールの整備ということで、今回、明確な、例えば漁獲の

可能な採捕量の割当てであったり、先ほど他の参考人からも出ていたバッグ・リミット等

のルール、漁法、釣りの道具に関する規制等は今現状全くない状態ですし、誰でも釣りが

できる状態です。そして、一部では魚を大量に持ち帰って転売、売却等をしているという

マナーの悪い釣り人がいるということも我々は報告を受けておりますので、そういったと
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ころに関しては、我々は自主規制を作り、そして、水産庁の皆様とも連携してルールを明

確にして、運用を実施していく、そこに関して、我々としては、水産庁さんがやってくだ

さいねということではなくて、むしろ主体的に共に動いて実施をしていきたい、こういう

ふうに思っております。 

 そして、２つ目に関しては資源管理に向けた連携ということで、先ほど電子タグの事例

を御共有させていただきましたが、全国の船長、釣り人に協力をしてもらって、それを組

織化することで資源調査に積極的に協力していく、クロマグロに関しては、やはり釣り人

の間でも近年魚が増えてきたということで、やはり人気が出てきているのが実情でござい

ます。そして、多くの釣り人はクロマグロが国際的に資源管理されている貴重な魚である

ということ、これは釣りをしない一般の日本国民の皆様も関心度が高くて把握されている

ことだと思っていますので、この協力を実際にしてくれている釣り人も多いですし、ここ

に関しては釣り業界をきちんと組織化して、水産庁の皆様であったり関連する漁業者の皆

様と連携していくということをやっていきたいと思います。 

 そして、最後３つ目は地域活性化に向けた取組ということで、現状、私の方にも釣り客

を対象とした旅館の経営者の方々であったり飲食店の方々から、非常に今回の動向を気に

しているという連絡を頂いています。もし万が一にも一斉に禁止等になってしまえば、年

間の予約、例えばマグロ釣りで取ってみると、非常に人気で、１年先、２年先の予約が遊

漁船においても旅館においても埋まっているということは少なくなくて、その事業計画に

基づいて融資等で資金調達をしてリフォームするとか船をきれいにするとかいろいろな投

資をしている方々もいて、そういった方々は、釣り客は当然遊びで釣りに行っていますけ

れども、本業として生活している方は本当に生活が懸かっていて困っているということの

報告を受けておりますので、こういった連携をしっかりしていければなと思います。 

 最後になるんですが、本日こうした貴重な機会を頂きまして、本当にありがとうござい

ます。昨日、太平洋広域漁業調整委員会の方に参加をさせていただきました。昨日もたく

さんの御意見だったりコメントを頂いて、我々としても、是非、これを機会に連携をして

豊かな海を守っていきたい、そういうふうに強く感じています。 

 昨日、静岡の鈴木委員からコメントを頂きました。そもそもなぜ参考人がこんなに意見

を述べていて、この会議は成立するのだろうか、異例な会議だ、こういったコメントを頂

いております。加えて、漁業者の同じ土俵に乗って議論ができるわけはないし、釣り団体

はもっと大きくなってから来てください、こういったコメントを頂きました。そこで、私
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は率直に謝罪を申し上げて、お詫びを申し上げて、会の目的、趣旨を理解して、会長の承

認を頂いて発言しておったつもりなんですけれども、こういったコメントを頂いたので、

率直にお詫びを申し上げました。 

 ただ一方で、その際にも申し上げたんですが、私は、水産庁の会議以外にも他省庁の委

員であったり会議体、これまでも多く出席をしております。今日の会議は当然漁業法に基

づく根拠が非常に重要な重たい会議であるという特性は理解しつつも、むしろコメントが

多いだとか同じ土俵では議論できないとか、こういった議論が出てきたこと自体に大変強

い危機感を昨日は感じました。というのも、今日のこの会議の議事録、これも誰が何を発

言したのか詳細に水産庁さんの方で記録がされて公表される、こういう理解をしています。

これらの議論の内容というのは半永久的に日本国にいる人であれば誰もが見ることができ

て、10年後、50年後、100年後、今この2021年のＳＤＧｓ、国連の持続可能な開発目標を

国内外で推進している2021年、そして、対象物が海であったり魚であるという議論の中で、

コメントがそもそも多いとか同じ土俵では議論できない、こういったことが省庁のオフィ

シャルの場で議論をされている、それが2021年にされている。50年後、100年後の水産ビ

ジネスに関与する人たちが、もし今日の我々の議論を見たときに、当時ああいう議論をし

ていたから今の衰退の実態に至ったのか、そして、あるいはあのときこの議論があったか

ら今豊かな魅力ある水産業、漁村が各地域に復活したのか、どう捉えられるかというのは

非常に私は危機感を感じまして、今、静岡の鈴木委員であったり漁業者の皆様にこれを申

し伝えているわけではなくて、むしろこれまでの50年の中で釣り業界、釣り人業界側が積

極的に国の皆様であったり漁業者、漁業従事者の皆様に相互理解、対話の機会を設けて、

ルール作り、海を守る活動を積極的に提示して、行動を起こしていたのかといえば、これ

は決して十分ではない、むしろ昨日の議論は我々側に責任があると強く感じています。 

 ですので、今日のこの会議の場は、私も含めて他の釣り団体の皆様も同じ考えだと思い

ますが、漁業者の方と全然バトルするつもりもございませんし、マグロをどうにか釣らせ

てくれという主義主張をするつもりもなくて、むしろ海、魚というのはみんなの共有の財

産であって、それをしっかり守っていく。もちろん来月、来年の目先の収入という論点も

あると思うんですが、やっぱり私は釣り人というより日本に生まれた日本人として50年後、

100年後、私は50年後だと多分まだぎりぎり生きていると思いますので、そういったとき

に海を取り巻く人たちが豊かな海が残ってよかったなと思うことをこの会議をきっかけに

して、どんどん連携していきたいと思っています。そういった立ち位置で今日は参加をさ
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せていただいていますので、是非御連携のほどを頂けますと幸いでございます。 

