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１、開催日時 

  平成１４年２月２７日（木）午前１０時～ 

 

２、開催場所 

  都道府県会館（４０２会議室４階） 

 

３、出席者氏名（出席委員） 

  外記栄太郎／本城康至／高橋征人／橋ヶ谷善生／鈴木信治／迫間虎太郎 

  網本成吉／井元健二／亀尾猶蔵／林穂積／植野剛朋／林秀仁／福島哲男 

  鈴木徳穂／長島孝好／砂山繁／伊妻壯悦／宮本利之／有元貴文／澁川弘 

  山下東子 

 

 （研究者） 

  堀井豊充 独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所沿岸資源研究

室 長 

 （水産庁出席者） 

  佐藤力生 水産庁資源管理部管理課漁業管理推進官 

  羽鳥達也  〃 資源管理部管理課管理型漁業推進班課長補佐 

  大隈 篤  〃 資源管理部管理課企画班課長補佐 

  寺谷志保  〃 資源管理部管理課企画班企画調整係長 

  笠原光仁  〃 資源管理部管理課企画班計画係長 

  藤田仁司  〃 資源管理部沿岸沖合課まき網班課長補佐 

  氏家武士  〃 資源管理部沿岸沖合課漁業調整官 

  柿沼忠秋  〃 資源管理部沿岸沖合課底びき班許可係長 

  竹葉有記  〃 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班課長補佐 

  望月喜多司 〃 増殖推進部漁場資源課沿岸資源班資源管理調査係長 

  和田時夫  〃 増殖推進部研究指導課研究企画官 

  藤井富美雄 〃 漁政部水産経営課経営改善班課長補佐 

  落合謙一  〃 漁政部水産経営課経営改善班経営改善係長 

  平松大介  〃 資源管理部管理課管理型漁業推進班指導係長 

 

議 事 次 第 

１ 開 会 

２ 水産庁挨拶 

３ 議 題 

 （１）資源回復計画関係予算について 

 （２）特定魚種資源回復計画（案）について 

 （３）資源回復計画対象魚種候補・優先順位について 

 （４）その他 

４ 閉 会 
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議 事 内 容 

１ 開 会 

 

○大隈管理課企画班課長補佐 

 定刻となりましたので、ただいまから太平洋広域漁業調整委員会第２回太平洋南

部会を開催させていただきます。 

 本日の部会につきましては、委員定数 22 名のところ漁業者代表の上野委員が御

欠席されておりますが、21 名の御出席を賜っておりますので、部会事務規程第５条

の規定に従い、本部会が正式に成立していることをここに御報告いたします。 

 それでは、澁川部会長に議事の進行をお願いいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

○澁川部会長 

 おはようございます。本日は、大変お忙しいところ、委員の皆様を初め、来賓の

方々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。 

 御承知のとおり、太平洋南部会につきましては、昨年の 10 月 30 日に開催された

わけでございますが、第１回の会合におきましては、１つ目としては太平洋の南部

海域におけます資源状況の説明、２つ目に回復計画対象魚種候補・優先順位の決定

に向けた手続、さらには３つ目に特定魚種の資源回復計画の作成に向けての手続に

ついての審議が行われ回復計画の対象魚種の候補・優先順位の決定に向けた作業手

順及び特定魚種資源回復計画の具体化に向けた作業手順につきまして、承認をちょ

うだいしたところでございます。 

 本日の部会におきましては、その後の漁業者協議会や行政・研究担当者会議など

における協議の経過、資源回復計画案の内容、資源回復計画対象魚種候補・優先順

位などについて後ほど事務局より説明をちょうだいし、御審議をいただきたいと思

います。 

 

水産庁挨拶 

 

○澁川部会長 

 それでは、議事に入ります前に、水産庁から一言御挨拶をちょうだいしたいと思

います。 

○佐藤漁業管理推進官 

 水産庁管理課の漁業管理推進官の佐藤でございます。 

 本日、ここに、太平洋広域漁業調整委員会の第２回太平洋南部会が開催されるに

当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方におかれまして、このたび御多忙中にもかかわらず、本部会に御出

席賜りましてまことにありがとうございます。 
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 本部会につきましては、昨年６月の漁業法改正によって発足しました太平洋広域

漁業調整委員会の内規により定められている部会のうち、太平洋南海区に広域に分

布・回遊する資源の管理を担うために設置された部会でございます。 

 また、国におきましては、水産政策大綱の具体的な施策としての資源回復計画の

検討を進めていく機関として重要な組織に位置づけられ、水産の産業としての再生

と水産食料の安定供給を追求するものとして、その役割を果たすための重要な委員

会であると認識しております。 

 御承知のとおり、第１回太平洋南部会につきましては、昨年 10 月 30 日に開催さ

れ、太平洋南海域における資源の状況を御報告させていただき、資源回復計画に関

する作業として計画対象候補魚種・優先順位の検討及び伊勢湾小型底びき網漁業の

対象の資源回復計画の具体化に向けた作業を早急に進めるとの２点につきまして

御承認いただいたところでございます。 

 その後、関係都県におきまして延べ 10 回以上に及ぶ漁業者協議会等を開催し、

２つの案件について協議を進めてまいったところであります。 

 本日の部会におきましては、資源回復計画案の基本的な内容及び今後の資源回復

計画の候補魚種について御審議いただきたいと存じます。 

 最後になりますが、本日は委員の皆様方からの忌憚のない御意見をいただき、本

部会が成功に終わりますよう祈念いたしまして挨拶とさせていただきます。よろし

くお願いします。 

 

資 料 確 認 

 

○澁川部会長 

 それでは、続いて事務局より配付資料の説明があるそうでございます。 

○大隈管理課企画班課長補佐 

 お配りしてあります資料の確認を行わせていただきます。 

 議事次第、座席表、出席者名簿、委員名簿という事務的なものと、今後の議事の

資料といたしまして、資料の１、支援策に関する説明資料、資料の２、これが資料

２－１から２－２、２－３、２－４まで枝番がつけてございます。４種類ございま

すが、具体的な資源回復計画の内容とＴＡＥ制度に関する説明用の資料でございま

す。それから、資料３といたしまして、今後の資源回復計画の候補魚種についての

意見をまとめたもの。それから、参考といたしまして、昨年の 10 月の委員会、部

会におきまして討議していただきしました資源回復計画対象魚種の候補及び優先

順位、その素案の１枚紙でございます。それともう１つ参考資料、現在作成中の資

源回復計画、５つの計画に関する内容の概要をまとめた紙をお配りしてございま

す。 

 資料等何か欠落がございましたら水産庁の者にお申しつけください。 

 

議事録署名人の選任 
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○澁川部会長 

 続きまして、後ほどまとめられます本部会の議事録の署名人の選出をしておく必

要がございます。部会の事務規程第 11 条によりますと、部会長より２名以上指名

することとなっておりますので、まことに僭越でございますが、私の方から指名を

させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○澁川部会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、今回の部会議事録の議事録署名人として、海区漁業調整委員会の互選

委員の方から東京都互選の本城委員、大臣選任の漁業者代表委員の方から砂山委員

のお二方にお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いします。 

 

３ 議題：（１）資源回復計画関係予算について 

 

