
 

 

 

 

 

 

 

 

第６回太平洋広域漁業調整委員会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年３月２７日 

 

 

 

水 産 庁 



 

目         次 

 

日時 

  平成１８年３月２７日（月） 14：00～16：30  

場所 

  アジュール竹芝 天平の間 

出席者 

（委員） 

澁川 弘   (社)全国豊かな海づくり推進協会副会長理事 

澤口政仁   三沢市漁業協同組合代表理事組合長 

叶谷守久   福島県漁業協同組合連合会副会長 

外記栄太郎  千葉海区漁業調整委員会会長 

竹内正一   東京海区漁業調整委員会会長 

磯部 進   みうら漁業協同組合理事 

橋ヶ谷善生  静岡海区漁業調整委員会会長 

吉戸一紀   篠島漁業協同組合組合長 

迫間虎太郎  三重県海区漁業調整委員会委員 

網本成吉   田辺漁業協同組合代表理事組合長 

左海 守   日和佐町漁業協同組合代表理事組合長 

澳本勝彦   大方町漁業協同組合代表理事組合長 

林 穂積   日振島漁業協同組合代表理事組合長 

金丸昌洋   宮崎大学非常勤講師 

福島哲男   株式会社福島漁業代表取締役 

鈴木徳穂   丸徳漁業株式会社代表取締役 

山田洋二   株式会社浜平漁業代表取締役 

伊妻壯悦   伊妻漁業株式会社代表取締役 

宮本利之   有限会社昭和水産代表取締役 

有元貴文   東京海洋大学海洋科学部海洋生物資源学科教授 

山下東子   明海大学経済学部経済学研究科教授 



（水産庁） 

 小林芳雄  水産庁長官 

 五十嵐太乙 水産庁資源管理部長 

武田真甲子 資源管理部管理課長 

 長谷成人  資源管理部管理課資源管理推進室長 

 大橋貴則  資源管理部管理課資源管理推進室資源管理企画班課長補佐 

 小池幹人  資源管理部管理課資源管理推進室ＴＡＥ班課長補佐 

冨田智明  資源管理部沿岸沖合課指定漁業第１班課長補佐 

 

議題 

（１）資源回復計画について  

  （２）平成18年度資源管理・栽培漁業関係予算について  

  （３）特別テーマ「広域資源に関する漁場整備のあり方について」  

  （４）その他 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

 

 

開  会 

 

○事務局（小池） それでは、定刻となりましたので、ただいまから第６回太平洋広域漁

業調整委員会を開催いたします。 

 本日は、都道県海区互選委員のうち北海道の川崎委員、岩手県の宮古漁業協同組合・代

表理事組合長の大井委員、宮城の阿部委員、茨城の深澤委員、並びに大分県の荻田委員、

大臣選任委員のうち山本委員、砂山委員、以上の方々が事情やむを得ず御欠席されており

ますけれども、委員定数28名のうち過半数を超える21名の委員の方々の御出席を賜ってお

りますので、漁業法第114条で準用いたします第101条の規定に基づきまして本委員会は成

立していることを御報告いたします。 

 それでは、議事進行につきましては澁川弘会長にお願いいたしたいと思います。澁川会

長、よろしくお願いいたします。 

○澁川会長 本日は、年度末のまことに御多忙の中、委員の皆様方、また御来賓の方々に

おかれましては、第６回太平洋広域漁業調整委員会に御出席を賜りまして、心から御礼を

申し上げる次第でございます。 

 本日の委員会では、本委員会に設けられた部会が２つございますけれども、区域をまた

がる資源回復計画であります「マサバ太平洋系群資源回復計画」の取り組み状況について

報告を受けますとともに、計画の一部変更について御審議をいただく予定といたしており

ます。 

 また、前回の委員会で、事務局から、本委員会は沿岸と沖合の漁業者の方々が席を同じ

くして資源回復・資源管理について対話できる貴重な場でありますので、計画以外の資源

管理に関する事柄につきましても委員の皆様の要望を踏まえて議論をしていきたいという

話がございました。そこで本日は、特別テーマといたしまして「広域資源に関する漁場整

備のあり方」といった議題が用意されております。各委員の方々におかれては日ごろから

大変御関心のあるテーマだと思っておりますので、活発な御議論をちょうだいできればあ

りがたいと思っております。 

 委員の皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。 
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挨  拶 

 

○澁川会長 それでは、議事に入ります前に、本日は水産庁から小林長官が、御多忙の中、

御出席いただいております。御挨拶をちょうだいいたしたいと思います。 

○小林長官 水産庁長官の小林でございます。委員会の開催に当たりまして、一言御挨拶

申し上げます。 

 本太平洋広域漁業調整委員会は６回目を迎えることになりました。この間、委員の皆様

方にはいろいろな観点で御議論いただきまして、さまざまな取り組みをさせていただいた

ところであります。また、本日は年度末のお忙しい中を多数お集まりいただきまして、あ

りがとうございました。 

 私どものいろいろな政策課題の中で資源の問題は重要課題でございまして、今、会長か

らもお話がございましたが、資源回復計画の推進ということで取り組んでおります。特に

本日御審議いただくマサバの太平洋系群でありますが、マサバは我が国にとって非常に貴

重な資源でありますし、国民的にも大事な魚でございますが、長らく状況は非常に厳しゅ

うございました。それが2004年、一昨年に優勢な群が産まれたということでありまして、

ちょうど今年、この魚が産卵期を迎えるときになるわけでございます。そういう意味で、

せっかく産まれたマサバが今年どうやって活用されていくかということ、とりわけ私ども

で進めております資源回復計画との関係でこれがいかに効果を上げるかという意味でも非

常に注目しておりますし、ぜひ皆様方にいろいろな御議論をいただいて、よい方向に向け

た方策が打ち出していければと思っているところであります。 

 また、資源回復計画を14年から進めておりますが、今までの魚種ごとの対応に加えて、

漁業種類ごとに包括的にやっていくということも打ち出しておりまして、今後ともいろい

ろな工夫を重ねながら、より効果のある資源回復計画にしていきたい。また、資源の問題

に加えまして、それをベースに付加価値の向上とか、漁業操業の効率化とか、いろいろな

ことが関係してきますので、そういったことも念頭に置いて、さらに効果的な取り組みを

進めていきたいと思っているところであります。 

 そういう中で、来年３月に向けて水産基本計画の見直し作業が始まっております。御案

内のとおり１月に諮問いたしまして、今日も山下委員をはじめ資源・経営の関係で議論も

いただきました。今までやってきた対策を項目ごとに分けて検証をしている最中でござい
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ます。この議論でもさまざまな御意見等がございまして、今後、これをよく煮詰めながら

具体的な政策としてどういうふうにつくっていくのかということが１年がかりの作業にな

るわけでございます。 

 その中では資源、そして経営ということが一つの大きなポイントだと思っております。

資源につきましては今申しましたような形で、我が国周辺水域の資源回復がそれなりに効

果も上がってきておりまして、この基本計画を進めている中である意味で効果の出てきて

いる一つの政策ではないかというふうに評価しています。 

 一方、国際的に見ますと、資源状況は非常に厳しく、特に国際的に魚食に対する需要が

非常に増えております。よく言われる中国等の経済成長もさることながら、欧米を含めて

魚に対する関心が非常に高まってきていることは事実でございまして、そういった中で

我々は日本周辺の資源回復をどういうふうにやっていくかということとあわせまして、周

辺――これは従来からの中国、韓国、ロシアも当然でございますし、それから世界全体の

資源回復・資源管理に日本が率先して取り組んでいくことが求められているのではないか

と思っております。そういう意味でも、まず足もとの私どもの周辺水域での資源回復・管

理をきちんとやっていきたいというふうに考えておりますので、今後の基本計画の見直し

に当たりましても、皆様方の現場を踏まえた御意見や方向づけをいただければと思ってお

りますので、どうぞ引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 今日はどうもありがとうございました。 

○澁川会長 長官、どうもありがとうございました。 

 小林長官におかれましては、この後の御予定の関係で、ここで御退席なさるとのことで

ございます。 

 どうもありがとうございました。 

（長官退席） 

 

配付資料の確認 

 

○澁川会長 それでは、本日お配りしております資料の確認から入りたいと思います。事

務局からお願い申し上げます。 

○事務局（小池） それでは、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただき

ます。 
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 本日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、配席図、そ

れから本日の委員会の出席者名簿が２枚ございます。その後が御説明させていただく資料

になりますけれども、資料１-１、資料１-２、資料１-３、この３部がマサバ太平洋系群

資源回復計画にかかわるものでございます。それから、資料２といたしまして平成18年度

の予算関係の資料、資料３といたしまして広域種に関する漁場整備のあり方の関係資料に

なります。以上が本日お配りしている資料でございます。不足等ございましたら、事務局

の方にお申しつけいただければと思います。 

○澁川会長 皆さん、お手元に資料は間違いなくございますでしょうか。 

 

議事録署名人の指名 

 

○澁川会長 それでは、これから議事に入らせていただきますが、最初に後日まとめられ

ます本日の委員会の議事録署名人を選んでおく必要がございます。これには、本委員会の

事務規程第12条により会長の私から御指名をさせていただくこととなっております。僭越

でございますが、私の方から指名をさせていただきます。 

 都道県海区互選委員からは宮崎県の金丸昌洋委員さん、農林水産大臣選任委員からは鈴

木徳穂委員さんのお二方に本日の委員会に係る議事録署名人をお願い申し上げます。 

 

議  題 

（１）資源回復計画について 

 

○澁川会長 それでは、議題に入ります。議題（１）は「資源回復計画について」でござ

います。先ほど申し上げましたとおり、本委員会では、本委員会に設けられた２つの部会

の区域をまたがる資源回復計画であります「マサバ太平洋系群資源回復計画」につきまし

て取り組み状況の報告を受け、また、前回の委員会の際に、事務局から本計画の今後の展

開方向として取り組み範囲の拡大を検討している旨の報告があったところでありますので、

本日の委員会で取り組み範囲の拡大に係る計画の一部変更について御審議をいただく予定

でございます。 

 それでは、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（小池） 水産庁管理課の小池でございます。座って御説明させていただきます。 
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 本日は計画の一部変更について御審議をいただくということでございますが、まず資源

回復計画のこれまでの取り組み状況につきまして、資料１-１に基づき、本計画の核とな

る取り組みであります休漁措置の状況を中心にまず御説明し、その後、資料１-２に基づ

きまして昨年から始まりましたミニ船団化の状況を御説明し、その後、資料１-３に沿っ

て今回お諮りいたします計画の一部見直し案について御説明をいたしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、まず資料１-１をごらんください。「マサバ太平洋系群資源回復計画の概要