 御清聴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。古い議事録を見ていただくと分かると思うんです

けれども、遊漁者と同じ土俵に乗らないとこの話はまとまらないと会長が言ったという記

録が残っているかと思いますので、そちらの方を御参照いただければと思います。 

 それでは、まずは各委員の方々から御質問いただきましたので、御意見等あれば承りた

いと思うんですが、その前に参考人の方々から頂いた意見について事務局の方から御回答

をよろしくお願いいたします。 

○松尾室長 水産庁沿岸・遊漁室、松尾でございます。 

 お三方、どうもありがとうございました。質問といいますか、それぞれの御発言の中で

出てきた話題について水産庁沿岸・遊漁室としてお答えできるところについて、いくつか

コメントをさせていただきたいと思います。 

 ＪＧＦＡの森さんの御発言の中でキャッチ・アンド・リリースをどう位置付けるかとい

うお話があったかと思います。今回の、まず委員会指示67号、それから、３月の66号もそ

うなんですけれども、海中に放流するということと委員会指示との関係というのは、これ

は明確にしております。指示の中身を御覧いただければと思うんですけれども、採捕を禁

止するとともに、意図せず採捕した場合には直ちに海中に放流しなければならないという

ことで、これは逆に言いますと、海中に放流すれば違反とはならないということでござい

ます。 

 ただし、昨日の太平洋の議論でもあったんですけれども、だからといって、正面から、

これはリリースするから狙って獲っていいかと聞かれれば、この委員会指示の原則という

のは、あくまでも採捕してはならないということですので、これに対してはどうぞいいで

すよというわけにはいきません。この指示とは別に、別にといいますか一般論としてです

けれども、遊漁を資源管理の枠組みの中に組み込んでいく、そのためにいろいろな規制の

対処をしていくに当たりまして、キャッチ・アンド・リリースという行為を個々の規制の

中でどう位置づけるのかというのは、今後検討すべき課題であると認識しております。科

学的な効果の検証であるとか、あるいは規制本体のそのものの実効性を損なわないように

するにはどうすればいいのかとか、そういう観点から整理しなければならない問題は少な

くはないというふうに考えておりますが、先ほど申し上げたように検討していくべき課題

というふうに認識しております。 
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 それから、同じく森さんの御発言の中でライセンス制ということがございました。これ

は古くからある議論の１つでもあるんですけれども、特に海においては我が国の漁業関係

法令の考え方、漁業法の考え方としては、むしろ釣りどころか本来漁業も自由である、誰

でもできるというのが原則、その中で特定の漁業であったり漁法であったりを禁止してい

るという法体系になっておりますので、アメリカなどとは法体系の原則、本質的な部分が

違っているというのがよく言われているところでございます。 

 ここから先、僭越ながら個人的見解ですけれども、ただしということですけれども、ク

ロマグロのように自由に獲っていい漁業というものがもう存在していない、全ての漁業が

許可等の枠組みの中にあるというようなものについては、魚種とか資源に着目した形で遊

漁についても入り口を規制するということは、将来的にはあってもよい議論ではないかと

いうふうには考えます。 

 それから、もう１つ、これも森さん、それから、ＪＳＡの桜井さんからも同じお話があ

りましたが、数量管理に限らずバッグ・リミット、あるいは漁具だとか漁法だとか、そう

いった規制を遊漁にも適用していく考え方はどうかということですけれども、これは、ま

ず漁業の世界も新漁業法の中でも資源管理は数量管理を原則としながらも、インプットの

規制と組み合わせた形で行っていくということになっておりまして、遊漁につきましても、

これまでも、数量管理というのは無いんですけれども、例えば都道府県の漁業調整規則と

か海区漁業調整委員会の指示といった形で漁具だとか漁法だとか時期だとかサイズだとか、

そういったことについての規制というのは多く存在しております。このクロマグロの資源

管理を推進するに当たって、あるいは健全な遊漁の振興という観点から有益な規制のアイ

デアがあれば是非検討していきたいというふうに考えます。 

 私からは以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 それでは、まずは調整委員会の委員のメンバーの方々から御質問、御意見等を承りたい

と思います。発言がある方はチャットで、どちらでも結構だそうです。御意見があればよ

ろしくお願いいたします。 

 特にないですか。 

 一番どこの県が獲れていたんですか。石川県は遊漁団体との何か協議会があるんじゃな

かったでしたか。石川県は今、誰。勝木さん。 

 勝木さん、どうですかね。分からないかな、代わったばかりで。 
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○勝木委員 代わりました。勝木です。聞こえますか。 