○澁川部会長 

 それでは、議事に移ります。 

 議題の１番でございますが、資源回復関係予算についてでございます。 

 まず、資源回復計画におきましては、漁獲努力量削減などの資源回復措置を実施

していくに当たりまして、漁業経営に対する財政支援、これが大変重要な措置にな

ってまいっております。このための予算について事務局より説明をお願いします。 

○大隈管理課企画班課長補佐 

 説明申し上げます。 

 昨年 10 月に開催されました部会の折にも、今後資源回復計画を実際に現場でス

タートさせていくに当たりまして、漁獲努力量削減等の措置につきまして、国の方

でいろいろ必要な支援策、予算といったものを準備しているということを御説明申

し上げたかと思います。10 月の段階では対財務省要求の段階でございましたけれど

も、その後財務省の方の了解がとれ、現在国会にかかっておりまして、近日中に平

成 14 年度予算として正式に成立し、来年度から実際にこれらの事業といったもの

が実施可能となるわけでございますが、その中の主な支援策につきまして、おさら

い的なものでございますけれども、概要を説明させていただきます。 

 資源回復計画に関連します主な支援策に関しましては、お配りしてあります資料

１でございます。その１枚目にとりあえず５項目挙げてございますが、まず１つ目

が、資源回復計画推進支援事業。国費ベースで４億円となります。これは実際に漁

業者の方々が資源回復計画に基づきまして休漁を行う全くの休漁を行う場合の経

営維持支援が、漁具の改良。休漁中の漁船の活用等に必要な経費についての支援を

行うといった項目での予算でございます。 

 それから、２つ目が資源回復推進等再編整備事業、トータル 30 億円でございま

すが、これは休漁や漁具改良といったものではなくて、一般に言われる減船を実施

する際に不要漁船のスクラップ処理ということに関する支援用の予算として確保
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されたものです。この中には従来型の減船といったものも含まれておりまして、資

源回復計画関連としては 10 億円という計上になっております。 

 それから、栽培漁業地域展開事業、そのうち資源回復計画事業といったものがご

ざいまして、これは本日後ほど御審議いただきます伊勢湾のトラフグなどはまさに

これの利用が念頭に置かれておりますが、資源回復計画に基づき、その計画の対象

種の種苗の大量生産、育成、放流、それから施設の整備とかモニタリングに必要な

資金といったものについての支援というメニューが準備されております。こはれト

ータルで 1200 万円でございます。 

 それから、水産基盤整備事業。これは資源回復計画の対象水域を管轄する都道府

県等に対しまして、漁場の造成や対象資源の生息環境の保全を行う事業といったも

のに重点的に配分できるという形になっておりますもので、もちろんすべてが資源

回復計画用というわけではございませんが、トータルで 70 億円計上されておりま

しす。この中から回復計画に対して優先的に配分がされるという予定になっており

ます。 

 ５つ目といたしまして、漁場環境保全推進事業、うち漁場環境保全総合美化推進

費として、4800 万円。この中におきまして、漁業者等が参加いたします海浜清掃と

か、海底清掃とか、廃棄物の除去等、漁場の環境の維持・保全、海浜美化等の活動

についての支援を行えるという予算がございます。 

 事業の細かい内容につきましては、基本的に昨年 10 月の部会の際に説明させて

いただきました内容がそのまま盛り込まれておりますので、この場での詳細といっ

た説明は省略させていただきます。 

 代表的なものとしまして、休漁等に関する事業、それから減船等に関する事業の

流れといったものを資料として添付してございます。また、この資料１の一番最後

には、それ以外の資源回復計画関係に関連する予算といったものを、細かい字にな

りますけれども、一覧表として添付してございます。これらの予算といったものが

近日中に国会を通過いたしまして、来年度から具体的に資源回復計画に基づいて実

施される各種の事業に関して利用できるといった形になっております。 

 説明は以上でございます。 

○澁川部会長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明によりますと、従来、この中にもいろいろな施策があったわけで

ございますが、休漁等の支援策、これが認められたということが大変大きいんだろ

うと思われます。 

 以上、簡単な説明でございましたが、これらの件について御質問等ございません

でしょうか。 

 

３ 議題：（２）特定魚種資源回復計画（案）について 

 

○澁川部会長 
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 それでは、次の協議事項として伊勢湾の小型機船底びき網対象種資源回復計画

（案）に移らせていただきます。 

 昨年の 10 月の第１回部会では、回復計画対象魚種候補・優先順位の決定及び特

定魚種資源回復計画の具体化に向けた作業手順につきまして承認をいただいたと

ころでございますが、その後、この件につきまして漁業者協議会、さらには行政・

研究担当者会議などの場でどのような議論がなされたのか、経過等について事務局

より説明をお願いしたいと思います。 

 事務局、どうぞお願いします。 

○平松管理課管理型漁業推進班指導係長 

 水産庁資源管理部管理課管理型漁業推進班の平松と申します。 

 ただいまの項目につきましては、資料２－１をもとに御説明させていただきたい

と思います。 

 先ほど部会長からもございましたように、10 月 30 日の第１回の太平洋南部会以

降の漁業者協議会、行政・研究担当者会議を延べ 12 回ほど開催してまいったわけ

でございますが、部会以降、当初は主に行政・研究担当者会議、こちらをメインに

開催いたしまして、今後の伊勢湾海域の小型機船底びき網対象種の資源回復計画の

骨子ですとか、また、具体的な取り組み内容につきまして行政側、水産庁側から漁

業者への提案の骨子につきまして整理を行ってまいりました。 

 年が明けて１月に入りまして、三重県、愛知県の各地域において、近隣の漁業者

の方にお集まりいただくという形で説明会を行い、主に１月の１回目の協議会につ

きましては回復計画という制度そのもの、それからこの伊勢湾海域の小型底びき網

の回復計画というものをどういう方向で考えているか、また対象資源の漁獲状況等

について主に漁業者の方に現状の説明及び資源回復計画の方向性の提案をさせて

いただきまして、その協議会の中で漁業者の方から大まかな取り組み内容の提案と

いうのもいただきました。 

 それら第１回目の協議会で各地域の漁業者の方から出されました御意見等をま

とめまして全体の回復計画の素案という形のものを第２回目の漁業者協議会、これ

は２月に入りまして順次、第１回目を開催したところと同じところに皆様、関係漁

業者の方にお集まりいただきまして、その中で具体的な回復計画での取り組み、主

に資源回復措置に関するもの、こちらをメインに説明させていただいたわけでござ

いますが、こちらにつきまして、協議を進めてまいりました。 

 それら漁業者協議会につきましては、各地域２回以上という協議を進めた中で、

これは後ほど御説明させていただきますが、今回資料として提出させていただいて

おります伊勢湾小型機船底びき網対象種資源回復計画（案）という形に取りまとめ

をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○澁川部会長 

 大変濃密な協議が現地においてはなれているということでございまして、関係者

の御努力に敬意を表したいと思います。 

 それでは、次に資源回復計画案の具体的な内容について説明をちょうだいしたい
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と思いますので、引き続きよろしくお願いします。 