及び取り組み状況について」でございます。 

 計画の概要及び取り組み状況につきましては、これまでの委員会でもその都度御説明を

してきているわけでございますが、先ほど申し上げましたとおり、本日は計画の一部見直

しについて御審議いただくということでございますので、これまで委員会で行った説明と

重複する部分はございますけれども、計画のスタート時点からの状況を含めて御説明させ

ていただきたいと思います。 

 本計画につきましては皆様方御承知のとおり平成15年10月に作成・公表されております。

その後、マサバ太平洋系群につきましては、卓越年級群等の資源状況の発生量がよいとき

に、タイミングを逃がすことなく保護することによって、資源回復に必要な数量の産卵親

魚を確保し、資源の回復を図っていくというコンセプトのもと、現在までのところ、太平

洋北部水域の大中型まき網漁業において、休漁を核の取り組みといたしまして、それにあ

わせて減船、ミニ船団化等にも取り組んできているところでございます。 

 計画の核であります休漁措置につきましては、２の（１）に書いてありますが、定期休

漁と臨時休漁の組み合わせで実施するということでスタートいたしております。 

 この具体的な取り組み状況は３に書いてございます。これまでの説明と重複しますけれ

ども、平成15年度漁期から申し上げますと、平成15年度の漁期の計画がつくられてから平

成16年の６月までの間に７日間の休漁を行い、延べで185カ統が休漁し、全体の削減率は

13％という状況でございました。 

 そこで、ハとして獲り残し効果試算をお示ししております。これについても前回の委員

会で御説明いたしましたけれども、改めて確認の意味で御説明させていただきます。この

休漁効果試算につきましては、※印のところに書いてありますとおり、仮に休漁日に出漁

して操業していた場合、どのぐらいの漁獲量があったかということを休漁日前後の平均の

漁獲量から計算上求めた数値でございます。この計算方法につきましては、資料の４ペー
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ジの下の２番の表で一番上の欄に「計算方法」という欄を設けてございますけれども、こ

のような計算方法に基づきまして、平均の漁獲量の出し方を操業統日数単位で求めるとい

う方法と平均漁獲量を日数単位で求めるという２つの方法で求めた数値でございます。計

算式はここにお示ししたとおりでございます。特に今回計算方法を変えたわけではござい

ませんけれども、確認の意味で再度御説明させていただきました。その計算方法に基づい

て算出した数字をハのところにお示ししているということでございまして、平成15年度漁

期は2010トン～6609トンという数字になっている。計算上求めた数字がこのようになって

いるということでございます。 

 続きまして、16年度漁期の状況でございます。16年度漁期につきましては、休漁日数が

22日、延べ休漁統日数が615カ統、全体の削減率が21％ということでございます。先ほど

申し上げた計算方法に基づいて試算した数字がこのような数字になるということで、ハの

ところでお示しております。 

 ２ページにまいりまして、平成17年度漁期はどういう状況かということでございます。

10月に開催された前回委員会では９月までの状況について御説明させていただいておりま

したが、今回は２月末日までの数字を掲載してございます。昨年10月以降、22日、延べ

746カ統の休漁が実施されておりまして、合計で平成17年度漁期、去年の７月から今年の

２月までの間で、休漁日数で28日、延べ休漁統日数で914カ統日となっておりまして、削

減率は32％という状況でございます。ハの獲り残し効果試算につきましては、同じような

計算方法で求めた数字を載せてございます。 

 以上が休漁の状況ですけれども、平成17年漁期の休漁の詳細につきましては資料の５ペ

ージ以降に載せてございます。今申し上げたとおり17年度漁期については現在までのとこ

ろ28日の休漁をしているわけですが、こういった時期に行われているということでござい

ます。左から２つ目の欄をごらんいただきますと定時と臨時の区別がございますけれども、

一番上の第18回、「定時」と書いてある部分は定時休漁を実施しましたが、それ以降はす

べて臨時休漁という形で、水揚げが多かった場合、その翌日は機動的に休むというような

取り組みを行っているところでございます。６ページ以降に日別の漁獲状況等も載せてご

ざいますので、これらは参考にしていただければと思います。 

 また、休漁につきましては、ただいま説明しました15年度漁期、いわゆるスタート時点

からの状況につきまして、これも前回委員会でお示ししておりますけれども、図と表とい

う形で資料をつくってございます。資料の３ページにこれまでの取り組みについての効果
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試算図がございますが、これはこの期間にあった実際の漁獲量、そして先ほど申し上げた

計算方法に基づいて求めた獲り残し量をグラフでお示しているものでございます。４ペー

ジにはこのグラフのもとになりました表を添付しておりますので、これについても参考ま

でにごらんいただければと思います。 

 ２ページに戻っていただきまして、以上のように、休漁を核として、減船、それから後

ほど資料１-２に基づいて御説明いたしますが、ミニ船団化という取り組みもあわせて行

ってきている状況でございます。 

 これらの状況を踏まえまして、４番に「展開方向」と書いてございますけれども、今回、

マサバ太平洋系群の資源回復計画につきまして、産卵親魚保護の必要性が認められた場合

には、関係漁業者の合意のもと、機動的な取り組みができるように計画の一部見直しを行

うとともに、現在も取り組みを行っております太平洋北部水域の大中型まき網漁業の関係

漁業者の方々におかれても、今までの実績を踏まえ、また資源状況を踏まえ、より効果的

な休漁の実施等、取り組み内容の高度化の推進を今後とも図っていきたいと考えておりま

して、今回、産卵親魚保護の観点から計画の一部見直しを行うこととしているわけでござ

います。 

 以上が資料１-１についての御説明でございます。 

○事務局（冨田） 沿岸沖合課の冨田でございます。それでは、資料１-２、「大中型ま

き網漁業の合理化に向けたミニ船団化の取組」という資料に基づきまして、ミニ船団化の

取り組みについて御説明させていただきます。この広域漁業調整委員会でも過去２回ほど

ミニ船団化について御説明しておりますけれども、確認のため、もう一度御説明させてい

ただきます。 

 御存じのとおり、中型まき網漁業のミニ船団化につきましては、従来の１船団４隻～６

隻から、運搬機能を持った網船と運搬船という２隻に縮減することによって、乗組員数と

採算コストを下げ、かつ漁獲努力量は現行より増やさず、収益性を下げ、安定的な経営を

図ることを目的としております。 

 また、網船を大型化することによって労働環境の改善を図ることを目的としまして、昨

年の旧来の80トン型に対応するミニ船団におきましては、「石田丸」さんが建造されて試

験操業しておりますが、これについては６月３日から、135トン型に対応する２層甲板の

300トンの船「第八十八惣寶丸」におきましては、３月22日となっていますが、実質、４

月から操業を開始しております。大体１年近く操業しているという状況になっております。 
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 漁獲努力量を制限する基準といたしましては、魚艙容積と網置き場の面積の基準を設け

て漁獲努力量の制限をいたしております。 

 結果はそこに書いてあるとおりでございます。80トン型におきましては、従来船団――

これは北部太平洋の80トン型の同時期の操業漁獲量の平均でございますが、それが約9000

トンであるのに対しまして、「第八十一石田丸」では約7000トン、約77％程度の漁獲量を

揚げているという状況でございます。「第八十八惣寶丸」につきましては、従来船団の方

がカツオ・マグロ類とアジ・サバ・イワシ類について内訳がなく、一緒にした数字になっ

ていますが、カツオ・マグロ類とサバ類等の漁獲を比較すると約80％ということになって

います。アジ・サバ・イワシの時期が10月以降であると仮定いたしますと、「第八十八惣

寶丸」においては従来船団の半分以下、50％に達しないという結果になっております。採

算面におきましては、初年度ということで船の取り回し等いろいろあったと思いますけれ

ども、「第八十八惣寶丸」においては従来船団平均の７割ぐらい、「石田丸」におきまし

ては、若干単価のよいものをねらったという形もありますか、従来船団と同じぐらいとい

うような採算になっています。採算という面では特に燃油高騰に対して非常に有効ではな

いかと思っておりますので、細かいデータとか試験操業している船主サイド等と協議して、

御報告できるものについては今後も御報告していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○澁川会長 事務局の説明は計画変更もあわせてやってもらったらどうですか。 

○事務局（小池） それでは、資料１-３に基づき、今回お諮りする計画の一部見直しに

ついて御説明いたします。 

 この資料は、右の欄に現行の資源回復計画を、左の欄に変更後の資源回復計画を示して

おりまして、変更される部分についてアンダーラインを引いております。順番に御説明さ

せていただきます。 

 まず計画の中の１の（２）でございます。「漁獲量の推移と資源回復の必要性」という

部分ですけれども、ここについて、文章上の整理と、それから、右側の現行の方の下線部、

「大量の未成魚を保護することにより、資源回復に必要な数量の産卵親魚を確保する」と

いう書きぶりになっておりますが、今後は2004年級群が産卵親魚に加入することも期待で

きるわけでございますので、左の欄のように「大量の未成魚を保護するとともに、それら

が親魚が成長した後も適切な管理を行うことにより、資源回復に必要な数量の産卵親魚を

確保して、」云々という書きぶりに変更したいと考えてございます。 



- 9 - 

 それから、３の「資源回復の目標」でございますが、これにつきましては最新の資源評

価にあわせた修正を行うとともに、マサバ太平洋系群の資源回復については卓越年級群が

どのような状況で入ってくるかということに大きくかかわってくる部分もございますけれ

ども、比較的加入量がよかった2004年級群が産卵群に加わってくること、また産卵親魚保

護という観点からの取り組みも拡大するということで、できるだけ上を目指せる状況が生

じたということであるので、最後になお書きといたしまして、現状で満足せず、さらに上

を目指そうという趣旨の文言をつけ加えようというものでございます。 

 ２ページにまいります。ここが中心的な内容になりますけれども、４の（１）、「漁獲

努力量の削減措置」のところでございます。右の欄に現行が書いてございますが、今の資

源回復計画においても未成魚が成長した段階で産卵親魚としての保護が必要となってくる

ことから、計画の実施状況や資源の回復状況等を踏まえつつ、対象水域、また対象漁業の

拡大を関係漁業者との協議を経て逐次図っていくという書きぶりになっているわけですけ

れども、北部太平洋海域の大中型まき網以外の漁業につきましては、右下の表のところに

ございますとおり、これまでは「資源状況を見極めつつ今後協議」という形で整理してお

りました。ここの部分につきまして、左のように変更するものでございます。 

 まず、表の上の部分につきましては、何度も繰り返しになりますけれども、「産卵親魚

の来遊量が増大し産卵親魚保護の必要性が認められた場合には、太平洋中部水域の大中型

まき網漁業、中型まき網漁業及びさばたもすくい網漁業等において、それぞれの地域や漁

業種類ごとに、関係漁業者の合意の下、その来遊状況等に応じて、産卵親魚保護のため休

漁、漁場移動等の措置を行う。」とし、下の表のところも「資源状況を見極めつつ今後協

議」ではなく、現時点で書ける範囲ではございますけれども、具体的な取り組みを整理す

ることといたしました。 

 ３ページですが、計画の５番に「漁獲努力量の削減措置及びその効果に関する公的担保

措置」という項目がございます。現在は太平洋北部水域の大中型まき網漁業だけが取り組

みを行うというスタンスで書いているわけですけれども、２ページで御説明したとおり、

産卵親魚保護の観点から太平洋中部海域の関係漁業者の方々にも取り組みを拡大させると

いうことで、今度はみんなが一緒になってやっていくことになりますので、そこの書きぶ

りを整理しております。 

 簡単ではございますけれども、以上が今回の計画変更の中身でございます。 

○澁川会長 ありがとうございました。 
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 資源回復計画に基づく休漁措置の実施状況及びミニ船団化についての説明と、取り組み