○田中会長 聞こえます。 

○勝木委員 実は私も県の水産課の方から二、三日前ですか、聞いたんですけれども、実

態についてはちょっと事務局の方に聞かないと私も把握しておりませんので、いいですか。 

○田中会長 結構です。分からないということですね。了解しました。 

○勝木委員 これについてお願いします。 

○田中会長 了解しました。 

○合瀬委員 学識経験者の枠で参加しております合瀬と申しますが、よろしいでしょうか。 

○田中会長 合瀬委員、どうぞ。 

○合瀬委員 意見の前に質問ですが、今回の対応方針、資料１－３に対応方針として「漁

業法第121条第４項で準用する同法第120条８項に基づき、農林水産大臣に対して指示に従

うべきことを命じる旨の申請をする」となっているんですが、これは大臣に申請をした後

は具体的にどういうふうな対応になるのですか。まずそこをお聞きしたい。そして「禁

止」とされているのですが、遊漁の方一人一人に全てこれを従わせることが可能なのかど

うか、方法としてどういうことを考えていらっしゃるのか、まずそこのところを教えてい

ただけますか。 

○西田補佐 管理調整課、西田でございます。 

 この委員会からの申請があった後に大臣からいわゆる裏付け命令という命令が発出され

ます。その命令が発出された段階において、その命令には法的な拘束力が生じまして、そ

の命令に違反すると罰則が適用されるという強制力が働くことになるということでござい

ます。 

○合瀬委員 ただ、参考人のどなたかがおっしゃっていましたけれども、釣り人全てを統

率しているわけではないということから考えると、もちろん罰則を設けるんでしょうけれ

ども、どうやって実際に獲ったのかとか、それから、報告があったのか、なかったのかと

かというのは、どういうふうにして実効力を担保されるんでしょうか。 

○西田補佐 対応方針の１を御覧いただければと思うんですけれども、実際の農林水産大

臣への命令発出の申請に行く前に都道府県農林水産部局あるいは必要に応じて水産庁の職

員が現地調査等を実施して、まず事情をよく調査すると。調査をした上で必要と認めた場

合に会長名による指導文書を出すということで、まずこの段階で一度必要な事情の調査等

の指導を行うというステップがその前にありまして、それでも状況が改善しない場合は、
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その次のステップとして裏付け命令発出の申請に至るということでございます。ですので、

違反行為が露見した段階でいきなり罰則を伴う命令が出されるということではなくて、一

度指導・是正が入るということを想定しているということでございます。 

○合瀬委員 その指導・是正については、どこにどういうふうにおやりになるんですか。

例えば遊漁船の方々にやるのか、それとも今日御参加になっている業界団体の方にやるの

か、その辺の実効性というか、そのあたりはプロセスの中で、多分、遊漁の方々が自粛し

ていただけるだろうというふうな期待の下でそういうことをされるという理解でよろしい

んでしょうか。 

○西田補佐 基本的には違反の疑い、疑義があるといった例えば情報に接した場合、どな

たかからの御連絡、通報を頂いた場合に、具体的な個別事案に対してこういった動きをす

るということでございます。その事案、ケースごとに個別の対応をこのように一つ一つ行

っていくということでございます。 

○合瀬委員 多分、日本国中かなりの地域で遊漁、クロマグロを対象にした釣りをされて

いると思うんですが、これはどこかポイントを決めてやられるんですか。それとも全国的

にやられるんですか。 

○西田補佐 基本的に、対象はこの日本海・九州西広域漁業調整委員会の指示であれば、

その管轄する海区ということになります。当然広域にわたりますので、都道府県水産部局

の協力を得ながら連携して、水産庁職員もカバーして対応するということを想定しており

ます。 

○合瀬委員 私は、遊漁に対する対応を決める前の調整委員会の会議でも申し上げました

が、実効性が本当に担保できるのかというところも含めて一度議論をしないと、なかなか

効果というのは出るのが難しいなという気がしました。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。合瀬委員のコメントは、多分、どうやって実効あ

る監視、モニタリングをするのかということだと思うんですけれども、１つは都道府県の

職員のほかに漁業者の監視があります。目がよく光っている。それから、市場関係者も禁

止の期間に水揚げされたりするとおかしいということで通報が過去にありまして、それを

基に、会長の方から何がしかの命令か何かを出したような記憶が私はございます。 

 それから、地元の漁業者の方から遊漁船が毎日出てクロマグロを釣っているという通報

がありまして、これは私のところではないんですけれども、水産庁の方か都道府県の職員
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か分かりませんが、ここの最初の段階にある警告というか指導という形で何回か足を運ん

だということを聞いたことがあります。なかなか実効性という意味では難しいんですが、

１つには漁業者が目を光らせているので、その漁業者がいる人たちの近辺は監視ができる

んじゃないかなということだと思います。 

○合瀬委員 大事なのは、遊漁の方に「資源管理というのは重要なんだ」と、「この枠を

守ることはとても大切なことなんだ」ということをまずは理解してもらうことなんだろう

なと思います。そのためにどういう方策があるのか、私にもこうすればいいという案があ

るわけではないんですが、やはり遊漁の方を交えて資源管理の重要性みたいなものをもう

一回理解してもらうということを設定しないと難しいのかなという感じがしました。 

 以上です。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。一度水産庁で、テレビで、討論会でもやってもら