○平松管理課管理型漁業推進班指導係長 

 では、続きまして資源回復計画案の内容につきまして御説明いたします。資料と

いたしましては、資料２－２として概要をまとめたもの、資料２－３として計画案

となっておりますが、回復計画について２－３を用いながら御説明させていただき

たいと思います。まず今回伊勢湾という言葉で今回の回復計画の対象海域を整理し

ておりますが、資料２－２の２枚目に対象海域図を載せさせていただいておりま

す。伊勢湾、三河湾という形で灰色でマーキングしてエリアを示しておりますが、

狭い意味での伊勢湾といたしましては、鳥羽のところから答志島、神島から伊良湖

岬まで、こちらを結んだ線と、それから三河湾との区別としまして伊良湖岬から日

間賀島を通って知多半島、南知多町の先端、師崎のところ、こちらを引いた部分に

囲まれる部分を差します。それから先ほどの境界から東側を三河湾。狭い意味では

それぞれ伊勢湾、三河湾という表現をいたしておりますが、今回の回復計画といた

しましては、広い意味での伊勢湾、三河湾と伊勢湾を合わせた海域を伊勢湾と表現

させていただいておりまして、回復計画のタイトルにつきましても伊勢湾小型機船

底びき網対象種資源回復計画というふうに表現させていただいております。 

 個別の説明の中で、特に狭い意味での伊勢湾と三河湾の区別をする必要がある場

合については、「三河湾を除く」等の表現を使いながら説明をさせていただきたい

と思います。 

 それでは、伊勢湾の小型機船底びき網対象種資源回復計画案について資料２－３

によって御説明させていただきます。 

 まず、この地域で回復計画の検討を進めているわけですが、資源の回復の必要性

というところでございます。まず資源の状況といたしまして、広い意味での伊勢湾

の底魚資源につきましては、内湾では愛知県、三重県の小型機船底びき網漁業、漁

場といたしましては愛知県、三重県、それぞれ入りあって操業されておりますので、

これら両県の底びき網漁業による漁獲される重要資源でございますが、特に夏場、

貧酸素水塊の発生、これは毎年発生が続いておりますが、これらは非常に資源に悪

影響を与えているというような状況がございます。 

 そのような中でも伊勢湾につきまして、地元の地方公共団体、県、市が「伊勢湾

の総合的な利用と保全に係る指針」というものを策定しまして、今後の伊勢湾の資

源の総合的な管理の実現に向けた取り組みを進めていくということとされており

ます。これらは資源の回復に非常に大きな効果があるものと期待されております

し、こういう動きとあわせた形で、直接漁業資源を回復するという、今回考えてお

ります回復計画を推進していくということは非常に大事ではないかと考えており

ます。 

 伊勢湾の小型底びき網での漁獲量の推移、こちらを１ページ目の下の方の棒グラ

フ、図の 1に示してございます。こちらに整理させていただいておりますが、ただ、

小型底びき網の漁獲量をいろいろな統計数字で拾っていく中で、愛知県の小型底び

き網につきましては、先ほど言いました伊勢湾の内湾地域の操業とあわせて太平洋

側、遠州灘、渥美半島の外側なんですが、外海の部分でも小型底びき網での操業が
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なされているということ、またそれらは同じ漁港へ水揚げされているということか

ら、統計上厳密に伊勢湾での小底の水揚げというものをきちっとピックアップする

ということができませんで、いろいろ県の方等から聞き取りをいたしますと、愛知

県の豊浜漁協というところ、ここはかなり統計データがそろっておりまして、ここ

が大体愛知県の内湾での小底の漁獲量の半分程度を水揚げしているというところ

から、愛知県につきましてはそちらからの推計値。また、三重県の方につきまして

は、小底の漁獲量から、貝類の漁獲、こちらを差し引いたもの、これを漁獲量とい

うふうに考えまして整理しております。 

 こちらを見ていきますと、年によりまして多少でこぼこがございますが、1970 年

代におきましては 5000 トンを超えるような時期もございます。直近の 2000 年の数

字でいきますと、約 3500 トンというふうに減少傾向にあるという数字が出ており

ますが、小底の漁獲特性から見ますと、船上で漁獲物の選別作業をする。網に入っ

たもののうち、ごみ等は当然水揚げされませんが、漁獲物につきましても小型のも

のですとか、商品性の低いもの、これらは水揚げせずに、海へ戻すというようなこ

とがなされておりますので、漁獲量の推移がイコール資源量の推移ということには

直結しないということがございますが、漁獲量そのものも全体の傾向を見るとやや

右下がりで推移しているということを、考えていると、主要魚種であるマアナゴ、

シャコ等の資源量というのは低下してきていると考えられます。 

 今申し上げましたように、資源回復計画が今後、なぜ必要かということになりま

すが、２ページ目の図２のところに、先ほど言いました愛知県の豊浜漁協の漁獲量

の経年変化、さらにそれを魚種別にプロットした図を載せております。 

 一番下の黒い棒グラフ、ここがシャコ、その上の斜線部分がマアナゴ、順次、下

からトラフグ、サルエビというふうに魚種ごとに幾つか代表種をピックアップして

整理させていただておりますが、下から３魚種が今回対象魚種として挙げているも

のですが、トラフグは絶対量が少ないものですから、ほとんどグラフの部分で白い

スペースとして出てきていない部分もありますが、これも 73 年の 700 トンちょっ

とぐらいから多少でこぼこがありながら、近年では 400 トンを割るというような形

で減少してきております。 

 先ほど全体の割合の話をしたのですが、全体の漁獲量に占める主要魚種の漁獲割

合というものがどうなっているかということで、それぞれの年によって異なる漁獲

量を同じといいますか、全体の漁獲量に占める割合という形でグラフ化したものを

３ページ目の図３に載せさせていただいております。これは２ページ目の図２の豊

浜の漁獲量の経年変化と同じデータを魚種別の組成の割合表に表現し直したもの

でございます。こちらも一番下の黒いところがシャコ、その次の斜線部分、これが

マアナゴ、その上に白抜きの部分でトラフグを示しております。トラフグはちょっ

と見えにくいんですが、例えば 88 年ですとか、99 年の部分に黒い棒グラフの上に

斜線があって、白いスペースの部分があって、その上に灰色がある。その間の白い

スペースがトラフグの漁獲量の部分でございます。トラフグまでの３種の累計の部

分で見ていきますと、このグラフは 73 年から載せさせていただいていますが、70

年代ぐらいは多いときには 40％程度、これらの３魚種が占めているというところか
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ら、最近、ここ数年の割合を見ますと、30％から 20％の間ぐらいを占めている。直