範囲の拡大として今後新たな漁業への対応という３つの説明があったところであります。

いろいろな数字が出て、なかなかわかりづらいのでございますけれども、これから御質問、

御意見を賜ろうと思います。適宜、どなたからでも、お願いします。いかがでございます

か。 

 外記委員、どうぞ。 

○外記委員 水産基本法ができましてから、永続的な資源管理ということで広域漁業調整

委員会が生まれて既に４年近くが経過しているわけでございますけれども、太平洋広域漁

業調整委員会は北と南に部会が分かれております。南にも高度回遊をするマサバによって

生活をしなければいけない漁業者がたくさんおりますので、今回のこういう部会全体の舞

台でサバ資源について協議していただく機会が与えられたことを大変ありがたいと考えて

おります。 

 資源状態について特に中央水研の方にお尋ねをしたいのですが、私たちが非常に関心を

持っておりますのは、2004年級群がどうなったかということを大変危惧しております。ま

き網の方々も大変な努力をされまして、当初は定時休漁だけであったわけですけれども、

17年度におきましては、定時は１回だけ、あとはすべて2500トン以上の水揚げがあった翌

日は休漁するということで、現実に合った休漁をしていただいております。目的はあくま

でも若齢魚の保護と産卵親魚の保護ということでやっていただいていると思っております。 

 ただ、水産庁もいろいろと数字を出しておりますけれども、数字にはいろいろとあやが

あるのではないかと思います。現実に、これだけ努力をしても、東京都の島の海域にはマ

サバがほとんど姿を見せておりません。現実に海を見ている私たちとしては、まだまだか

なと考えておりますけれども、今もお話が出ましたように、今までと違いまして、まき網

だけではなく、中部のまき網も、たもすくい網も、全部一緒になってサバの資源管理をし

ようということになっておりますけれども、18年あるいは19年に島海域にマサバが出現し

て、あの人たちがマサバを獲るような海になるというふうにお考えになっていらっしゃる

かどうか、お尋ねしたいと思います。 

○澁川会長 外記委員、ありがとうございます。 

 思えば、この資源回復計画が策定されましたとき、たくさんの議論があったわけでござ

いまして、中でも中部のまき網、たもすくいなど、いわば北のまき網以外の漁業につきま

しては様子を見ながらという話になっていたわけであります。それがこのたびの計画の変
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更になっているわけであります。今日は、中央水研といいますか、センターの方からは来

ていないのですけれども、詳細の話は聞いているようでございますので、事務局より話を

聞かせていただきます。お願いします。 

○長谷室長 今回は研究者が来ておりませんが、これから夏にかけてずっと整理がされる

と思いますので、次回の秋の会議ではそこら辺のことも踏まえて発表してもらえればと思

いますけれども、24日に水研センターと水産庁で発表したものがございます。私は研究者

ではありませんで、その研究所の見解ということで御紹介させていただきますと、2004年

級群は相当加入がよかったというふうに聞いております。2005年７月時点の加入量が19億

5000万尾と推定されている。これは、1992年というのがかなりよかった年ですけれども、

それに準ずる水準だったということです。研究所は、その時点から現時点までに11億尾獲

られたというふうに推定しております。2004年はそういうことですけれども、それに比べ

ると、2005年産まれについては、当初思っていたより、あるいは秋に研究者が報告してい

たものよりは、どうも悪いようだというふうに思っているようです。 

 それから、産卵場である伊豆海域までマサバがなかなかおりないということについてで

すけれども、研究所の見解としては、これまでのところ伊豆諸島周辺海域が低温傾向で推

移しているので、弱い、ほとんどないという見解を示しておられます。水温の要因が大き

いということになりますと人為的にどうこうできない部分だと思いますけれども、後半に

は伊豆の中でも北部水域あたりは多少あるのではないかということを発表されております。 

 いずれにしましても、今年どこまで行けるかということはあるのですけれども、たくさ

ん入った2004年産まれが親になりまして、これからちょうど産卵時期を迎えますので、こ

れを大事にしていくことが資源回復への重要なポイントではないかと思っております。 

○外記委員 もう一つは、過去を返らずというふうに言いますけれども、日本人にとって

タンパク質の最たるものはサバとイワシとサンマだというふうに考えておりまして、マサ

バは非常に大事な魚の一つだと考えております。それで、昭和53年には147万トンのマサ

バが水揚げされました。そして昭和56年に大中型まき網の操業区域が犬吠から135度まで

拡大されました。奇しくもそれから10年後、平成２年にはマサバの漁獲量は２万トンに落

ちました。それを考えてみますと、当時の水産庁の指導の仕方に問題があったのではない

かと考えております。そういう中で、今はたもすくいも全滅の状態になっております。大

中型のまき網の皆さんも大変な経営の中で、お互いに悪戦苦闘しているときでございます

けれども、こういう轍は踏むべきではないと考えますので、今後の資源回復につきまして
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は、お互いに過去を十分に反省しながら、水産庁としても国民の期待にこたえられるよう

な、そんな指導を私から特にお願いしたいと思います。 

○澁川会長 水産庁、何か答えることはありますか。ないでしょうね。 

 まさにおっしゃるとおりでございまして、その苦い経験を踏まえて今日があるのだろう

と思っておりますが、課長から話をいただけるそうです。 

○武田課長 外記委員から大変重要な御指摘をいただきました。先ほどの長官の挨拶の中

にもありましたけれども、基本法の見直しの中で資源管理と経営は両輪として重要だとい

うふうに認識しております。そういう中で、資源の状況を見ながら、漁獲努力量がどのぐ

らいであれば資源の再生産が可能で持続的に利用していくことができるかということが非

常にポイントだと思っております。資源回復計画の取り組みを進めるに当たっても、現在

漁船漁業の構造改革の議論も進めておりますけれども、そういったところと全部つながっ

ている話だと思っておりますので、今の御指摘の点を踏まえて、しっかりやっていきたい

と思っています。 

○澁川会長 ありがとうございました。 

 ほかに御意見はございますか。 

○磯部委員 神奈川の磯部です。サバの回復計画については、外記委員からお話がありま

したとおりで、私もそう思います。大中まき網の方には休漁日設置とか、いろいろやって

もらって、ありがたいと思っております。 

 神奈川県ではたもすくいが多いです。千葉県も多いんですが、昨年から今年はたもすく

い船団が行っても全然サバが獲れない状態で、細かいゴマサバのビヒサバが多くて、大変

困っている状況です。そこで、２ページの「サバたも網等」で「休漁・漁場移動等」とあ

りますが、漁場移動というのはどういうことなんですか。それが一つ。 

 このことに関しては、旧の文章のように「資源状況を見極めつつ今後協議」ということ

にしたらいかがかと思います。休漁日設置は２年間ですけれども、たもすくいの漁業者が

行っても全然だめなのに、また休漁・漁場移動となると、承知しないと思うのです。現に

さばたもすくいは年々減ってきて、一番苦しい時期だと思いますので、ここは今までどお

りの「資源状況を見極めつつ今後協議」という文章でお願いしたいと思うのですけれども、

いかがですか。 

○澁川会長 磯部委員の御意見について、どうですか。今までの協議の延長というお話で

すが、経過の御説明を含めて、お願いします。 
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○事務局（小池） 計画変更の考え方でございます。まず、漁場移動というのは、私ども

が現場の方に伺いまして、関係漁業者の総会や漁労長さんたちの会議等に出席させていた

だいてお話をさせていただいたのですが、マサバの産卵親魚がある程度多いところ、今後

の漁獲状況によって、この海域はマサバの産卵親魚が結構入ってくるねという海域が形成

されたら、そこでの漁獲圧を軽減するために漁場移動することも一つのアイデアとして考

えて、ここに書いているわけでございます。 

 それから、「資源状況を見極めつつ今後協議」ということでございますけれども、左側

の欄の表の上をごらんいただきたいと思います。今回の計画変更は、ここにも書いてござ

いますとおり、また先ほど委員の方からも御指摘があったとおり、2004年級群が産卵親魚

群に加わるということですけれども、現実的には実際の沿岸漁業者の方々の目に見えてい

るような状況にあるということではないわけでございます。そのような観点から、産卵親

魚保護の必要性が認められた場合には機動的に取り組むという趣旨で、ここにもその文言

を入れてございます。それから、来遊量といっても、地域や漁場によって変化があるわけ

でございますので、それぞれの地域や漁業種類ごとに、関係漁業者の合意のもと、かつ実

際の来遊状況に応じた取り組みをしていただくという書きぶりで書いてございます。 

 その具体的な取り組みとして「休漁・漁場移動」ということでございまして、これにつ

いては例示的に記載しているという形になっております。ですから、現時点での関係漁業

者や関係県との意見交換を踏まえて、「資源状況を見極めつつ今後協議」というものを少

し具体的に書いた内容でございます。 

○磯部委員 わかりました。そうですね。「関係漁業者の合意の下」と書いてあります。

文章では書いてはありますけれども、下を見ると「休漁・漁場移動」とはっきり書いてあ

るので、漁業者の足もとといいますか、神奈川県の下の方で現実にサバをやっている状況

を見てやってもらいたいと思います。今、マサバが多くて、そのときに対処しますという

ことであるので、「資源状況を見極めつつ」という今までどおりで書いていただければい

いなと思っております。どうですか。 

○長谷室長 繰り返しかもしれませんけれども、もうおわかりいただいていると思います

が、今の状況ですぐ何かに取り組んでいただきたいということを書いているわけではない。

山田委員のところの静岡の県まきの方では既に休漁の取り組みを決めていただいているの

ですけれども、たもすくいについては、現に来遊がないわけですから、その時点で当然何

かやっていただくということを考えているわけではない。 
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 一方で、幸いにもたくさんのマサバが来遊する状況になったときには、その関係者の合

意の上で取り組みをする。そういう意味で、例示として「休漁・漁場移動」と出ています

けれども、役人的ではあるかもしれませんが、「等」という字も入れさせていただいて、

その時点で合意できたものをやるという意味で書かせていただいております。 

 先日は磯部委員のおられる関係漁業者の総会にも行って説明していただいて御了解いた

だいている文言でございまして、決して今すぐ何かをということではありませんので、そ

ういう意味合いの改正だということで御理解いただきたいと思います。 

○磯部委員 大体わかりました。そういう状況になることを祈っていて、サンマ・サバが

来て、たもすくいも休漁日を設定というのは、漁があることだし、お互いにいいと思いま

すが、そういうことは早急にあれしないでいただきたい。よろしくお願いします。 

○澁川会長 磯部委員、ありがとうございました。 

 それでは、福島委員、例のミニ船団に関する話はございませんか。 

○福島委員 先ほど冨田班長から資料１-２で当社の「第八十八惣寶丸」のミニ船団につ

いての説明がございましたが、過日、これに深くかかわりました海洋システム協会の会長

さんや大日本水産会から資料が整いましたら皆様に御発表願いたいという要請を受けてお

りまして、実は今日午前中に大日本水産会の窓口になっております方とお会いしましたと

ころ、操業は１年間分はできましたが、どのような話を組み立てればよいのか、その辺の

打ち合わせをしてまいりました。今日のお話に基づきまして、明日帰りましたら、私の方

としても皆さんに御発表する資料づくりに取りかかりたいと考えております。期日は、来

月の４月13日の木曜日、午後２時から、大日本水産会の会議室を借りまして、そこで皆様

にお話をするというふうに今日午前中に決めてまいりました。 

 以上です。 

○澁川会長 ありがとうございました。 

 試験操業をなさって、その成果のデータがある程度ストックされたので、御発表の機会

がやっと出たと、こういうことでしょうか。 

○福島委員 そのとおりです。操業をしている期間中に二度ほど要請があったのですが、

あのころはカツオ・マグロの操業にかかわっていたときでありましたり、それから、先ほ

ど冨田班長からもお話がありましたように、この船は４月上旬に出航して、10月の半ばぐ

らいで端物操業を切り上げ、網を積みかえて近海のサバ・イワシを操業して、２月27日に

切り上げ、今は生まれ故郷のドッグに行っております。そういうことで、全部資料が整う
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まで待ってくださいというふうに私の方からお願い申し上げましておりましたが、収支計