ったりしたらいいんじゃないかな、クロマグロの。全国に周知されると思うので、ＮＨＫ

などが一番適している。すみません。 

 それでは、チャットの方で山口県の中島委員、御意見ございますでしょうか。 

○中島委員 中島です。 

 ３人の参考人に対する質問じゃなくてもいいんでしょうか。 

○田中会長 結構です。 

○中島委員 それでは、ちょっと水産庁の方にお伺いしたいんですけれども、今回、遊漁

の報告が出てきたという中で、先ほど参考人として出られた団体に入っている方々、この

方々は、多分報告をやられているのかなと思います。ただし、入っていない方が随分いる

わけですよね、日本全国。そういう中でとても答えにくい話だろうと思いますけれども、

報告の確度、どの程度が出てきているのか、その点についての考え方をお伺いしたいとい

うのが１点と、報告の中で遊漁船業者とマイ・ボート、このカテゴリー分けができている

のかどうなのか、また、先ほど３団体ありましたけれども、３団体に会員であるか否か、

その辺のカテゴリー分けができているのかどうか、その点についてお伺いをいたします。 

○松尾室長 沿岸・遊漁室、松尾です。 

 ３点、まず１点目の団体に入っていない人は報告していないんじゃないかということで、

報告の確度という非常に答えにくいところではあるんですけれども、私どもはこの３月に

発出されました委員会指示の周知徹底ということについては、全力を挙げてやりますとい

うことで、マスコミとか釣り関係のメディア、それから、都道府県を通じて登録されてい
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る遊漁船業者に対しては確実に周知を行っておりますので、少なくとも遊漁船業者からの

報告漏れといいますか、こういう報告義務があることを知らなくて報告しなかったという

ことはほとんどなかったのではないかというふうに考えております。他方で、報告せずに

獲っている人がいるよというような情報がもたらされたことも、それはございます。 

 それから、プレジャー・ボートと遊漁船の客のカテゴリー分けというのは、これは特に

報告のフォーム上行っておりません。実際の報告を見ておりますと、遊漁船の船頭といい

ますか、業務主任が、お客さんが釣った分をまとめて報告してくる分もありましたし、そ

うじゃなくてマイ・ボートで釣ったような方が報告してくると見て取れるものもありまし

た。 

 それから、すみません。３点目は団体の加入している人とそうじゃないかの区別という

ことでよろしかったでしょうか。もしそうであれば、そのような区別は一切しておりませ

ん。 

○中島委員 分かりました。ただ、遊漁船業者の皆様については、今言われたように把握

ができるわけですね。その中で今まで昨年は10.2トンという数字が出てきています。です

から、前回、委員会指示を出すときに考えるべき話だったんだろうと思うんですけれども、

報告の中でこの辺のカテゴリー分けができていれば、ある程度数字の確度についても検討

ができるのかなというような気がいたします。その点についてはいかがでしょうか。 

○松尾室長 報告の様式を検討する際にマイ・ボートで釣ったものなのか遊漁船の客なの

か、あるいは船頭なのかということが分かるようにしておけば、おっしゃるようにより細

かい傾向といいますか、内訳を知ることができたのではないかと思っておりますので、ま

た今後仮にこのような形で規制を継続していく際には参考とさせていただきたいと思いま

す。 

○中島委員 中島です。よろしくお願いいたします。 

 それと、私自身もどうだったかなと思っているんですけれども、先ほど話がありました

ように遊漁船業者の方から報告していただくのか、それとも遊漁船業で案内された人が報

告するのか、前者の方がいいような気もするんですけれども、今後も委員会指示で違反ど

うのこうのという話になってくると、またそこまで限定できないんでしょうかね。いかが

でしょうか。 

○松尾室長 委員会指示との関係でいうと、原則は釣った人なんですけれども、報告義務

があるのは。ただ、これは運用上といいますか、船頭がまとめて報告するという形でも受
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け付けるといいますか、報告を受けた形にしているということでございます。 

○中島委員 分かりました。以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 それでは、次は山形県の加藤委員、どうぞ。 

○加藤委員 山形県の加藤です。 

 質問とか意見ではなくて情報提供ということでお話しさせていただきますけれども、恐

らく山形県は、今年は大変にマグロが釣れたそうで、私の想像なんですが、いろんな人の

話を聞いての総合的な状況を踏まえた上での想像なんですが、多分、釣り人が釣っている

マグロはもうとっくに10トンを超えているんじゃないかというふうに考えております。だ

から、よほど報告を得ることを何らかの方法で決定しないと、実際の数字はなかなか分か

らないんじゃないかという感じがします。 

 特に私はちょっとモニタリングということで、ある遊漁船の船長からお客さんを紹介し

てもらって、そのお客さんに直接話を聞いてみました。半日で一番多い日で30キロ以上を

12本釣ったそうです。この人は、多分、５月中旬からずっと月に２、３回ぐらいはいろん

な遊漁船に乗って釣りをしているみたいです。だから、船のオーナーじゃなくてお客さん

なんですね。そのほかに自分でボートを持って釣ってくる人も大分多いので、余り真面目

に報告を受けてしまうと、逆に公表できないような数値に上ってしまうのかなという不安

もあるんですけれども、ストップを掛けるタイミングを考えるのであれば、やはりもう少

し報告を正確に受ける手段が必要なのかなというふうに考えたので、ちょっと飽くまで情

報提供ということでお話ししました。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。水産庁の方は特にいいですか。 