近の 2000 年でいきますと、約 25％というふうにこれら３魚種の全体の漁獲に占め

る割合というのは減少してきているというような状況がグラフから見てとれるか

と思いますが、そういう状況にあるということでございます。 

 こういうことから伊勢湾での底魚資源を対象といたしました小型魚の採捕規制

の強化、改良漁具の導入、休漁期間の設定というような内容の漁獲規制、先ほど申

しました環境問題に関してなんですが、みずから積極的な漁場の環境改善に取り組

む。これは漁場の海底清掃事業等を含めました資源回復計画というものを検討いた

しまして、対象資源の回復、それから重要資源の漁獲比率の増大、またサイズアッ

プというものを図っていく必要があるというふうに考えております。 

 トラフグにつきましては、稚魚期に伊勢湾内では小型底びき網の対象魚種になっ

ておりますが、静岡県、愛知県、三重県、こちらのはえ縄漁業でとられる地域の重

要資源というふうになっております。はえ縄は外海部分で主に漁獲されております

が、重要な資源になってございます。 

 小型底びき網につきましては、主として小型魚、当歳魚、ゼロ歳魚ですね、こち

らを漁獲対象としているということがございまして、漁獲の尾数で計算していきま

すと非常に多いんでございますが、サイズが小さい時期でございますので、非常に

単価が安いということで、漁獲金額が少ないという問題がございます。トラフグに

つきましては、こういう資源の漁獲量ですとか漁獲金額の増大を図るためには、稚

魚期、小型底びき網の漁獲対象になっている時期でございますが、これらの時期の

漁獲の抑制というのが非常に重要になっているというふうに考えております。 

 トラフグにつきましては、４ページ目のところに図５といたしまして、伊勢湾内

での底びき網での漁獲、はえ縄につきましてはそれぞれ三重県、愛知県、静岡県、

それぞれの漁業者さんの水揚げということなんでございますが、その漁獲量の推移

を折れ線グラフで示しております。ごらんになられるように、非常に年変動といい

ますか、５年周期程度ぐらいに卓越年級群が発生しているような形で見てとれます

が、全体の変動の幅が非常に大きくて、近年は卓越年級形群も余り出なかったり、

また最近の部分では若干発生がよいというような傾向もございますが、安定した漁

獲が図れていないというよう状況にございます。 

 そういうことで、今後のこの地域の資源回復計画というものを考えてきているわ

けでございますが、関係漁業の状況ですとか、漁獲量の推移、漁業の形態、資源管

理の状況等、それ以降の資料に表やグラフを用いまして簡単に整理をさせていただ

いております。 

 最初にちょっと申し上げましたが、ここで今回小型底びき網対象種資源という形

で回復計画を整理させていただいておりますので、関係漁業といたしましては、愛

知県、三重県の小型機船底びき網漁業ということで、漁場は入り合い漁場で三重県

も愛知県も同じ漁場を利用しているわけでございますが、漁船規模といたしまして

若干大きさに違いがございまして、愛知県では 15 トン未満の船舶、三重県では 10

トン未満が許可の条件になってございます。 

 漁獲量、漁獲金額につきましては、５ページの図の６と７にそれぞれ愛知県での
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漁獲量、金額、三重県での漁獲量、金額を載せておりますが、愛知県のデータ、図

６の方でございますが、こちらは先ほど言いましたように、伊勢湾外での小底での

漁獲量、それから貝類に対する漁獲量、これらがすべて含まれた統計になっており

ます関係上、下の三重県と比べると単位が大きくなっておりますが、ここの違いは、

全体的な漁獲量の違いもございますが、データの抽出方法が違っております関係

上、愛知県では２万トン程度、三重県では 1000 トン台と、オーダーのゼロの数が 1

つ違う数字になってしまって申しわけないのですが、若干その辺のデータのとり方

の違いでこのような形のグラフになっております。どちらにいたしましても近年右

下がりの傾向というものがこの全体の漁獲データというものの中からも見て取っ

ていただけるかと思います。 

 先ほど言いました小型機船底びき網なんですが、愛知県、三重県のこの伊勢湾地

方では、実際の操業は板びき網なんですが、地方名でまめ板ですとか、まめ板網と

いうような名称の漁業でございまして、中には専業でやられている方もおられるよ

うなんですが、冬場、ノリ養殖業ですとか、船びき網漁業、こちらとの兼業をやり

ながら操業されているというところでございます。 

 また、これら対象魚種につきましては、漁場が近いということもございますので、

活魚で販売されているというような状況でございます。 

 資源管理措置といたしましては、漁業調整規則の中で許可の水域等の規制がある

もののほか、一部自主的な規制で今回資源回復計画の中で対象として考えておりま

すトラフグですとか、マアナゴにつきまして、体長制限、水揚げ制限等取り組みが

なされております。 

 次に、７ページに種苗放流の実績ということで、年別の放流実績、こちらをまと

めております。先ほど言いましたはえ縄の漁業といいますのは、愛知県、三重県、

静岡県にございますので、それぞれ各県で種苗放流が積極的に実施されておりまし

て、近年では３県で約 20 万尾から 30 数万尾の放流が実施されております。 

 また、漁場環境の保全措置に関しましては、堆積物の除去ですとか、海底耕うん

等の水質や底質の改善、干潟や浅場、干潟域の造成ですとか、漁業者や一般の方に

よる海浜清掃、植林活動等を実施して、環境の保全に取り組まれている地域でござ

います。 

 以上、かなり簡単に説明しましたが、このような取り組み、また漁業が営まれて

いる海域でございます。この中で具体的に今後資源回復計画を実行に移してまいり

たいと思っているわけでございますが、資源回復の目標というものをどのように考

えているかというところでございますが、資料でいいますと７ページの後半のとこ

ろになりますが、先ほどもシャコですとか、マアナゴ、トラフグ等の有用魚種の漁

獲物に占める割合、これが徐々に低下してきているというお話をさせていただいた

のですが、今回目標設定に当たりましても、これら有用魚種の漁獲比率を増大させ

るという形で目標を置かせていただいております。 

 繰り返しになりますけれども、小型底びき網の漁獲物を細かくカウントしていく

と、100 種類とか、そういうような漁獲物になろうかと思われますが、これらいろ

いろなものが漁獲される、網に入る中で、実際に水揚げしてくるものにつきまして
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は、商品性等を勘案して船上での選別作業を経た後、水揚げされるということでご

ざいますので、単純に漁獲量等を指標にするよりも、実際に水揚げされる漁獲物の

うちの重要魚種であるトラフグ、マアナゴ、シャコ、これらの割合を１つの指標と

するというのが適切と考えまして、先ほど申しました漁獲量の多かった 70 年代、

この頃は 40％程度をこれら重要魚種の３魚種が占めておりますので、これらに近づ

けるというところを目標として計画を実施していきたいと思っております。 

 これに向けて具体的にどのような措置を講じるかというところにつきまして、資

料の８ページ、４番の資源回復のために講じる措置と実施期間に全体を整理させて

いただいております。こちらにつきましては１つ１つ順番に御説明させていただき

たいと思います。 

 まず、措置といたしまして一番大きなものでございますが、漁獲努力量の削減措

置でございます。これは大きく分けまして４つに整理しておりますが、まず、小型

魚の持ち帰り制限の実施。これにつきましてはトラフグとマアナゴにつきましてそ

れぞれ期間を設定して実施したいと考えております。 

 まず、トラフグにつきましてでございますが、トラフグについてはトラフグ当歳

魚の水揚げに関して、現在一部地域では９月末まで水揚げしないというような自主

的な取り組みがなされているところ、また当歳魚の体長制限、全長の制限等を実施

されているところがございますが、これらに加えまして 10 月 31 日までの間、水揚

げをしない。底びき網ですので、網に入ってしまうものは避けがたいものでござい

ますので、漁獲したものにつきましては、先ほど言いました船上で漁獲物の選別作

業を行う際に、10 月 31 日まので間は当歳魚のトラフグについては船上で再放流を

していただく。１歳魚以上の大型のものにつきましては、これは従前どおり水揚げ

をしていただいて結構なんですが、小型魚をすべて再放流するという取り組み。こ

ちらにつきましては、伊勢湾全体の中を伊勢湾、三河湾と分けたときに、狭い意味

での伊勢湾側につきましてはほぼこの方向で検討を進めていくことにつきまして

漁業者協議会の中で御了承いただいたのですが、三河湾地域につきましては、こち

らはかなり伊勢湾側と海域の特性が違う。具体的に言いますと、かなり水深も浅い

湾でございまして、若干トラフグの生息状況といいますか、移動経路、時期等が違

っておりまして、夏場湾内にいたものが冬に順次湾外へ出ていくわけなんでござい

ますが、その辺の状況が若干違うということで、三河湾につきましては、こちらの

トラフグの水揚げ制限につきまして、期間等につきまして三河湾地域の実情に応じ

た取り組みを行うということで、引き続きこちらにつきましては検討を実施してい

きたいと思っております。 

 トラフグにつきましては、先ほど申し上げましたように、湾内での小型機船底び

き網による漁獲以外にもございますので、まずこの計画の中で小底の資源管理に関

する取り組みを実施した後に、その他のトラフグをとっている漁業、フグはえ縄で

すとか、外海部分、太平洋側での底びき網等につきまして今後第２期とここで表現

させていただいておりますが、今後の回復措置に関する取り組みを検討していくと

いうふうにしてございます。 

 続きまして、小型魚の持ち帰り制限の２つ目、マアナゴについてございますが、
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こちらも一部地域で、時期によって 23 センチ以下のものは水揚げしない、25 セン