算書から何から全部そろいました。今、まだ集計していますけれども、そういったことで

私の話をする内容をどの辺に詰めてやるか。技術的な面は私ではわかりかねるところがあ

りますので、そのときは造船所さんの方にスライド等もお持ちしていただいて皆様にお話

し申し上げようと、こういうことで打ち合わせを済ませてきたということでございます。 

○澁川会長 ありがとうございます。４月13日にほぼ１年の成果の御発表があろうと、こ

ういう話でございます。 

 鈴木さん、どうぞ。 

○鈴木委員 私は今問題になっている北部で、周年80トン型でイワシ・サバ類を中心に操

業している者ですが、先ほどの外記委員さんの御意見は非常にもっともなことで、我々自

体が肝に銘じなければならないと、このように思っております。それで、この資源回復計

画をやっているんですが、非常に量のでこぼこがあります。ただ、これをやることによっ

て将来はイワシが大変な中でサバに期待を持つ、あるいは持てるというような意識に船

主・船員ともがなってきたように思っております。 

 そこで参考までに申し上げます。先ほど磯部委員からもお話がありましたが、たもすく

いとまき網の違いもありますし、海区も違いますから、何とも言えないのですけれども、

まき網でも、始めるときは、イワシが獲れない、サバは確かに少ないから資源回復をしな

ければならないけれども、獲れなくて経営が大変なときに休漁をしていたら経営が破綻し

てしまうのではないか、破綻した後に資源が回復しても誰が責任をとってくれるのかとい

う議論が相当あって、踏み切ることがなかなか容易でなかった。水産庁の御指導と説得の

もとに踏み切ったわけでございますが、今は獲れなくても潮流の関係でどこかにはいるの

だろう、我々がこれだけ漁獲を削減して資源回復をやっているのだからというような意識

になってまいりました。 

 我々としては２～３年続けてきたわけですが、海は続いているというのは当たり前のこ

とですし、我々もこの計画を自信を持って続けていきたいと思うと同時に、他海区、あら

ゆるところでこういうことをやっていただければありがたいなと思っております。そして

本日、中部海域のまき網も、いつ、どういう形かということは別にしまして、やっていた

だけるようになる、たもすくいさんも協力いただけるということで、我々の希望もより大

きく持てるのではないかということで、感謝申し上げます。 

 磯部委員さんの御意見ももっともなことで、我々もそれで非常に悩んだ経緯があったと
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いうことをつけ加えさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○澁川会長 山田委員さん、何か御意見ございませんか。 

○山田委員 皆さんが言ってくれたことと同感でございまして、特につけ加えることはな

いと思います。 

○鈴木委員 余分ですが、ちょっとつけ加えていいですか。 

○澁川会長 どうぞ。 

○鈴木委員 派生したことで今ちょっと気がついたんですが、獲ることの関係ではなくて

流通の関係ですが、2500トン獲ると明日は休漁だということが周知徹底しているわけです。

今までは買う方も、今日は2000トンだが明日も3000トンも4000トンも揚がるのかなという

ことで、１日のうちに大暴落といいますか、先が見えない状態でしたけれども、2500トン

獲ると休漁だということで買い人の方も計画が立ってやりやすいという話を聞いて、買い

人の方からもある意味で喜んでもらっているということをつけ加えておきます。 

○澁川会長 鈴木委員、ありがとうございます。 

 ほかに、いかがでございますか。 

 では、橋ヶ谷さんの後、澤口さんにお願いします。 

○橋ヶ谷委員 静岡県の橋ヶ谷です。ただいま、たもすくいも休漁という話がございまし

たが、私たちは個人的にも休漁をぜひしたいですよね。今はゼロなものですから、休漁し

ているようなものですけれども。ただ、それぐらいならいいけれども、倒産で自己破産だ

というような痛ましい件が今年になってからも大型船で２～３隻あります。７万7000トン

から81万4000トンという獲り残し効果試算がございますね。少しでも中部の方へ下がって

きているのなら納得度がありますけれども、この獲り残しのサバはどこへ行っているのか

なという感じがいたします。そういったことで、水産庁では調査船等を出して、確かに獲

り残したけれども、これは海流の関係で下へ下がらないよ、この魚はこの辺にいますよと

いうような、そういう調査ぐらいはできていいのではないかと思っております。 

 北部太平洋の皆さんには大変に申しわけないのですけれども、北部太平洋で休漁してく

れているのだという話をしますと、「あれは価格調整だ」と言う連中もいまして、１日休

んで、その翌日はまた同じ漁場で獲るのだから、そんなに影響はないよという一般の声も

あるわけです。島の方へある程度下がってくれば、確かに休漁していただいて、獲り残し

の資源が南へ下がっているから、これからどんどんふえるからという納得度もありますけ
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れども、今のところはほとんどゼロ、壊滅に近いですね。山田さんあたりも中部太平洋で

かなり調査をしているようですけれども、そんな状態ですので、県知事許可は非常に厳し

くて、たもの径は70ｃｍで動力を使っては悪いというような操業状態です。それでも下が

ってきて資源を保護しなければならないというのなら、両手を挙げて賛成で、協力いたし

ますが。 

 以上です。 

○澁川会長 ありがとうございました。 

 では、澤口さん。 

○澤口委員 ミニ船団のことでお尋ねしますが、「第八十八惣寶丸」さんの場合は漁獲さ

れた内容が詳細に記載されてありますけれども、「石田丸」さんの場合は何もないので、

何が漁獲されているのか、私としては心配なところがございます。こういう新しい船団を

つくられた場合は、「惣寶丸」さんのような内容を出していただければ、私ども沿岸漁業

者としても納得がいくけれども、私どもの沿岸の沖合で操業している「石田丸」さんにつ

いて、その辺のことを何か出していただけないものかなと。福島委員さんの方から内容に

ついて発表するという非常に喜ばしい御意見が出ておりまして感謝しておりますが。 

 そういったことで、私、昨年の10月にミニ船団になった場合に沿岸との線引きをどうす

るかという意見を出したはずでございますけれども、そういったことに対して水産庁はど

のように考えているのか、今後十分検討して、次の委員会あたりで教えていただければと

思っております。 

 以上でございます。 

○澁川会長 ありがとうございました。 

 次の委員会でというお話ですけれども、今の段階でコメントすることがあれば、お願い

します。 

○事務局（冨田） 「石田丸」さんの方はアジ・サバ・イワシ類しか獲っておりませんが、

「第八十八惣寶丸」さんの場合は、135トンで、カツオ・マグロ、端物をねらう時期がご

ざいますので、そういう内訳があるということでございます。「石田丸」さんの方につき

ましては、イワシ・アジ・サバ類ということですので、特に魚種について書いておりませ

ん。当然80トン型と同じような操業をしているということでございます。 

○澤口委員 「石田丸」さんは80トン型と同じ操業をしているということですか。 

○事務局（冨田） そこに書いてあるとおり、80トン型の移行船ということでございます
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ので、80トン型と同じような操業形態でございます。日帰りで操業されております。「惣

寶丸」さんについては135トン型の移行形態でございますので、４月から10月いっぱいぐ

らいまではカツオ・マグロをねらって、その後はイワシ・アジ・サバ類という操業形態で

ございます。「石田丸」さんの場合に特に魚種名を書いていないのは、そこは前提条件と

なっているといいますか、カツオ・マグロはねらいませんので、魚種についてはことわっ

ておりません。これはアジ・サバ・イワシ類という理解でございます。 

○澤口委員 そうすると、例えば私どもの八戸の前沖にてイカでも何でもやるということ

なんでしょうか。 

○事務局（冨田） 従来船団と同じ操業形態であるということでございます。 

○澁川会長 澤口委員、ミニ船団構想は、御案内のとおり絶対漁獲量を小さくしても経費

率を落とすというところがミソだと、こういう視点でございます。「惣寶丸」もそうです

けれども、たまたま対象魚種が少し違います。そういう方向で、少しでも経費率を落とし

て、漁獲の影響量は従前より落とすという対応の中で明日を展開しようという流れがずっ

と来ているわけです。ここのところは前回も説明がありましたが、ずっとそのトーンで説

明が続いておりまして、その実績の報告であるわけです。今後、ただいまのお話も含めま

して、その後の状況、データ等がまとまってきますと、逐次報告をしてもらいながら、さ

らに様子を見ていったらいかがでございましょうか。 

○長谷室長 繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、80トン型、135トン型に

ついて、それぞれのタイプでミニ船団化の試験操業を始めた。それについて、特に沿岸の

方から、そういう意図どおり、コスト削減をした上で漁獲努力量は増大しない、あるいは

下がるというのは本当にそうなのかという御懸念があるので、こういう場で情報を出させ

ていただいているということでございます。したがいまして、次回以降もそういう御懸念

にこたえられるような情報を出して、見ていただこうと思っておりますので、よろしくお

願いします。 

○澁川会長 そういうことでございます。 

 ほかに。 

 外記委員、どうぞ。 

○外記委員 休漁でございますけれども、資源管理のスタートでございました平成15年に

おける休漁につきましては、卓越年級群が出るということを想定しながら機動的にやると

いうことで、当初は定時休漁だけで進んでまいったはずでございます。そのときに私は、
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定時休漁はどんな漁業者でもみんなやるのだから、それについて国民の税金から休漁補償