 それでは、次は石川県の勝木委員、何か追加で御発言ございますでしょうか。 

○勝木委員 先ほど発言した勝木ですけれども、実は私、石川県の海面利用協議会で会長

しておりまして、我々漁業者と海を利用するダイビングの方あるいはヨットの方、あるい

は魚釣り協会の方、そういう組織ですけれども、本格的なマグロについての今まで話がな

かったものですから、今後そういうことを含めて石川県が全国で一番多いということです

から、一応協議会の場で実態を調べたいと思っております。 

 以上です。 

○田中会長 ありがとうございました。御協力、よろしくお願いいたします。 
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 あとは兵庫県の川越委員。 

○川越委員 私からは御質問をしてみたいというふうに思います。今回、先ほど森さんで

すか、ライセンス制度導入というような話がございました。そういう中で全漁調連への要

望の中、過去にライセンス制ということも一時期謳ったことはあるんですが、そういう言

葉じゃなしに数量管理とか、最後は遊漁船の抑制という法制化を求めるというふうな要望

を出したこともございますが、どうも、そういう水産庁の反応は、先ほど室長が言われた

ように、ライセンス制の話は非常に実現性が難しいような話はされたんですが、せっかく

このように参考人の方からもそういうアイデアを頂いて、少しは理解が得られるものがあ

るのだから、これはやはり過去の慣例というんですか、そういうところから実現が乏しい

というのではなく、ここは１つ管理の仕方ということでやり方の方法で一考すべきではな

いかというふうに思いますので、そこは１つよろしくお願いしたいと思いますし、もう一

点、遊漁者の、今、山形の加藤さんから言われたように、本当の釣獲報告の正確さという

ものがいかがなものかと。そして、それをどういうふうなシステムで水産庁は捉えている

のかなということをお聞きしたい。我々漁業者は、今回の漁業法改正で漁獲報告等々のも

のが迅速化を求められるようになっている。そういう中で、今回のクロマグロの資源管理

もやはり実態の釣獲結果というんですか、そういうものの迅速化が図られないと、なかな

か正確な把握ができないんじゃないか。そうなると、言われるような委員会指示の実効性

というのが本当に実現できるんだろうかなというふうにちょっと不安を覚えるようなこと

です。 

 それから、私の意見はもう一点、すみません。最後の議論になるとは思いませんけれど

も、例えば、この委員会指示を来年の５月までというふうに言われているんですけれども、

その後の次の想定されるイメージというんですか、それはどういうふうなことを水産庁は

描いておるのかということの３点、私の方からの質問としたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○田中会長 これは遊漁室長。 

○松尾室長 ありがとうございます。沿岸・遊漁室長、松尾です。 

 ライセンスにつきましては御質問ということではなかったかと思います。考え方につい

ては先ほど申し上げたとおりでございます。 

 それから、報告の正確性といいますか、システムをどういうふうに考えているのかとい

うことですけれども、これは報告ですので、３月に出した委員会指示66号のことになるか
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と思うんですけれども、その際には報告の方法として委員会指示発出と同時に４つの方法

を定めておりまして、ファクス、メール、ウェブ入力、アプリ入力ということで、なるべ

く利便性を上げて遊漁者側の報告の負担が少なくなるようにということで知恵を絞ったつ

もりではおったんですけれども、そのうちウェブ入力とアプリによる報告というのがまだ

システム開発の方が遅れておりまして、ウェブ入力の方がやっと昨日から可能になったと

いうところでございます。これまで報告の多くはファクスないしメールで受けているとい

うところでございます。 

 そういった方法論ではなくて、そもそもどのぐらいまともに報告されているのかという

ことに関して言いますと、それは報告義務ということで委員会指示の違反ということにな

りますので、先ほど申し上げました違反に対する対応の中で対応してまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

 それから、来年５月までこの指示は有効期間としております。その後どうするのかとい

うことでございますけれども、これは３月に委員会指示を発出していただく際にも、今後

の遊漁の資源管理の在り方、特にクロマグロについてということで申し上げますと、将来

的にはといいますか、本来は漁業と同じように新漁業法第２章に基づく数量管理を行って

いくと。資源管理基本方針の中に遊漁の管理区分を設けて、ＴＡＣ制度の中で管理してい

くということを目指しているわけですけれども、それに対する段階的・試行的な取組、そ

れに向けての取組の一環として今回このような委員会指示という形で、手探りで規制を導

入してきたというところでございます。 

 この委員会指示による遊漁の規制の実施状況あるいは遊漁における資源管理への取組の

成熟状況ということを見極めながら、次のステップにということで考えているところでご

ざいます。 

○田中会長 川越委員、よろしいでしょうか。 

○川越委員 少し先ほどの報告の方法というのは、それはそれなんですけれども、私の質

問には答えていない。迅速化、早く報告をしなさい、早くしてそのことを水産庁が数量を

把握するという体制を取らないと、今やっていることの実効性がないというのはそういう

ことで、後々から分かるような報告では、必ずやまた漁業者との問題が出てくるというこ

とで、そういう報告の迅速化の方法としてどうなんだということを問うているわけで、方

法とか把握は出てきていますよと、それはそうなんだろうけれども、漁業者の方の漁獲報

告というのは当然漁協という管理団体があって、すぐ間近にもそういうことが把握できる
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から漁獲報告もできる。遊漁についてはそういうところをどこが取り扱って、それがどれ