チ以下は水揚げしないというような体長制限が実施されているところがございま

すが、こちらは今回対象海域全体の取り組みとして、秋、10 月、11 月の２カ月間、

こちらにつきましては全長 25 センチ以下のものはすべて再放流していただくとい

う取り組みを考えております。 

 これもいろいろ漁業者協議会等で協議をしていく中で出た御意見を反映させて

いるのでございますが、マアナゴにつきましては、これも湾内でかごによる漁獲で

すとか、また、シラス等をとる船びき網によってアナゴの稚魚、レプトケファルス

ですか、こちらが一緒にとれられているというような状況がございまして、まず今

回、小底の資源管理に関する取り組みをやった後、先ほど言いましたような関連漁

業による管理に関する検討も進めていくというふうにさせていただいております。 

 次の漁獲努力量の削減といたしまして、漁具の改良がございます。これは小型魚

一般、マアナゴですとかシャコの小型のものの保護のための網目拡大ということで

ございますが、伊勢湾の中で底びき網をやっている漁業、これは時期ですとか、ね

らう魚種、これによって３種類から４種類ぐらいの異なる目合いの網をそのときど

きによって使い分けて操業されているというようなところがございます。 

 そういうことから、今後小型魚保護のための網目の拡大というものを進めていく

について、まずそのような操業の現状、漁場ですとか、時期とか、そういうものを

よく検討しました上で、具体的な網目の拡大について早急に検討を行ってまいりた

いと思っております。 

 また、改良漁具、積極的に小型魚を逃がすような漁具の導入につきましては、こ

れは伊勢湾の小底に合った、伊勢湾での漁獲状況に合った改良漁具の導入というこ

とを行う必要があることから、実証試験を実施いたしまして、計画期間中に導入を

図りたいと考えております。 

 続きまして、シャワー設備の導入。これは主にシャコに対する効果を期待してい

るのでございますが、夏場、選別作業中に魚体が乾燥等で傷む、もしくは斃死する

ということがございます。シャコにつきましても小型のもの等は再放流しているわ

けでございますが、それら再放流後の生残率向上を図るためのシャワー設備、これ

らを漁船に導入するということにしております。 

 また、休漁期間の設定でございますが、これは狭い意味での伊勢湾の方でござい

ますが、こちらにつきましては、小底の操業期間というのが１月１日から 12 月 31

日まで周年操業可能になっております。ですから、漁場を休めるというようなこと、

またその期間を利用した漁場環境改善への取り組みということから、冬場、ちょう

ど今ごろの時期になろうかと思いますが、１月、もしくは２月の間に１カ月程度の

休漁期間を設定したいと思っております。 

 これら漁獲努力量の削減措置を実施する。それに合わせまして資源の積極的な培

養といたしまして、従来実施しております愛知、三重、静岡の３県によりますトラ

フグ種苗の放流に努めること。 

 それから、漁場の環境の保全措置といたしまして、各種事業等を活用し、また休

漁期間の設定を考えておりますので、これらの期間を活用いたしました海底清掃等
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の環境の改善事業を進めていくというふうにしております。 

 今回の回復計画につきましては、実施期間は５年間ということで実施したいと思

っております。 

 続きまして、９ページ、漁獲努力量の削減措置に関する実行担保措置でございま

す。これは法的なものや自主的なもの。法的な中でも資源保存法に基づくもの、漁

業法等に基づくものがございますが、新しくできましたＴＡＥ、総漁獲努力量の設

定、これは後ほどまた御説明いたしますが、今回この計画の中ではトラフグ当歳魚

の水揚げ制限が 10 月 31 日までということで説明させていただきましたが、この制

限の終了直後、その時期に漁獲圧力が増大するおそれがあるということがございま

して、これを従来どおりの操業にするということから、その時期にこのＴＡＥの上

限を設定したいと思っております。 

 その他のものにつきましては自主管理で実施可能なものについては自主管理で

実施していくというふうに考えております。 

 ６番といたしまして、資源回復のために講じられる措置に対する支援策について

です。先ほど支援策全体の御説明を資料１の方でさせていただきましたが、網目の

拡大ですとか、漁具の改良、シャワー設備の導入、これらにつきましては資源回復

計画推進支援事業、新しい事業ですが、これらの事業の活用を想定しております。 

 また、資源の積極的培養に関する取り組み、それから漁場環境の保全に対する取

り組み、これはそれぞれ関係事業を有効に活用した形で実施していきたいというふ

うに思っております。 

 これらの形で全体の回復計画を進めていくという形で考えておりますが、当然実

施の方に移ってまいりますと、その後の回復状況の把握ですとか、また、資源の動

向、それがどうなっているのか、ちゃんと順調に回復しているのかどうかというよ

うなことにつきましては、それぞれ進行の把握、調査につきましては独立行政法人

水産総合研究センターですとか、各関係県の研究機関というところが連携して調査

を実施していくという形で考えております。 

 また、そのような状況、資源の評価ですとか、実施状況、進捗状況にあわせて、

必要な回復計画の検討、また、評価というのを行いながら、必要があればまた計画

そのものの見直しという形で進めていきたいというふうに考えております。 

 時間が少なくなってしまいましたが、以上のようなことを内容とした回復計画に

ついて、先ほど言いました行政検討会ですとか漁業者協議会の検討結果を踏まえて

まとめてきたわけでございます。一部この中でまだ今後継続して検討を加えていく

というところがございますが、そちらの項目等につきましても今後漁業者協議会等

の協議を経て内容の具体化をさせていただきたいと思っております。 

 また、今回、本部会の中で各委員の方々からちょうだいいたします御意見等を踏

まえまして、漁業者協議会等で計画をつくっていく中で反映させていただきまし

て、最終的には年度が明けてからになりますが、新年度に入りまして、この案とい

う文字がとれた形で確定された伊勢湾小型機船底びき網対象種資源回復計画とい

たしまして公表していきたいというふうに思っております。 

 少し長くなりましたが、今回検討しております回復計画の案について以上でござ
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います。 