という形で払うことはおかしいのではないかということを申し上げました。それが現在は

変わりまして、さっき話が出たとおり、すべて臨時休漁になりました。それは価格調整に

も大きなプラスになっていると思います。魚のいないところで幾ら休漁したってだめなん

ですから、私は、これからもあくまでも臨時の休漁で、現場に教わったやり方でやってい

ただきたいなと思います。 

 もう一つ、たもすくいの方の関係でございます。私も漁師ですから、その辺の事情はあ

る程度わかるつもりですけれども、漁場移動というのは漁師が簡単にできることではない

と思います。例えば、仮に東京都の島部にマサバの大群が来て、たもすくいも休漁あるい

は漁場移動をしなければいけないという事態が起これば本当に幸せだと思いますけれども、

例えば三本なら三本にマサバの大漁が来ているときに、何もいない大室出しでサバをやっ

てくれということは漁師としてできることではないと思います。したがって、もしやると

すれば、マサバの産卵親魚が伊豆七島にふえたときに、休漁でやる。それも水産庁と東日

本のサバとサンマの協会が十分相談をした上で休漁をして、まき網と同じように休漁補償

を出してやるということが国として公平な道ではないかと思いますので、参考までに申し

上げました。 

○澁川会長 外記委員、ありがとうございました。歩むべき明日の方向を御示唆いただき

ました。水産庁もしかと配慮がた、お願い申し上げます。 

 それでは、時間も大分経過しておりますので、この辺で次の話題に進めさせていただい

てよろしいかと思いますが、その前に、マサバ太平洋系群資源回復計画の一部変更につい

て、さまざまな御意見をいただきました。御意見を踏まえて水産庁に十分な対応をしてい

ただくということを前提にしまして、本委員会として了承することとしてよろしゅうござ

いますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○澁川会長 ありがとうございます。 

 また、あわせて申し上げておきますが、今後の事務手続の上で部分的な修正や文言の訂

正等の事態もあり得るかと思います。そのときは私の方に御一任をちょうだいできるよう

にお願い申し上げておきます。よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○澁川会長 ありがとうございます。 
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 それでは、事務局においてはマサバの太平洋系群資源回復計画の一部変更についての手

続を進めてください。 

 ほかに事務局から何か報告がありますか。 

○事務局（小池） どうもありがとうございました。 

 本日の委員会では、先ほど会長のお話にもございましたけれども、本部会に設けられて

おります太平洋北部会と太平洋南部会にまたがる計画であります「マサバ太平洋系群資源

回復計画」について御説明させていただきましたが、ほかにも本委員会に関する計画がご

ざいます。これらにつきましては、明日開催される各部会におきまして、「伊勢湾・三河

湾小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画」及び「ヤリイカ太平洋系群資源回復計画」、

「太平洋南部キンメダイ資源回復計画」及び「伊勢湾・三河湾イカナゴ資源回復計画」、

この４つの計画につきましては午前中の太平洋南部会において、それから「太平洋北部沖

合性カレイ類資源回復計画」及び「マダラ陸奥湾産卵群資源回復計画」につきましては午

後の太平洋北部会において、それぞれ御説明させていただく予定でございますので、御報

告しておきます。 

○澁川会長 明日の各部会で取り組み状況、検討状況について説明があるようでございま

す。また、計画の一部見直しなどもあるというお話でございました。いずれにしましても、

明日の各部会、委員の皆様にはよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 

（２）平成18年度資源管理・栽培漁業関係予算について 

 

○澁川会長 それでは、２番目の議題、「平成18年度資源管理・栽培漁業関係予算につい

て」でございます。事務局から説明をお願いします。 

○事務局（大橋） 水産庁管理課企画班の大橋と申します。座ったままで説明させていた

だきます。資料２、「平成18年度資源回復計画関連予算一覧」というタイトルです。 

 １ページに資源回復関係の予算を交付金と民間団体向け補助金等も含めて網羅的に書い

てあります。細かい字で見にくいと思いますけれども、基本的に従来と変わっておりませ

ん。 

 新規予算は少し大き目の字で書いてありまして、栽培漁業資源回復等対策事業と漁業共

済基盤強化事業の２つが新規予算として入っております。漁業共済基盤強化事業と申しま

すのは、簡単に御説明いたしますと、優良漁業者、例えば資源回復計画参加者の漁業者に
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対して共済金等を５％上乗せするという内容です。 

 ３ページに「強い水産業づくり交付金」というのがございます。今年、平成18年度の強

い水産業づくり交付金は、ハードにつきましては従来どおりでありますけれども、ソフト

事業につきましては、昨年は柱が８つぐらいあったんですけれども、今年は資源管理関係

のみということになっております。それ以外は、三位一体改革や地方６団体からの要望等

もありまして、すべて税源移譲の対象になっております。約30億円が地方の一般財源とし

て税源移譲されたというふうに聞いております。 

 ８ページに「栽培漁業資源回復等対策事業（新規）」というのがございます。資源回復

は、柱が努力量の削減、漁場整備、環境保全、そしてもう一つが種苗放流ということであ

りまして、その回復計画の一つの柱であります栽培関係についても一応税源移譲の対象と

なっておりましたけれども、今回、新規予算という形で要求しております。 

 中身につきましては、適地放流、どの場所で放流すれば種苗放流の効果が最も効果的に

あらわれるのかということをやる内容になっております。細かい内容につきましては、水

産総合研究センターと、それから委託先が豊かな海づくり協会でやっていますので、その

豊かな海づくり協会と水産庁、この三者で都道府県として実施しやすいような体制づくり

を現在検討しているところであります。 

 予算の今後のスケジュールといたしましては、今、内々に新しい要領・要綱を都道府県

の方に提示して、現在調整中でございます。正式な予算が近々に成立すると思われますの

で、成立後、正式な交付申請を進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○澁川会長 ありがとうございました。 

 何か御質問はございますか。ちょっと字が細かくて、年寄りはだめですね。読めません。 

 最後のところで資源回復の話が出ましたのは、全く私的でございますけれども、私の所

属する全国豊かな海づくり推進協会が補助を受けて実施することになっておりまして、日

本全体を13海域に分けて種苗の放流を十分に組み合わせて資源回復のお手伝いをしようと

いう予算でございます。概ね５カ年で予定されております。私が説明するのもはばかられ

ますけれども、さようなことでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ほかになければ、次の議題に進みたいと思いますが、予算に関して何か御発言はござい

ますか。 

 どうぞ。 
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○澤口委員 資源回復計画でございますけれども、放流事業だけをやっても、獲られてい

る魚がどういう状況で獲られているかということを調査しなければ、せっかくの放流の効

果がないと私は思うのですが、その辺の調査はどのようになされているのでしょうか。 

○事務局（大橋） 放流だけではなくて、例えば100尾放流して、そのうちどのぐらいが

返ってきたかという放流効果調査もこの中に入っています。 

 それから、資源回復関係の予算については、各都道府県は地域提案メニューというもの

を出すことができます。例えば予算を100万円要求しましたら、そのうち２割については、

うまく工夫して、ほかの事業を節約して、そちらの地域提案メニューに持っていくことが

できます。現在、栽培とか種苗放流は税源移譲になりますから、都道府県単独でやる事業、

放流計画等は県がやりますね。放流効果があったかどうかを市場あたりで調査する、その

調査費用は水産庁の交付金をうまく使って効果調査をすることができます。ですから、委

員がおっしゃったことにつきましては、関係する都道府県の方々と相談すれば、そこら辺

の効果の調査がうまくできるのではないかと思っています。 

○澤口委員 例えば市場の調査を本当にやっているのでしょうか。我々現場にいると、小

型魚の水揚げが多いのではないかと私は常日ごろから思っているのですけれども、その辺

のことは実際にやられているのかと思っているんですよ。 

○事務局（大橋） それは、栽培漁業課の担当がいませんのでわかりませんけれども、ま

ずは関係する都道府県の担当の方々と相談していただければいいのではないかと思ってお

ります。 

○澤口委員 言葉の上では非常にいい言葉がいっぱい並んでいるけれども、実際はどうな

のかということなんですよ。その辺のことをしっかりやっていただかなければ、本来の資

源回復ができないのではないかと私は思っているんです。 

○事務局（大橋） 予算はついたけれども、実施をきちんとやれということですよね。 

○澤口委員 そうです。 

○事務局（大橋） はい。 

○澁川会長 澤口委員、どうもありがとうございました。基本をおっしゃっているのだろ

うと思います。 

 かつては、種苗を放せば、それが一定の事業だというときもありましたけれども、今や

少ない予算で効果が上がるように努力をするためには、単に放すだけではなくて、さまざ

まな情報を寄せて、より効果が上がり、なおかつコストを安くしながら、どこまでやれる
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か。時には関係漁業者の御協力を受益者負担という形でお願いしながらやっているような

現状でありますから、みんなが懸命に力を合わせて取り組む方向であろうと私は思ってお

ります。そのように水産庁も心して御対応願えればと思っております。 

 それでは、予算はこれぐらいにしまして、最後にまた皆さんの御意見を伺うテーマがご

ざいますので、そちらの方に入らせていただきます。 

 

（３）特別テーマ「広域資源に関する漁場整備のあり方について」 

 

○澁川会長 ３番目のテーマは「広域資源に関する漁場整備のあり方について」でござい

ます。これは会長としてはものすごく気が重いのですけれども、今回の委員会から、回復

計画だけではなくて資源管理に関する事項についても、委員の皆様の要望を踏まえて情報

公開や意見交換をしていくこととなっているわけです。本日は「広域資源に関する漁場整

備のあり方」という課題でお話を伺いたいと、こういうことでございます。各委員の方々

におかれましては、各県・各浜の地先でさまざまな漁場整備が行われていると思いますけ

れども、ここでは「広域資源」ということですから若干沖合の話になろうかと思いますけ

れども、日ごろから御関心があるテーマではなかろうかと思いますので、活発な御議論を

いただければありがたいと思います。 

 いずれにしましても、事務局から話題提供をしてもらわなければ話が始まりませんので、

事務局、話題提供をよろしくお願いします。 

○事務局（大橋） 引き続き、大橋が説明させていただきます。資料３、タイトルが「広

域種に関する漁場整備のあり方調査に関する結果概要について」です。 

 先ほど澁川会長からも御説明がありましたけれども、昨年10月の広域調整委員会でも、

この広域調整委は沖合と沿岸の漁業者が席を同じくする場であるので、両者が共通の話題

である問題について、資源管理という側面からいろいろ議論していこうということになり

ました。庁内でもどういうテーマにしようかということがありましたが、時期的に、今、

別途、漁港漁場整備部の方で第２期漁港漁場整備計画を検討中でありまして、その中で沖

合域の漁場整備についても検討するということがございます。漁港漁場整備部といいます

と、どちらかと言うと土建屋さんの目から見た整備のあり方が中心なんですけれども、実

際に漁場を利用するのは漁業者ですので、漁業者から見た漁場整備のあり方について、こ

の場で議論してみる必要があるのではないかということで、これをテーマとさせていただ
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きました。 