だけ即日とかそういう迅速化で釣獲実績の報告がなされるのかということが１つの今回の

委員会指示の中にもトータル的にそういうことが大切ではないかというふうに私どもは思

ったわけですから、そういう質問をさせていただきました。御理解いただきたいと思いま

す。 

○松尾室長 すみませんでした。迅速性ということでございますと、今回のではなくて３

月の委員会指示の第66号の第３におきまして、報告期限というのは採捕した日から10日以

内、陸揚げした日から10日以内ということで委員会指示の中で定めております。今回も10

日以内といいますか、遅くとも２、３日の間には報告されるものはされているという状況

でございます。 

○田中会長 川越委員、よろしいでしょうか。 

○川越委員 もうそこはよく整理させてください。それで、また海区委員会でも議論がな

される部分があると思いますので、そこはそれぞれの調整委員会の中でまた議論があると

思いますので、よろしくお願いします。 

○田中会長 では、要望を承ったということで先に進めさせていただきます。 

 それから、続きまして、長崎県の髙平委員、どうぞ。 

 髙平委員、聞こえますか。 

○髙平委員 聞こえていますか。 

○田中会長 聞こえます。 

○髙平委員 長崎県の髙平です。 

 委員会指示の発出後、採捕を禁止する旨の公示がなされた場合は、本県も遊漁関係者に

その内容を周知することとしており、つきましては、採捕の禁止期間の設定等において現

場に混乱が生じることがないよう適切に手続のお願いをいたしたいということです。 

○田中会長 これはどちらになる。要望を承ったということでよろしいですか、髙平委員。 

○髙平委員 お願いします。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、再び中島委員から御意見があるようなんですが。 

○中島委員 山口県、中島です。 

 委員会指示の内容についてちょっとお伺いいたします。委員会指示の中で漁獲可能量制

度に基づくクロマグロの資源管理の枠組みに支障を来すおそれがあると認めるときは採捕



－33－ 

を禁止しますよという形になっておりますけれども、この基準、例えば今であれば約20ト

ンですか、遊漁者の枠として考えているのは約20トンだろうと思いますけれども、その何

トンになった場合に発出するとか、そういった基準の検討をされているのかが第１点。 

 第２点として、もう既に今回は６月17日から自粛になっておりますので、この委員会指

示発出と同時に採捕の禁止を行うのかどうなのか、その辺の考え方をお聞きしたいのが第

２点。 

 第３点として公示の方法、公示というか、これは公示でしょうけれども、周知の方法を

どのように考えているのか、その３つについてお伺いいたします。 

 それともう１つ、ちょっと話は変わりますけれども、違反者への対応方針なんですけれ

ども、対応方針（１）の①の違反内容で委員会指示に従わず遊漁者がクロマグロを採捕し

た場合は裏付け命令を申請するということになっていますけれども、委員会指示の中で意

図せずに採捕し、そのときは放流しなければならないと。だから、意図せずに採捕した場

合もこれに該当するのかどうなのか。文面を平たく読めばそういうふうになっちゃうんで

すけれども、その点はちょっと規定しておく必要があるのかなというような考え方も持っ

ています。その辺についての考え方をお伺いしたいと思います。 

○松尾室長 沿岸・遊漁室長、松尾です。 

 期間を定めて公示する基準という考え方ですけれども、これは目安として先ほど御説明

したとおり遊漁に充当できる留保枠というのは20トン程度ということですので、現時点で

はそれに迫るような積み上がり方をした場合には、その20トン程度に達する前に止められ

るようなタイミングで公示するということになりますが、これはいろんなケースが想定さ

れるところでして、現時点では１日に何トンもということで増えているわけではありませ

ん。ひょっとしたらこのまま自然体で収まる可能性もあります。それが、かなり時期が進

んだ段階でまた少し獲れたということであれば、その時点で漁業に取っておかなければい

けない留保枠というものも変わってくるでしょうし、そこは20トンになれば止めるという

ことで、現時点で決め打ちするということではございませんが、目安としてはあくまでも

このまま進めば20トン程度が目安となるということでございます。 

 それから、６月17日、日本海で自粛といいますか、協力要請が出ている中で委員会指示

の発出と共に禁止されるのかという御質問だと思いますけれども、大型魚の採捕禁止とな

るのはあくまでも期間を定めて公示されたときの期間の始期からということでございます。 

 それから、周知に関しましては、これは今、66号の方でクロマグロ大型魚については採
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捕したら報告してくださいという周知をしているわけでございますので、それに上書きす