○澁川部会長 

 説明ありがとうございました。 

 この伊勢湾の小型底びき網対象種の資源回復計画につきましては、皆さんお聞き

のとおり、比較的海域も狭く、対象関係者が比較的狭いということもありまして、

濃密な議論と具体的な話が相当出されているということが御理解いただけたと思

いますし、かように大変な手間をかけて、時間をかけて関係者の御努力が成案に結

びつくまでには大変な労力を要するということを具体的に目にしているわけでご

ざいます。 

 本件につきまして、内容を要約いたしますと、この資源回復計画案の内容につき

ましては、昨年の部会で提示されました計画の検討素案を踏まえて、その後の行政

・研究担当者会議、さらには漁業者協議会などの場で協議された内容が整理されて、

事務局において取りまとめられた。 

 また継続協議が必要な事項につきましては、さらに同種の会議を重ねて具体化し

ていかれるということであります。 

 本日の部会における委員の皆様の御意見を今後の協議、現地における協議に反映

させるということで、最終的には新年度、４月に入ってから、確定された伊勢湾小

型機船底びき網対象種の資源回復計画として公表したいというようなことでござ

います。 

 以上の説明と私の要約でこの計画の是非を本部会でまとめなければならないわ

けでございますが、以上の説明について御質問、御意見がございましたらちょうだ

いいたしたいと思います。 

○亀尾委員 

 高知県でございます。 

 大変御苦労されていることはよくわかりまして、感謝申し上げるわけでございま

す。計画については何も申し上げることはございませんが、漁獲の減った部分の原

因などが貧酸素水域の発生だというふうになっております。この減る部分について

は別ですけれども、卓越年級群というのはどの魚種にもあるわけでございますが、

卓越年級群というのはどういう要因でこういう形になるのか、それを教えていただ

きたい。このように思います。 

○佐藤漁業管理推進官 

 もしよろしければ、申しわけないですけれど、愛知県、または三重県の水産試験

場の方で、今のは非常に専門的なものだと思うんで、要するトラフグの卓越年級群

の……。 

○亀尾委員 

 どの魚にも出ておりますね。サバなんかにも卓越年級群というのがあるので、ど

うしてこういうのがあるのかなということです。それを聞きたいんです。 

○佐藤漁業管理推進官 

 一般論とすれば、私、行政官としての理解ですが、特に浮き魚では一般的に親が

子供を産むと単純に言っているのですが、親の数が少なくてもたまたま生まれた子
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供が数多く生き残るという状態がある。それは海洋環境でたまたま生まれたときに

えさがたくさんあるとかということと、もう１つ同じパターンがくるということ

は、そのときの魚に特異な特性があるとか、幾つかの説があるようなんですが、浮

き魚の場合は、相当の変動、特に子が生まれた直後の餌が海面近くにあるというこ

とで非常に環境変動を受ける。ところが、底魚は比較的環境が安定している海底に

産むから、浮魚ほどの変動はない。といっても、それでも何年かに１回には、地域

によって非常に多く生き残るときというのが、あると聞いております。 

 だからその原因たるところはそれぞれの魚種によってちょっと違うと思うんで

すけれども、いずれにしても資源を管理するときに、日ごろの、ちょっと御質問と

違うかもしれませんが、月々の給料の中から貯金するのと、たまにきたボーナスか

ら貯金する。この２つのやり方で、卓越年級群を利用した方が実際には資源の回復

につながりやすいということから着目しているところでありますけれども、これを

あらかじめ予測したりするのは非常に難しい。 

 ただし、一定期間ごとに、これは底魚にしても、浮き魚にしても出てくるという

ふうに思っているところでございますが、その原因というか、生物学的な要因その

ものについてはちょっと水産試験場の方でもし何か補足することがあればお願い

したいと思います。 

○澁川部会長 

 ちょっと異例でございますけれども、ひとつお願いします。 

○津本三重県農林水産商工部漁政課主査 

 三重県の漁政課の津本と申します。 

 きょうは、愛知県、三重県の水産試験場の者が傍聴にまいっておりませんので、

一応関係県としてこの海域のトラフグについては若干知見も持っておりますので、

ちょっとコメントさせていただきたいと思います。 

 先ほど全般的な浮き魚資源等につきましては佐藤推進官の方から御説明があっ

たと思いますけれども、海の中のことですので、なかなか詳細な部分というのはわ

からないというのが現状ですけれども、トラフグにつきましては、このグラフを見

ていただいてもわかりますように、４年、５年ぐらいの周期で卓越年級群が出てい

るという現状がございます。この原因につきましては、１つは、トラフグの成熟が

雄が２歳で雌が３歳以上というふうにこの海域のトラフグは言われておりまして、

雌の成熟の長さとある程度関係があるのではなかろうかというふうには考えてお

りますけれども、それにしてもスパンがちょっと合わない部分もございまして、や

はり海況面、卵が当然多ければ多い方ほどいいんでしょうが、トラフグの場合は伊

勢湾の湾口外、外の方で産卵しますので、それが伊勢湾の中に稚魚として加入して

くることから加入がうまくできたか、また伊勢湾の中の環境がそのときに餌が多い

とか、水温が適温だったとか、そういう要因が複合してこういう卓越群というのが

出てくるんだろうなというふうに思っておりますけれども、明確なお答えは今の段

階ではできないと思っております。 

 失礼しました。 

○澁川部会長 
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 鈴木委員さん。どうぞ。 

○鈴木委員（愛知県） 

 ただいま水産庁の方から愛知県の伊勢湾小型底びき漁業に対する資源回復につ

いて御努力を頂いていることについて大変ありがたく、御礼申し上げます。 

 なおまた、愛知県としては、関係の取り組みの実施に向けて国などの支援は当然

のことながら、伊勢湾内の小型底びき網だけでなく、ほかの業種の努力もお願いし

たい。解決しなければならない課題が大変ございますけれども、取り組みの検討に

向けて、関係者の合意が図られるようにひとつ御努力をしていただきたいと思いま

す。よろしくお願い申し上げます。 

○本城委員 

 東京都の本城です。 

 ただいま水産庁から御報告がありましたけれども、皆さんおっしゃるように本当

に両県の関係者の御努力が実ったと思っております。 

 また、ここへ来るには両方の研究機関の相当長い積み上げがあってこれができ上

がったと思います。また、水産庁がうまくこのＴＡＥの思想に基づいてこの計画へ

と導いてこられたことは慶賀の至りだろうと思います。 

 ただ、ちょっとお伺いしたいんですけれども、この資源回復計画の目標の中で、

５年後にこの比率を近年の 25％から 1970年代の 40％台に回復したいと希望を持っ

ていらっしゃいますね。この中で、後の計画を拝見しますと、魚種的にはトラフグ

とマアナゴに力点を置いていらっしゃるような感じがいたします。だけど、過去の

漁獲を見ますと、減少の著しいのはシャコになっているわけですね。シャコの伊勢

湾での漁獲物としての価値は、戦後東京サイドのすし産業に向けての需要がふえて

漁獲が上がっていったという経緯があろうかと思います。今その辺の需要関係がど

うなっているかわかりませんが、このＴＡＥの中で、シャコか、マアナゴか、どち

らに力点があるのか。あるいは状況によってはこの中ではいずれがふえてもいいん

だと。その辺のふえ方を見ながら、また漁獲関連の方も考えてもいいのではないか

というふうに考えますが。その辺、ちょっと御議論の中身を承りたいと思います。 

○澁川部会長 

 事務局、お願いします。 

○平松管理課管理型漁業推進班指導係長 

 シャコとマアナゴの取り組みなんでございますが、８ページのところに取り組み

をそれぞれ書かせていただいた中で、確かにマアナゴにつきましては期間を区切

り、ある一定サイズ以下の持ち帰り制限という取り組みがございますが、シャコに

つきましては、シャコを主に考えておりますのがシャワー設備の導入、こちらで再

放流後の生残率の向上を目指すというものがございまして、その他、目合い制限等

につきましてはすべての魚種に共通する取り組みだというふうに認識しておりま

す。 

 そのような中で、シャコとマアナゴのウエートづけといったら言葉は変なんです

けれども、そのようなことというのは、実は同じ伊勢湾、この海域の中でも主にシ

ャコを漁獲する地域、主にマアナゴを漁獲している地域、さらにローカルに見てい
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くと、地域によって若干漁獲物の中に占めるシャコとマアナゴのウエートの違いと