 資料の３ページにありますように、実際の漁場利用の実態や操業実態の話、漁場の利

用・調整上の問題点、今後の課題や要望等についてアンケートをいたしました。３月の第

１週にも日本海・九州西漁業調整委員会が開かれまして、そこでも同じようなテーマでア

ンケートをやりましたが、今回、太平洋についてやりました。基本的に出てくる課題は共

通の部分が多いのですけれども、どういう結果になったかということについて御説明いた

します。 

 １ページの「結果概要」のところで、利用・調整上の問題点等、主な論点について列記

してあります。日本海・九州西広域漁業調整委員会の方でも似たような問題提起があった

のですけれども、漁場利用について地元の漁業と大臣管理漁業との間の調整がなかなか難

しいということです。 

 （２）に書いてありますけれども、調整が難しいから沖合域の漁場整備はやる必要がな

いのではないかということ御意見もございました。長年の沿岸と沖合のいろいろな調整上

の問題がありますので、寝た子を起こしたくないといいますか、そういう視点から特に問

題はありませんという回答が多かったんですけれども、それは裏返して言えば、長年の調

整でやってきたわけだから、今さらその調整をひっくり返すことはしたくないということ

もあったのではないかと思います。 

 ただ、（１）の括弧内に「（調整例もあり）」と書いてありますけれども、うまく調整

が進んで、浮魚礁を沖合に設置した例があります。これは宮崎の方でうまくいったという

ふうに聞いています。最初はいろいろ紆余曲折があったらしいですけれども、当時の宮崎

県の課長などがいろいろ御尽力いただきまして、調整がうまくいったと聞いております。 

 それから、（３）です。これも日本海でありますけれども、事前通報なく操業水域に魚

礁が設置されて、たまたま沖合の漁船が網を引いていたら、どうも引っかかる。どうした

のだということで聞いてみたら実は魚礁が設置されていてバリケードみたいになっていた

という話をしている人もいますけれども、そういうトラブルの例があった。 

 他方、（４）にありますように、これは高知の叶崎沖合のヤリイカの漁場ですが、沿岸

と沖合の間でうまく事前調整ができて、協定等によって漁場のすみ分けによって共存した

操業ができているという報告もあります。 

 （５）は特に漁場整備等とは関係なくて、むしろ漁場利用についての問題だと思うので

すけれども、漁船の馬力や技術・能力等の性能がかなり向上して、沖合漁船が操業できる
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海域まで沿岸漁船が操業するようになったので、漁場が専有されて沖合漁船の方が漁場変

更を余儀なくされたというケースも報告されております。 

 ２ページにまいりますが、今後の課題と要望について幾つか論点をまとめました。 

 （１）は、漁場整備をやるのだったら、基礎的な調査や知見についてきちんと調査する

ことが必要ではないか。ただ単に魚礁を設置するとか、そういうことをしないで、それを

やることによってどういう効果があるのかという事前の調査も必要だと。これはもっとも

なことですけれども、そういう課題が挙がっております。 

 （２）として、多種多様な漁船が沖合域の共通の漁場で操業するわけですから、どんな

船がどんな漁法でどんな魚を獲っているかということは、情報の交換や情報を共有するこ

とが大事なのではないか。 

 それから、これは日本海・九州西の方でも出ていましたが、例えば広域資源に関する資

源回復計画は国が実施主体であり、沖合域についても広域の漁業資源なのだから、資源回

復計画と同じように国がリーダーシップをとって事業を進めるべきであると。特に国が直

轄でといいますか、共有漁場なのだから、それは国が責任を持って事業をやるべきではな

いかという意見が出ています。 

 この関連で、三河湾に中山水道がありますが、港湾法上、あそこは開発保全航路という

ことになっております。大型の船が通るときに、下の方に砂がたまっていてなかなか通れ

ないということで、国土交通省では、三河湾は潮の流れが悪くてヘドロや生活排水等によ

って非常に汚染されているため、水道にたまった砂を掘削して、汚染されたヘドロの地域

にきれいな砂を覆砂して、漁協等とも相談しながらやったんですけれども、アサリの資源

が回復したという報告もあります。これは水産庁ではなくて他省庁の事例ですけれども、

国土交通省の場合、港湾の整備は国が直轄でやっていますが、海域保全事業という他省庁

の直轄事業で水産資源が回復した例を報告させていただきます。 

 それから、（４）は沖合域での魚礁設置を希望ということでございます。和歌山県の紀

伊水道沖で気象観測用のブイ、これも他省庁の観測用のブイだと思うのですけれども、そ

れをやったところ集魚効果があったので、そういう魚礁を設置してはどうかという要望が

出ております。 

 （５）と（６）は、非常にユニークといいますか、こういう視点も大切だと思うのです

けれども、資源回復計画も種苗計画が一つの柱になっていますけれども、海洋環境が整備

されていないと種苗の効果も全くありませんと。こういう意見は日本海・九州西では特に
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提起されていませんでしたけれども、太平洋の方で出ておりました。種苗の発育段階に応

じた漁場整備が必要なのではないか。（６）も、魚礁や浮魚礁は必要であるが、既存漁場

への影響も考えて、計画策定段階での関係者の合意形成が最重要課題だということです。

集魚効果がある魚礁をやれば、当然、既存の漁場にいた魚も魚礁や浮魚礁に全部集められ

てしまって影響があるので、魚礁を設置することによる他の漁場への影響も考えろという

ことだと思います。 

 最後の（７）は、日本海の方でもありましたけれども、共存共栄を目指した建設的話し

合いが必要ということです。 

 要約すれば、沖合域の漁場整備をやる場合には、とにかく関係する漁業者が事前の情報

の共有化や合意形成が必要だということだと思います。 

 以上です。 

○澁川会長 大橋さん、どうもありがとうございました。 

 さて、今日お見えの皆さんもアンケートにお答えになって、御意見を出された方もおい

でになるかと思いますけれども、２枚にまとめていただきました。 

 沖合域の漁場整備といっても、イメージがどんなふうにわいてくるのかということがわ

からないままに意見交換をすることはなかなか難しいことだと思うのですけれども、ただ

いまの事務局のまとめも踏まえて、何でも結構です。そういうことで定義が必ずしも定か

でないままでも、とりあえず出せるだけの意見を出していただいて、もし議論がうまく回

るようになれば議論をするというような進め方でやらせてもらおうかと思うのですが、ど

なたか皮切りでお話しいただけますか。 

 外記さん、どうぞ。 

○外記委員 沖合域の漁場整備ということで私も最初は何の話かなと思っておりましたけ

れども、今の説明を聞きましたら主として浮魚礁の関係のようでございます。この浮魚礁

は、沖縄で始めてから大変効果があるということで、最近はいろいろなところで設置する

動きが出てまいりました。その際、小型船の場合には自分の走れる距離の中で操業してい

るわけでございますけれども、設置をすることについての事業費を都道府県が負担したり、

あるいは単協が負担してやっております。したがいまして、自分たちが設置した漁場なの

だから、ほかの県の小型船は操業してはだめだというふうなことがございました。当然私

もそういうふうに考えますけれども、公海への浮魚礁の設置については、事業費はその方

たちが出したのだから優先はその方たちにあると思いますけれども、費用を出した方々が
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全くいないときにはほかの皆さんにも操業させてよろしいのではないかというふうに考え

ておりました。ところが、その議論がなかなかまとまらず困っておりましたけれども、そ

ういう問題が出たときに、水産庁としては仲介をしてくださる考えがおありでしょうか。 

○澁川会長 答えられないでしょう。答えられますか。 

○事務局（大橋） 基本的に関係者の合意といいますか、関係者間で意見調整するものだ

と私は思っています。魚礁の設置の方法によると思うのです。日本海の方でもその意見が

ありました。それは沿岸ですけれども、魚礁を設置したらしいです。そうしたところ、委

員会指示で遊漁の連中は利用してはいかんということがありました。しかし、遊漁の方々

から言わせると、これは公共でやった、国民の税金なんだから、我々もタックスペイヤー、

納税者として利用する権利があるのではないかという話が出ました。 

 今の話で答えになっているかどうかはわからないのですけれども、金を出した人とそう

でない利用する人がいるわけで、その前提となるのは、水産物が無私有物であるから、獲

るのは金を出した者に優先権があるんだという意識があると思うのです。でも、水産物が

無私有物でなくて国家の財産であるというふうに考えれば、それを利用するに当たっては、

とにかく関係者間に広く意見を聞いて、調整する必要があると思います。 

 その場合に仲介をするものは、中立的な立場である国がやらざるを得ないのではないか

というふうに私個人としては考えます。だから、あとは仲介をする際のルールといいます

か、ガイドライン、それぐらいは国がつくる必要があると思っています。ですから、多分

国の役割というものは、関係する漁業者、遊漁者も全部含めて議論する中立的な場の提供

とか、そういうものになるのではないかと私は考えます。 

○外記委員 話し合いが大事ですから、できるだけ話し合いで解決をするというふうにな

ると思いますけれども、靖国神社と同じように、どうしても解決できない場合もあると思

います。そのときには、水産庁が、常識的に、お互いに譲るべきだという話をしてくださ

ることがいいのではないかと考えまして、お尋ねいたしました。 

○澁川会長 外記委員、ありがとうございました。 

 水産庁といっても大橋担当が個人的意見を開陳したということと、今の段階では、つく

っていただいて、次の議論に結びつけば、なおいいですね。 

 金丸委員さん、どうぞ。 

○金丸委員 先ほども宮崎県にはよい例があるという話もありましたが、浮魚礁について

は、本県はかなり歴史が古いんです。もう20年以上前になると思いますけれども、最初に
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パヤオといいますか、浮魚礁で問題になったのは、沖縄県との問題なんです。沖縄県は、

従来、非常に簡単なパヤオ、10万とか20万ぐらいの経費で、ロープに竹を結びつけるよう

な格好で島とか瀬の周辺にたくさん入れていました。本県のカツオ・マグロは、南の方は

あっちの方が漁場になるものですから、初めはあまり問題なく利用させてもらっていたん

ですけれども、昭和60年ぐらいだったでしょうか、非常に排他的な格好で委員会指示を出

された。それで、うちの県は非常に困りました。だから、宮崎と沖縄、そして鹿児島県も

含めた３県協議会みたいなもの、業界あるいは県も入って調整をするものをつくりました。

その当時、委員会指示の権限がそういった領海の上まで及ぶのかという話もありました。

入れる人は経費を負担しているという考え方もあるのですけれども、その辺は話し合いで

何とか解決できんかということで、もちろん水産庁の方のあっせんもありました。私もそ

の当時は出ていっていろいろ話をしましたが、結果的には、当時は188対10ぐらいだった

でしょうか、魚礁の数が非常に多いものですから、本県が10ぐらいの割合で、そこの場所

に入れる、あるいは使わせてもらえるということで、一応の了解が得られた、そういうこ

とが一つございます。 

 それから、本県は、黒潮が東側にずっと流れていっていますし、島もありませんから、

浮魚礁といいますか、魚をとめるものがどうしても必要なんです。ですから、現在、30㎞

とか40㎞沖合に、「うみさち」という名前で５つほど浮魚礁を入れています。これについ

ては、高知県船、それから愛媛の船もございますけれども、そういったところが引き縄等

で漁場にしておりますので、内部では自分たちが入れるのだから他県には使わせなくても

いいじゃないかという議論が非常にありますけれども、公海上はできるだけ関係者の合意

に基づいてやるべきではないかという話になりまして、これは委員会の承認制ということ

でやっておりますので、その辺は一応円満にいっているのではないかと思います。 

 ただ、もう一つ、これはうちの船だけではないのでしょうけれども、東京都の八丈島周

辺にも出ていますね。これはもちろん集魚場として使うのではなくて、瀬付きのものを時

期的に使うような漁場になっています。ここに最初は平成15年３月に２基入れて、今はた

しか６基ぐらい入っていると思います。そういうところで20トン以上の近海カツオ・マグ

ロの船あたりが制約を受けるような状況になっていますので、うちの内部では、こういっ

たところを委員会指示で制限されるということであれば、実際にそこを使っている各県の

意向も聞いていただきたいという要望はございます。 

 ただ、こういう問題で業界が委員会なり県に陳情してきて、すぐ動いてくれということ
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ではないのですけれども、業界自体はそれぞれの団体がありますから、そこでの働きかけ