るような形で広報素材を配布するとかという方法で66号のときと同じような方法で周知を

図りたいというふうに考えております。 

 それから、最後の違反者の違反内容の表記の仕方についてかと思うんですけれども、こ

の委員会指示に従わず遊漁者がクロマグロを採捕した場合というものの中には、当然意図

せず採捕して海中に直ちに放流しなかった場合というのも含まれるというつもりでこのよ

うに作っているものでございます。 

 以上です。 

○田中会長 中島委員、よろしいですか。 

○中島委員 ありがとうございます。 

 すみません。追加で最後の委員会指示に従わず遊漁者がクロマグロを採捕した場合とい

うことに含まれるということですけれども、意図せずに採捕した場合、これも採捕になっ

ちゃうんですかね。その辺の整理がどうかなというのが気になっています。 

 それから、もう一点、これは確認ですけれども、６月17日に日本海・九州西海区におい

てマグロ遊漁を控えるようにということで出されたということですが、６月16日から今日

までの積み上げ、これは日本海・九州西海区以外の海域で採捕されたマグロの漁獲量とい

うか採捕量であるという認識でよろしいんですかね。 

 以上です。 

○松尾室長 すみません。まず、２点目の方からですけれども、６月17日に協力要請が出

て以降の積み上がりというのは、日本海における採捕の報告も含まれます。もっと言えば、

日本海が大半です。 

 それから、先ほど私がちょっと含まれると言いましたけれども、確かに中島委員御指摘

のとおり、従わずに採捕した場合というと、そこに何か故意性があるような捉え方もでき

ますので、ここはちょっとできれば修正させていただきたいと思います。指示に従わず採

捕した場合又は意図せず採捕して直ちに海中に放流をしなかった場合、こういうふうに並

べて書いた方がいいと、そういう御指摘と受け取りましたが、それでよろしいでしょうか。 

○中島委員 私の考えもそれと全く同じです。どうぞ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。 

 それでは、続きまして、島根県の中東委員、どうぞ。 

○中東委員 聞こえますか。 
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○田中会長 聞こえております。 

○中東委員 すみません。先ほどの中島委員の質疑応答の中で私の聞きたいことも出てい

ましたので、これについては了解いたしましたので、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。これ以上ないということの理解でよろしいですか。 

○中東委員 はい。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、山形県の加藤委員、再びどうぞ。 

○加藤委員 山形県の加藤です。 

 今回の委員会指示の内容に盛り込むことは難しいと思うんですけれども、今後、例えば

来年の６月１日以降の内容でやはり持ち帰りを１人１本に制限するというふうなものは入

れてもらいたいなというふうに考えます。それと、実数の報告なんですけれども、やはり

これからますます難しくなるんじゃないでしょうか。これからは報告すればするほど、要

するに釣りの禁止が早くなるわけですから、ますます報告が進まないような気がするんで

すよね。そういうことを考えた場合に、資源保護ということをまず第一に考えるのであれ

ば、持ち帰り１人１本というのは、私は有効なのではないかと思います。お土産としては

１本あれば十分なのであって、２本以上持ち帰る人というのはやはり転売目的じゃないか

というふうにどうしても我々は考えてしまいますので、この辺は、私は比較的ルール化が

容易なのではないかなというふうに考えます。 

 以上です。 

○田中会長 検討課題ということで承ったということにさせていただきたいと思います。

加藤委員、それでよろしいですか。 

○加藤委員 それで結構です。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 それでは、富山県の網谷委員、よろしくお願いします。 

○網谷委員 先ほどからちょっとチャットの方に入れていたんですが、なかなか入らなか

ったので、遅ればせながらちょっと意見を述べさせていただきます。 

 私の方から一応２点ほどお話がございますけれども、というのは、やはり遊漁者との対

応ということで、私はこれで海区を一応３期目ですが、遊漁者の方と真剣に話し合ってこ

なかった、遊漁者の人にやっぱり採捕の許可、漁獲枠を与えるということになると、今、

国際的にマグロの資源管理を行って、それ以来、各県に割当て量が来て、その割当て量に
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応じた形で漁獲しているわけでございます。富山県の場合はマグロの漁獲量の99％が定置

網でございまして、マグロの資源は確かに増えているというふうに実感しております。今

年度の場合は、今年度といいますか、今年の冬の場合は水揚げできる量よりも放流してい

る量の方が多い日の方が多い、そういう日が多々ございまして、やはりそうなりますと、

富山県の場合、約100トンの漁獲枠でございますが、そこで遊漁者の方に漁獲枠を取られ

ると、なおさら漁業者の漁獲する量が少なくなるということでございます。 

 ということで、私は、基本的にはキャッチ・アンド・リリースということで先ほど申し

述べておられましたそういう形では合意できても、今後、長期的には漁獲枠を与えること

に合意していかなくてはならないという、個人的にそういう意見を持っておりますが、今

年度、来年度という短期的にはちょっと不可能ではないかなというふうに思っております。 

 私の意見でございます。以上です。 

○田中会長 ありがとうございます。御意見、承ったということで検討させていただきま

す。 

 ほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。特にないでしょうか。 

 私も委員の一人なので、一言だけ。遊漁者の代表の方々から出された意見ですか、これ

はかなり具体的だったと思いますよね、対策としては。ライセンス制であったり、バッ

グ・リミットを設けろとか、それから、釣針、漁具の規制を入れなさい。多分この３点セ

ットで相当有効なんだろうなというふうに感じました。この中で多分やりやすいのは漁具

の規制、割当て量に関するバッグ・リミットというのは、なかなか枠を必要とするんです。

ちょっと時間が掛かるような気がします。ライセンス制も同じですけれども。ということ

で前向きに検討していただければというふうに思います。 

 ということで、ほかに委員の皆様から御意見ございますでしょうか。 

 それでは、特段なければＪＳＡの桜井さんの方から発言がしたいということなので、許

可したいと思います。 

○桜井氏 ありがとうございます。ＪＳＡの桜井です。 

 ２つありまして、１つ目は先ほど加藤委員がおっしゃっていた持ち帰りを１人１本に制

限する、例えば１人当たり12本ほど釣れているというようなところの状況について我々が

観測している範囲は、これは情報共有という形になるんですけれども、確かに加藤委員が

おっしゃるとおり私もマグロ釣りはこれまでやっぱりやってきたんですけれども、１日で

確かに10本程度釣れるというのは、私は個人的には経験したことがないんですけれども、
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羨ましい話として聞いたことはあるので、現実問題あるかないかでいうと、全然起こり得