いうようなものは生じているというのは事実であると思います。 

 ただ、全体の回復計画というのを考えていく中では、マアナゴもシャコにつきま

しても同じように重要な魚種というとらえ方をして、それぞれの、こちらに書いて

おりますような取り組みを進めていきたいというふうに考えております。 

○本城委員 

 わかりました。私が言ったのは、計画案がまだ詰まっていないのではないかとか、

そういうけちな話ではないんで、これはよくできていると思うんです。ただ、漁場

利用関係で言いますと、シャコを考えた場合とマアナゴを考えた場合では当然違い

が起こってきます。そういうことを言いますと、内部でどんな話があったのかなと

いうことをちょっと伺いたかったんです。 

 いずれにしても両方あわせて目標値に接近していけば大変いいのではないか。当

然その過程で環境の問題、資源の問題、いろいろ出てくるので、漁業運営を阻害し

ないように、ケース・バイ・ケースで検証しながら計画を変更することもあるべし

というようなことで我々は理解していくのが漁業者という立場から言うと妥当な

のではないかというふうに私は思っております。 

 以上です。 

○澁川部会長 

 ありがとうございました。 

 非常に貴重な御意見をちょうだいしました。 

 三重県の迫間委員さんから御発言がございますか。 

○迫間委員 

 三重県の迫間でございますけれども、伊勢湾の小型底びき網の資源回復計画につ

いては当資源回復計画の取り組みや支援策についてかなり具体化されているよう

に思います。水産庁の担当官におかれましては、愛知、三重両県に何度も足を運ん

でいただき、漁業者協議会の場において多くの漁業者の意見を直接聞いていただい

たと聞いております。当県の小型底びき網の漁業者も前向きに当計画を受けとめ、

実施していく方向で検討を進めております。また、漁業者もこうした地域や県を超

えた統一的な取り組みの効果に期待しているようです。 

 今後もいろんなレベルでの協議や調整を重ね、資源回復計画や実施計画の作成が

進められることと思いますが、漁業者の意見を十分に反映させた平等感のある計画

の作成をお願いします。 

 回復計画の候補種については、当県におきましては、今回伊勢湾小型底びき網対

象魚種という幅広い範囲の魚種を対象として検討を進めております。また、これら

の魚種に対する取り組みを進める中で、多くの漁業種類との調整も必要となってく

ると考えております。そこで、当面は新たな対象魚種に着手するより、当計画を広

げていく方向で考えたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○澁川部会長 

 御意見ありがとうございました。 
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 ほかにございませんか。 

 どうぞ、山下委員。 

○山下委員 

 少し一般論に近い話になるかもしれませんけれども、この南部会に関することで

申しますと、資源の回復の目標が漁獲量そのものではなくて、漁獲量に占める割合

になっているというのは、資源回復計画のもともとの趣旨から言うと少しユニーク

であるというふうに思います。これは漁獲特性からこういうふうになったので、こ

れ以外に方法がないということであれば、それは仕方がないんですけれども、しか

し、全体として漁獲量が非常に小さい中で、割合だけは上がったということに結局

５年後になったのでは元も子もない。 

 そういうことで言いますと、この三重県や伊勢湾の例だけではなくて、一般的に

ですが、これから漁業者の方々が５年間非常に我慢をするなり、犠牲を払わなけれ

ばならない。その前と、これから５年後、2007 年との間でどれだけ変わったかなと

いうこと。今までと５年後とでどんなふうに変わったかというのが楽しみになるよ

うでなければならない。きのう有元先生のコメントにもあったと思うんですけれど

も、今までのデータがきちんととられている必要があるのと、どのぐらい我慢をし

たかということが数値的にわかるということが必要ではないかと思っています。そ

れで楽しみがあれば５年間我慢もできるだろうということですね。 

 それで言いますと、伊勢湾に戻りますが、データでは豊浜漁協の今までのデータ

をお示しいただくときに、豊浜漁協の掛ける２というのが大体漁獲量になっている

ということでは、先々全部豊浜漁協頼りになってしまったりすると大変ですので、

せっかくですから、この機会に、例えばデータをおとりいだたくとか、それから、

我慢をしたならした。それを数値化できるような工夫をしていただくとか、そうい

ったことが必要ではないかと。 

 もう１つ、同じようにこういうデータをとるのは大変かもしれないけれど、必要

だと思うのは、あとはやっぱりいろんな予算措置がとられているという意味です。

漁業者の方が自主的に取り組まれるというだけのことであれば、それで資源がふえ

て、漁業者の方、よかったねで済むんですけれども、予算措置がとられて、それな

りの補償などが行われるということになると、国民に対する説明責任というのも必

要になります。そのためにも大体こんなことだったということでは説明ができな

い。特に財政が破綻しそうなときですから、そのあたりも神経を使っていただける

といいと思います。これは水産庁さんにもお願いしたいし、漁業者の方にもデータ

の確保に協力をしていただくといいのではないかと思っています。 

○澁川部会長 

 事務局、お答えを願います。 

○佐藤漁業管理推進官 

 今後いろんな形で小型底びき網漁業の資源管理をやっていくについて、恐らく共

通の問題として出てくると思うんですが、たしか瀬戸内海もいろいろ調べていきま

すと、いわゆる小型底びき網漁業の漁獲量そのものというのは余り減っていない。

つまりこの漁業というのは、例えばサワラのように単一魚種だときれいに出てくる
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んですが、底びき網漁業、特に内湾でナーサリーというか、産卵場を抱えていて、

いろんな魚種の産卵場になっている。成魚もとるし、稚魚も一緒にとるというとこ

ろの資源変動という面から見ますと、本当に難しくて、ある意味でいきますと漁獲

量は減っていない。確かに減っていない。しかし、いわゆる浜の感覚は全然違う。

ここでもありますけれども、スズキとかそういうものについての漁獲圧というか、

量は上がっているんですけれど、スズキは残念ながら一時期を除くと高い魚じゃな

くて、現場ではですね。本当はシャコとかマアナゴをねらいたいという感覚があり

ます。 

 そういうことで、底びき網についての１つの目標の設定ということで、むしろ漁

業者感覚に近いものを持ったわけでございますが、ただ、これは比率が上がるとい

うことは全体としての漁獲量ももちろん下がることは多分ないだろうと。他の安価

な魚種の漁獲量だけが全体下がって、相対的に価格の高い魚種のみがふえるという

ことは基本的にはあり得ない。つまり重要魚種これが指標となりますから、そうい

うふうに思います。 

 それから、統計につきましては、おっしゃるとおり、今後これはモニタリングし

ていく体制は統計情報部等も含めて早急に確立していく必要があります。そういう

ことで、内外湾の区分についてもどこまで厳密にできるかというのは今後検討が必

要ですが、それを具体的にしていきたいと思います。もちろん先ほど言いましたよ

うに、毎年レビューもしますけれども、一定期間きたときに、その結果責任という

ものをちゃんと説明できる。また、その原因がどこにあったかというようなところ

についてもフォローしていく必要があると思います。特に当地区で気になるのは、

いわゆる夏の無酸素層の発生というのがあります。地域によってはこの資源回復計

画に取り組んでも、ある限定した地域ですけれど、海が余りにも大変な状態になっ

ているので、むしろ酸素回復計画というものをやってもらわない限りだめだという

ところもございました。 

 ただし、全体としての取り組みが必要なので、私らもこれに参加しますというこ

とですけれど、自分たちの本心としては海をきれいにしてくださいと、そちらの方

がはるかに資源にとってはいいということも言われました。伊勢湾の全体から見る

と、取り組んでいかざるを得ないというところがあります。 

 そういうのを含めてこの結果について十分フォローアップしていく必要がある

と思います。 

○澁川部会長 

 どうもありがとうございました。 

 一応５年の計画ということになっておりますけれども、御案内のとおり、資源回

復を願う、あるいは実践するということになれば、５年というタームは甚だ短いわ

けでありまして、当然その先までにらむとするならば、５年間もどれだけ先に向か

っての準備期間であるかということにもなるわけでありますし、山下委員のおっし

ゃったとおり、今や日本周辺の資源回復にかかわるさまざまな行政的な財政面の支

援措置という話は当然のことながら国民の協力を得て実現していくということに

もつながるわけでありますから、私どもだけの話ではないということを改めて認識
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する必要があるわけでありましょう。 