はあると思うのですが、県の方としてまだ統一してということではないんです。同じ委員

さんの中にもカツオ・マグロの船主もいますから、そういった話を聞きますと、これは何

とかならんだろうかという話もございますので、いい面と悪い面がある。ですから、うち

の県は自分のところの魚礁も入れているし、よそも使うものですから、それもあわせて考

えないと、一方的に排他するわけにもいかんのではないかという考え方になっております。 

 以上です。 

○澁川会長 ありがとうございました。 

 ものすごく立体感のあるお話をちょうだいしましたが、今のようなお話はほかにござい

ますか。 

 福島さん、お願いします。 

○福島委員 お隣の金丸さんがおっしゃったような話と全く同じですが、私たちは北部ま

き網海区の中に東京とか島の周辺に設置したものが、ここ３年ほど、海区の外はいいんで

すが、海区の中に設置をした後、委員会指示で設置したので了解してもらいたいと。そう

いう事後報告がここのところ２年ほど続けてございます。今年もまた、カツオ・マグロの

漁になりますと、その漁場を利用するわけです。 

 沖の話をいろいろと聞いていますと、設置する方の立場からすれば、当然効果のあると

ころにそういうものを設置するわけでありまして、意味のないところにするわけはないん

ですけれども、我々としては、事前にある程度話し合いの場を持って……。結果的にそう

なるとしても、やられてからでは、もう手遅れですということになる。そうすると、漁師

は大体気が短いものですから、すぐ頭に血が上りましてカッカッするわけです。ですから、

そういうことを仲介する立場にあるのが水産庁であるならば、そういう情報が入ったら、

早目に教えていただければありがたいと思います。 

 以上です。 

○澁川会長 ありがとうございました。 

 ほかに。 

 竹内さん、どうぞ。 

○竹内委員 東京都の竹内です。金丸委員と福島委員から東京都の八丈の話が出ました。

私が会長になる前の本城先生の時代、最後の年に出したわけですけれども、金丸さんは宮

崎県で公海域に魚礁を入れていると言われましたけれども、我々も好きで入れているわけ
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ではないので、話し合いをお願いしております。しっかり話し合いをしてということで漁

業者にも説得をしているんですけれども、なかなかうまくいかないで、やむを得ず出した。

何か自己弁護をしているみたいですけれども、一応最終的には出しました。 

 そのほか、隣県の千葉、それから静岡の方々が来る沿岸の漁業について配慮して、最終

的には使っていないときはどうぞという形にしました。 

 それから、大臣許可との関係では、今もまだ話し合いを続けていまして、話し合いで一

応の協定ができたら委員会指示はやめようという形でやっています。 

 それと、これは水産庁にお話ししたいのですが、島の周り何マイルが我々の領海なのか

ということを聞きたいんです。金丸委員が言われた宮崎の漁場は、宮崎の沿岸からたしか

30マイルぐらい離れていますね。八丈の場合は一番遠いところで、たしか10.7マイルだっ

たでしょうか、それぐらいです。だから、いいと言っているわけではないんですよ。そう

いうことではなくて、東京都のボスは国粋主義者ですから、50マイルぐらいは東京都の領

海だと言うかもしれないですね。それは私は関係ないと思っていますけれども、沿岸漁業

も大きい船は八丈でも沖へ行っているんですよ。小さい船、それと年長の人が、沿岸で、

いつでも行ける場所が欲しいんだということで、ああいうものをつくらざるを得なかった。

最初の２基は実は町の予算で入れています。その次の４基については東京都の補助事業で

入れています。どうしても行政当局から言われているので、そういう形にしています。 

 しかし、何度も申し上げますけれども、話し合いをしたい。そして、話し合いの上でち

ゃんとルールを決めていきたいというふうに私自身も考えております。東京都の漁業調整

係の人たちにもそういう話をしておりますので、よろしくお願いします。 

○澁川会長 どうもありがとうございました。 

 今日のこの場はたくさん御意見を伺うということでございますが、県の領海の話をいた

だけるそうでございます。 

○長谷室長 先生も御存じのとおりですけれども、資源管理なり漁業調整上の必要があっ

て県が取り締まりをしている範囲ということで、戦前の大審院判決から基本的に委員会指

示の範囲も県の規則と同じような考え方になっているということで、東京都の場合はそれ

が30海里ということで運用されているかと思いますけれども、そういうことでございます。 

 せっかくマイクを取らせていただきましたので一言言わせていただきますと、話し合い

が大事で、外記さんが言われるように、トラブルがあれば、先ほど宮崎の例もありました

ように、これまでも仲介をさせていただいております。ただ、トラブルがどんどん出て、
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仲介しろ、仲介しろという話ではなくて、事前に調整をよくして合意を形成してやってい

くことが大事だと思います。漁港漁場整備部も来ておりますけれども、冒頭にありました

ように沖合域なり広域資源に関する漁場整備も検討しております。整備する場所が沖合に

出れば出るほど、こういう問題が出てまいりますので、他県との関係か、沿岸と沖合の関

係とか、その漁場を使っている、あるいは許可水域になっている関係漁業者間の事前の調

整をしっかりするということを皆さんの共通認識にしていただいて、そういうものを漁港

漁場整備部の方につないでいくことが大事なのではないかと思っております。 

○澁川会長 そういうふうに言うと終わってしまうじゃないですか。 

 水産庁から一定の話が出ましたので、ここで漁港部の方からお話を伺いたいと思います。 

○漁港漁場整備部（間辺） 御紹介いただきましたので若干話させていただきたいと思い

ますが、漁港漁場整備部整備課の間辺と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本

日は、漁場整備を行うに際しての利用・調整のあり方について御意見をお伺いできればと

いうことで参加させていただきました。 

 漁場整備につきましては、従来は沿岸漁場整備開発法という法律に基づいて実施してま

いりました。現在は、平成13年６月の漁港漁場整備法の改正を受けまして、従来の漁港・

漁村の整備と沿整事業を一体化して、一つの長期計画のもとに一体的に事業を実施してい

るという状況になってございます。そのときの法律改正におきまして、漁場整備に係る事

業については、従来は「沿岸漁場整備」というふうに「沿岸」という言葉がついていたの

ですけれども、この際に単に「漁場」という文言に変わっている関係から、法律上は沿岸

に限らず沖合でも漁場整備が可能という法律体系になっているということでございます。 

 ただ、今もいろいろお話があったように、これまで漁場整備につきましては沿岸の地先

海域を中心に実施してきておりまして、共通の水産資源の利用や共通の漁場利用の認識が

あっても、隣接県や漁業者間の利用・調整等の問題もありまして、県境をまたがる海域と

か入会操業海域や沖合海域においては未整備のままになっている状況でございます。この

ようなことで、平成18年度予算におきましては、資源回復計画制度や栽培漁業の都道府県

連携等の広域的な取り組みと連携した予算を一つつくりまして、複数の事業主体による漁

場整備ができるように、まず調査から始める予算を確保したところでございます。 

 先ほど大橋さんの方からも御紹介がありましたけれども、現行の漁港漁場整備長期計画

は平成18年度が終期となっておりまして、その関係で、現在、漁港漁場整備に係る有識者

委員会――実は本日も同じ時間帯で開催しているのですけれども、その委員会を開催して、
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見直しを進めている状況でございます。その委員会の中に幾つか分科会みたいなものをつ

くっていて、都道府県の漁港漁場整備担当の方にも入っていただいて、いろいろ御意見を

伺っているところでございますけれども、その中で、現在の我が国周辺水域の厳しい資源

状況を考えると、生息環境の整備と栽培漁業及び資源管理を有機的に連携させていくこと

がますます求められるということを掲げた上で、沿岸域だけではなく沖合域での水産基盤

整備を進めるとともに、地域ごとに栽培漁業資源管理との個別・具体的な連携を念頭に置

いた整備を進める必要があるというような中間的な報告が出されているところでございま

す。 

 さらに、沖合漁業など漁場が広範で複数県にわたるものについては、国の直轄事業制度

の創設などに取り組む必要があるとして、その際の関係県の費用負担、事業に係る漁業調

整の枠組み等について検討すべきというような報告がなされているところでございます。 

 現行の漁港漁場整備法では、国による漁場整備は法律上できないことになっておりまし

て、国が主体的に自ら事業をやるということになりますと漁港漁場整備法の改正が必要と

なるというのが現状でございます。 

 そういうことで、まだ検討に着いたばかりのところなんですけれども、漁港漁場整備部

では、水産庁の関係課に御相談させていただきながら、今後の漁場整備のあり方について

検討しているところでございます。 

 そういう意味で、本日は漁業調整が非常に難しいということを改めて再認識させていた

だきまして、ありがとうございました。今後、今日のような議論も踏まえてさらに検討を

進めていければと考えております。 

 どうもありがとうございました。 

○澁川会長 どうも御苦労さんでございました。 

 ただいま漁港漁場整備部からお話がございましたけれども、御質問はありますか。 

○磯部委員 漁場整備と一言で言いましても、これはなかなか大変で、地元の意見を聞き

ながら、そして海区、地域、これが一番大きな問題になると思います。ただやたらにあっ

ちもこっちもやるというふうに、国の莫大な資金を投入して、やればいいというものでも

ないと思います。それで、各地域、各海域がどうしてもここをやってもらいたいという場

合は水産庁も積極的に手をかしてあげたらいいと思うんです。 

 先ほど八丈島の浮魚礁のことで竹内会長も言われたけれども、私も、１都３県、いろい

ろ会議があって、委員会指示ということは聞いて、まことに申しわけないですけれども、
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何ですぐ委員会指示が出たのかという率直な意見も神奈川にあります。委員会指示という

のはなかなか出せないだろうと思いますけれども、今、八丈の周辺には６基入っているわ

けです。それが御蔵、三宅、神津、新島、大島の方に波及することが一番怖いということ

で、それは絶対にやってもらわないように申し込んでありますので、失礼ながら、竹内会

長にもその点をひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○澁川会長 どうもありがとうございました。 

 網本委員、どうぞ。 

○網本委員 和歌山の網本です。アンケートの中にもありましたが、沖合の漁場整備の要

望について、（４）に「沖合域での魚礁設置を希望」というふうに挙げていただいており

ますが、和歌山と徳島間の紀伊水道外域は昔からトラブルがあった区域でございますが、

現在、和歌山中まき連合会と徳島漁業者との間で入会海域として協定を結んでおりまして、

多少は競合する場合もありますが、特に大きなトラブルもなしに推移している。 

 この海域自体は、紀伊水道の沖合からずっと深場を通って浅いところへ駆け上がってく

る比較的よい漁場ですが、この地点自体は、大型の天然礁とか、もちろん魚礁は全然ない。

旧運輸省の観測ブイが真ん中辺よりちょっと和歌山寄りに設置されて、これは浮魚礁とし

ての効果が非常にあった。これについては、和歌山の一本釣り、徳島の一本釣り、主に引

き縄中心、ヨコワ類を中心に非常によく釣れて、多くが利用した場所でもあります。運輸

省の方が観測ブイを引き揚げてからは、ここら辺にこれといった漁場がない。また、この

漁場は浮魚礁でしたが、この周辺でまき網としてもアジやサバを結構獲った。 

 そういう経緯の中で、徳島と和歌山でいろいろ競合する問題がいろいろありましたので、

その中間点あたりに、どういう格好の魚礁になるかはわかりませんが、ある程度一本釣り

も利用でき、まき網も利用できるような大型の魚礁を設置してほしいと、そういう要望が

結構あるので、今後、沖合の漁場整備ということで考えていただきたいと思っております。 

○澁川会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがですか。 

○左海委員 徳島の左海でございます。今の浮魚礁の話ですが、徳島県の南部の方では、

凪のいいときには100隻ぐらい、カツオ一本釣りから引き縄船が出ておりますが、徳島県

では１基あるのみで、昨年はそんなについていなかったんですが、一昨年はキハダマグロ

がすごくつきました。それと、日和佐からサウスに20マイルのところと、それからまたサ
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ウスウエストに高知のブイがございますが、その２つにカツオとキハダマグロがつきまし