る話なのかなと思っています。これは基本的に加藤委員の意見に賛同して、我々の釣りの

立場から情報共有ということなんですけれども、そうなった際におっしゃるとおり１人１

本までに持ち帰りをするというのが、非常に現実的には我々も有効かなというふうに思っ

ていまして、実際問題、マグロは非常に大きい魚ですし、処理も大変ですし、一般的に遊

漁船は小さい船なので、そもそも10本以上入れられるクーラーを積んでいる船も現実問題

かなり限られていると思うんですけれども、１人当たり大量の魚をキープしている方たち

というのは、加藤委員おっしゃるとおり、飲食店に卸していたり、それこそ市場に持ち込

んでいたりという例も我々も当然本当にごく一部のマナーの悪い釣り客として把握をして

おりますので、御認識の実態というのは、我々が釣り業界を見ている範囲でもかなり近し

いものがあるのかなというふうに思っています。 

 あともう一点は事務的な質問なんですけれども、昨日の委員会と異なって、今の加藤委

員の御発言等もチャットで結構テキストが残されていますけれども、これは事務局の皆さ

んに質問なんですが、ここのチャット欄というのは議事録に掲載されるのでしょうか、さ

れないでしょうかというのが一応１点確認でした。 

 以上でございます。 

○西田補佐 水産庁管理調整課、西田でございます。 

 議事録上の扱いにつきましては、基本的には委員、それから、参考人の皆様の音声によ

る御発言を議事録に残すということでございまして、チャット欄に記載されている事項は

議事録には掲載しない予定でございます。 

○桜井氏 承知しました。 

○田中会長 それでは、ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。 

 大体意見は出尽くしたということで、先に進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、委員会指示の件なんですが、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67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

66号及び第67号に基づく遊漁者のクロマグロの採捕制限の違反者への対応方針を本日付で

制定することとし、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。 

 ただし、先ほど、故意に混獲したんじゃないけれども、直ちに放流しなかった場合につ

いては、この文言に含まれておりませんので、その文言を含むという条件でお認めいただ
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ければと思います。賛成、反対がございますれば、どちらか言っていただけると有り難い

と思います。 

（「異議なし」の声あり） 

○田中会長 よろしいですか、皆さん。 

 ありがとうございます。 

 特段御反対、意見がないということで、賛成多数ということでこのまま進めさせていた

だきたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、修正したものを一旦皆さんにお配りしますか、文言。いつの時点で。軽微な

修正ではないから。 

○松尾室長 先ほど私、中島委員の方に修正の趣旨というのは確認させていただいたと思

うんですけれども、もう一度ちょっとどのように修正するかというのをこの場で確認させ

ていただいて、それの直したものを後でお届けするということでさせていただければと思

うんですが。 

○田中会長 口頭で言いますか。 

○松尾室長 よろしいでしょうか。 

○田中会長 どうぞ。 

○松尾室長 対応方針の２の（１）の①のこの欄につきまして、委員会指示に従わず遊漁

者がクロマグロを採捕した場合の後に「又は意図せず採捕して直ちに海中に放流しなかっ

た場合」。もう一度言います。この原稿といいますか、今お示ししているものの①の後に

「又は意図せず採捕して直ちに海中に放流しなかった場合」。 

○田中会長 チャットに書いてもらって。誤字脱字は後で直せるから。 

 皆さん、チャットの方に今追加した①の採捕した場合の後に続く文章が若山さんの方か

ら送られて記載されております。中島委員、これでよろしいでしょうか。 

○中島委員 中島です。 

 ありがとうございます。私の思ったとおりになっております。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 それでは、皆様に御確認いただいたということで、このまま進めさせていただきたいと

思います。直したものについては、後で皆様に水産庁の方からお送りさせていただきたい

と思います。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の事務手続と官報への記載をよろしくお願いい
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たします。 

 それでは、議題１をここで閉じさせていただきまして、続きまして、議題２のその他で

すが、事務局では特にないということですが、せっかくの機会ですので、委員の皆様から

何か情報提供などがありませんでしょうか。もしあればマイク・オンにして御発言いただ

ければと思います。 

 特にございませんか。日本海の様子とかよろしいですか。 

 分かりました。では、特段ないということで、ありがとうございました。 

 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すが、意思の疎通は図られた

とこちらでは理解しておるんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。聞こえなくて

発言できなかったとかいうことがあると、ちょっとこちらとしても心配なんですが、何か

御発言ございますでしょうか。 

 もしなければ異議がなかっ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が、

もし異議がなければ異議なしと発言していただいて。 

（「異議なし」の声あり） 

○田中会長 それでは、特に異議がなかったということで、ありがとうございました。 

 それでは、全ての議事について御了承いただいたということ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いて事務局より説明をお願いいたします。 

○西田補佐 管理調整課、西田でございます。 

 ３月にお伝えしたとおり、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。

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をお聞きしながら、また、

新型コロナウイルスの感染状況も踏まえまして、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。 

○田中会長 次回の委員会は３月にお話があったとおり11月頃に予定されているとのこと

です。10月以降も委員を務め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。 

 委員各位、御臨席の皆様におかれましては、議事進行への御協力、貴重な御意見をあり

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いた山口県の中島委員、大臣選任委員の土門委

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、よろしくお願いい



－40－ 

たします。 

 それでは、これをもちまして第38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。 

午後４時15分 閉会 