て、かなりの水揚げをしたと思いますが、高知県さんは、自分のところのブイに他県の船

が行った場合は、今年までは引き縄で8000円か１万円ぐらいだったと思います。そして、

竿釣り、一本釣りが２万5000円ぐらいだったと思います。そういうふうに徳島県はお金を

払って行くわけです。徳島県は１基ということで、徳島県の方はお金も取っていないとい

う状態でございます。 

 それと、室戸沖に高知県の「黒牧10号」というものがありますが、今のように燃油の高

い時期に、いい電話をとっているんです。行くときは、行く前に必ず電話をするんです。

そうすると、風は何メートル、潮流は何ノット、水温は何度ですというふうに教えてくれ

ます。燃料が高いときに、それはすごくいいことだと。徳島県も、１基ある中で、そうい

う電話が一つ欲しいなと思いまして、要望です。 

○澁川会長 それでは、叶谷さん、どうぞ。 

○叶谷委員 福島県の叶谷です。私は、魚礁といってもちょっと違うといいますか、いわ

ゆる鉄塔の魚礁です。うちの方にはガス田がありまして、帝国石油がそこでガスをとって

いるということで、約30年間、ここを引用していたのですが、最近ガスが出なくなったの

で井戸はやめようということになりました。そこで、その鉄塔は高さが130ｍぐらいです

から、それを真ん中からぶっつりと切断して、それを魚礁に転用したらどうか、これはよ

かろうということで、うちの漁連を中心にして始まったんです。ところが、沿岸漁業すべ

ては賛成なんですが、一部の沖合底びき、まき網が反対を唱えている。 

 その場所は、広域漁業調整委員会が発足したときにヤナギムシカレイの保護区域設定と

いうことで、今は禁漁になっているわけですが、禁漁区に設定する前は刺し網とか底びき

で大変な漁獲高があった。30年間ですから、いろいろな付着物がついて、資源の保護、あ

るいはまた資源の回復にも大きな役割を果たすのではないかと、このように考えているの

ですが、そういう反対もあったということで、なかなか……。ただ、事例としては新潟県

の方で鉄塔の魚礁があるように聞いているのですが、水産庁の方でその辺について把握し

ていれば、ちょっとお聞きしたいと思っております。 

○澁川会長 日本海委員会で何か話は出ましたか。今はどうも難しいようですから、情報

があれば、また……。 

○叶谷委員 もしも情報があれば、ちょっと教えてほしいなと思います。よろしくお願い

します。 
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○澁川会長 どうもありがとうございました。 

 さて、ほかにいかがですか。 

 宮本さん、どうぞ。 

○宮本委員 愛媛の方で底びき網をやっている者ですが、漁場整備については沖合と沿岸

漁業者の皆さんとの共存ということで、「結果概要」の（４）に成功事例として御紹介い

ただいております。こういう形で共存できる状態はいいのですけれども、実は高知沖、足

摺岬の東側、いわゆる土佐湾の海域ですけれども、もう10年前、20年前になるでしょうか、

そこでいわゆる「シイラ漬け」という浮魚礁、孟宗竹を４～５本束ねたものを海底に錘を

つけて浮かしている。これは十数年前に沖底との話し合いの中で10月いっぱいで撤去する

という約束といいますか、指導といいますか、そういうことをしていたのが、ここ数年、

11月になってもほとんど残った状態です。以前はロープ類が化学繊維でなかったので自然

になくなっていたのだろうと思いますが、今は化学繊維なので人為的に撤去しないとなく

ならない。それが我々の操業区域の中にかなり入っているという状態で、それにひっかか

ると操業にならないということで、毎年のように沖合の方から会社の方に何とかならない

かという情報が入っております。そういう意味で、かなり年数がたっておりますので、改

めて話し合いの場を持っていただければなと。以前は瀬戸内の調整事務所の仲立ちで話し

合いをしたと思いますので、そういう形でできればと思って発言しました。 

○澁川会長 宮本委員、御苦労があるようですけれども、個別の話はそれなりに扱うとこ

ろがありますので、お話を伺うということにさせていただきたいと思います。 

 そういうことで、事例的にこういう問題があるというような話として、ほかに具体的な

情報を御開示いただければありがたいのですけれども、もう時間もほどほどになってまい

りました。 

 まとめなければいかんという話も事務局からいただいているんですが、これはもともと

まとめようのないものだと思います。いずれの話を伺っても、漁場といいますか、日本の

沿岸域、沖合も含めて、これだけ稠密に利用されているところは世界じゅうでもそうそう

ないと思われる中で、一定の事業展開をしようにも、その関係者が全くいないという話な

どは想定しがたい話だろうと思うのです。お話を伺っていますと、いずれも関係者の間で

事前に話があったかなかったか、あるいは一定の話し合いがなされたかどうか、その辺の

出発点にかかわるところが大きいのではないでしょうか。それが十分なされていなかった

ということが、さまざまなひずみを生んでいる、そういうお話があったと思います。 
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 もう一つは、漁場利用の実態とか、お魚の分布状況とか、さまざまな事前の調査が不可

欠だという話に行くのでしょうけれども、いずれにしましても、国の直轄事業、沖合は特

定県で事業を決めていくという話はなかなか難しいわけです。国のかかわりがおのずから

大きくなっていくことは間違いない話でしょうから。そういう意味で、気配り・目配りを

特定の組合さんとか、あるいは県に負担を寄せるという話がなかなかできないとするなら

ば、国の役割は相当大きなものがある。 

 こういう整理になっていくわけですけれども、先ほど申しましたように、その対応は極

めて慎重を要するのではないか。特に構造物の設置などは、物にもよりますけれども、特

に見えないところで――お魚さんは見えているのでしょうけれども、一たん事業が進みま

すと、その後どうこうするというわけにいきませんから、事前の十分な対応が求められる。

その辺を踏まえて、国がどうかかわっていくかというような話になるだろうと思われます。 

 先ほど漁港漁場整備部さんの方で説明がありましたので、これからも検討が進捗してい

くだろうと思いますけれども、できましたら、これからもこの委員会でお話をちょうだい

できれば、委員の皆様方もそれなりに適切なアドバイスもできるでしょうし、新たな情報

も入手できるということになるでしょうから、ぜひともよろしくフォローのほどをお願い

申し上げたいと思います。 

 

（４）その他 

 

○澁川会長 それでは、その他の議題に移らせてもらいます。 

 委員の皆様方から何かございますか。 

○磯部委員 たびたび済みません。報告みたいなことですけれども、この間、サメ、イル

カその他の被害に遭ったわけですが、計画案に載せてもらって、どうもありがとうござい

ました。 

 先月、テレビでも千葉県方面でサメ退治をしたという報道がなされて、よく見ていまし

たけれども、約400人、午前６時より100隻の船が出て、房総沖一本釣り漁業者が水深150

ｍぐらいのところで192匹獲ったということです。漁業者も努力しているが、まだまだサ

メの被害が多く、サメもアオザメ、モウカザメ、オナガザメ、ネズミザメと、いろいろな

種類があるんです。費用も結構かかったと思いますが、よろしく見てやってください。 

 もう一つは私の水産物に対する考えでありますが、簡単に申し上げたいと思います。 
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 日本は現在、水産物については90％を輸入に頼っていると聞いております。昨年の輸入

高は金額にして１兆9000億、主に世界の魚が中国へと話題になっております。13億の国民

所得が向上すれば、日本と競り合うこととなると思われます。 

 そこで、日本の自給率を向上するために大変な努力が必要となりますが、平成13年６月、

国が制定した水産基本法にも明記されていますが、官民一体となって努力しなければなら

ないと思います。 

 冒頭、水産庁長官からサバの話も出ましたが、サバなどはむしろ中国の方が現在は値段

がよくなっていると聞いております。水産物の自給率向上のために漁業者たちをもっと大

事にしていただき、漁業者に対しての認識を深めるよう、よろしくお願い申し上げます。

でき得れば、サバは輸出を禁止したいと我々は思っています。でき得ればですよ。そうい

う考えの漁業者もあります。これからの日本は、自分で獲った魚は自分で食べられるよう

にしないといけないと思いますので、そういう漁業者の認識、やさしさを持って、水産庁

の方もよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○澁川会長 貴重な御意見でございますが、武田課長さん、何かありますか。 

○武田課長 サバの輸出についてお話がございましたけれども、自給率といいますか、自

給力と言った方がいいかもしれませんけれども、輸出余力を持っているということは、あ

る意味で、いざというときの国民に対する食料の供給力を確保しておくという意味合いが

ございます。もう一つ、単純な数字の上での計算上は、輸出の分は自給率の数字を引き上

げる方に働くわけで、その二つの意味から輸出は必ずしも悪いことではないというふうに

思っております。サバの輸出も、たくさん獲れたものの中で、サイズ的に日本では餌用に

しかならなくて値段が出ないようなものが、中国の方に輸出すればそれなりの価格で売れ

る、そういう意味で経営にプラスになる部分もございます。誤解があってはいけないのは、

サバはＴＡＣで管理していますけれども、そういった中で小さいものを獲るということで

はなくて、獲れた中でのそういったものの有効利用という観点からも、少しでも高く売れ

る方に輸出をするということは意味があるのではないかと思っています。 

 一言、説明だけさせていただきました。 

○澁川会長 課長、どうもありがとうございました。 

 ほかにございませんか。よろしいですか。 

 それでは、事務局から次の委員会の開催予定について説明をお願いします。 
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○事務局（小池） 次回の本委員会でございますけれども、例年と同様、10月、秋ごろの

開催を考えております。日時・場所につきましては、会長をはじめ委員の皆様の御都合も

お聞きしながら、追って調整の上、御連絡させていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○澁川会長 次回の委員会は10月ごろに予定されているとのことでございます。委員の皆

様方には、よろしくお願いします。 

 それでは本日の委員会はこれで閉会したいと思いますが、委員各位、そして御臨席の皆

様、ありがとうございました。さまざまな御意見をちょうだいして、特別テーマにつきま

しても活発な御議論が出たと思います。 

 なお、議事録署名人の宮崎県の金丸さん、鈴木徳穂さん、よろしくお願いを申し上げま

す。後ほど議事録が送られると思います。 

 それでは、これをもちまして第６回太平洋広域漁業調整委員会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

 

閉  会 