 計画を見せていただきますと、７番の進行管理のところでかなりきめ細かな手当

てをなされるということになっておりますので、その辺は当然研究機関の方々も参

画されるということでありますから、関係者こぞって体制を充実していくというこ

とになろうと思いますし、また、この計画、この部会で承認するということになり

ますれば、私どももこの後、この計画を常時ウォッチしていかなければいかんと、

こういうことになっていくんだろうと思いますので、その辺もよろしくお願いした

いと、思います。 

 それでは、時間も時間でございますので、集約しなければいけません。今までの

お話を伺ったところ、現在の計画案につきましては特段の大きな変更をする必要が

あるというふうにはどうもないようでございますので、この計画案につきまして取

りまとめていくということで部会として承認したいと思いますが、いかがでござい

ましょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○澁川部会長 

 ありがとうございます。 

 もう１点でございますが、事務局として今後この計画を最終的に取りまとめ、公

表していくに当たりまして、継続協議がまだ一部残っているものもありますので、

これについては現地の漁業者協議会等を通じて詰めていきたいということでござ

いますが、この手順についてもあわせて御了解を得たいと思います。よろしくお願

いします。 

 それでは、次の議題でございますが、でき得れば 12 時までには終えたいと思い

ますので、よろしく御協力をお願いいたします。 

 次の議題は、ＴＡＥ制度の適用ということでございまして、その内容について説

明を事務局よりお願いしたいと思います。 

○大隈管理課企画班課長補佐 

 今回伊勢湾の資源回復計画といったものが確立されてきておりますけれども、そ

の中で、先ほどの説明でも若干触れさせていただきましたが、この回復計画に関連

いたしまして、ＴＡＥ制度の適用といったものを考えております。 

 まず、資料としては２－４でございますが、ＴＡＥ制度とは一体どういうものか

ということについて軽く触れさせていただきます。海洋生物資源の公的管理措置の

１つとして、従来、通称「ＴＡＣ法」と呼ばれておりました「海洋生物資源の保存

及び管理に関する法律」の改正により、新たに設置された制度でございます。基本

的な枠組みと申しますのは、ＴＡＣ制度と同様であり、ＴＡＣ制度が漁獲量の観点

からの管理を行っているのに対しまして、こちらのＴＡＥ制度は、漁獲努力量の総

量を管理しようとするものでございます。 

 なぜこれが、この資源回復計画に関連して適用することが考えられているかと申

しますと、この資源回復計画では皆様御承知のとおり、資源の回復を図るために休

漁期間の追加が行われます。漁獲努力量の削減に当たりましては、当然関係漁業者

の方々の負担といったものも生じますし、また先ほどからの話もありますように、
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いろいろ支援策として公的資金も投入されますので、当然漁獲努力量の削減がちゃ

んと効果を発揮できるように担保しなくてはなりません。 

 一番我々が恐れますのは、一たん回復計画に基づきまして削減した後の漁獲努力

量といったものが、例えば休漁期以外の集中操業とか、新規着業船の発生などによ

りまして、せっかく削減したものが再び増加してしまう。そういったものはちゃん

と防止するためにも手を打っておく必要があるという考えに基づきまして、公的措

置であるＴＡＥ制度を適用しようと考えているものです。 

 そして、伊勢湾の回復計画につきまして、どのようなＴＡＥを定めようとしてい

るのかにつきましては、先ほど計画案の説明の中にもありましたように、伊勢湾に

おきましては、１件の、トラフグ当歳魚の水揚げを禁止する「期間禁漁」といった

ものを考えておりますけれども、10 月の期間禁漁が明けた段階となりますと、10

月中に当歳魚をとっておりませんので、一部は外海に出ていくにしてもかなりのも

のが伊勢湾の中にとどまっているということになり、また、体長も大きくなってお

ります。だからといって、11 月から 10 月に休漁した分を取り戻そうとして集中的

な操業を行ってしまいますと、目先の水揚げ量といったものはふえるかもしれませ

んが、それではせっかくの資源全体の底上げを図ろうという取り組みの効果が薄れ

てしまいます。 

 そういうこともありますので、この伊勢湾の事例について考えてみますと、例え

ば 10 月のトラフグ小型当歳魚の水揚げ制限の直後の 11 月から 12 月、１月ぐらい

までの間、漁獲努力量を、小型底びき網の場合、出漁隻日数といったものが想定さ

れておりますけれども、それを従来どおりのレベルにとどめようというふうな形で

の設定を考えております。 

 したがいまして、特定の海域（具体的には伊勢湾）、特定の期間（トラフグの場

合、主要漁期である 11 月）、特定の漁業種類（小型底びき網）に限定した形で数

値を設定し、従来の漁獲圧力といったもののレベルに維持していこうというふうな

え方に立っているものでございます。 

 ＴＡＥの設定に関します今後の具体的な手順といたしましては、まずはどの魚種

をＴＡＥの対象種とするかということを、「海洋生物資源の保存及び管理に関する

法律」に基づきまして政令で指定する必要がございます。トラフグ以外ですと、サ

ワラ、アカガレイ、サメガレイ、ヤナギムシガレイといったものがございますが、

そういった魚種をまずはＴＡＥ管理制度の対象種とするということで政令で指定

を行います。 

 これにつきましては、３月 12 日に行われます水産政策審議会におきまして、こ

の部分について答申をいただき、政令指定する予定となっております。具体的にど

ういったＴＡＥ（漁獲努力可能量）といったものを設定するのかということにつき

ましては、今後秋頃までに詰めていくこととしております。 

 ＴＡＥ制度の対象魚種として指定したからといって、即座に具体的な、出漁隻日

数が定められるわけではなく、その後に回復計画の内容と十分すり合わせを行い、

現状の漁獲努力量も勘案して、ＴＡＥの設定作業を行っていくことになります。 

 今後の作業の進みぐあいによりますけれども、今後の漁期に合わせてＴＡＥ制度
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の運用といったものを開始できないかと考えております。 

 ちょっと回りくどい説明になりまが、本日ここで委員の皆様に御検討、御承認い

ただきたいと思っておりますことは、この伊勢湾の資源回復計画に関連いたしまし

てトラフグに対する漁獲圧力といったものをある程度管理する必要がございます

ので、トラフグを今後ＴＡＥの対象種として指定することについての手続を進めて

よろしいか、また、今後具体的なＴＡＥの設定に当たりましては、資源回復計画の

内容を実際漁業者協議会等の中でより詰めていく中で設定するという作業手順で

よろしいか、この２点ついて御検討いただきたいと思います。 

○澁川部会長 

 ただいま水産庁より説明がございました。 

 １つは、ＴＡＥ制度というのはどういうものかというこでございますが、それよ

りもむしろ、そのＴＡＥ制度を具体的に今回の資源回復計画に重ねるためにはトラ

フグを管理対象種にするということの御了解を得た上で、３月 12 日の水産政策審

議会で諮問をし、了承を得て、政令指定するという手続が要るということでござい

ます。具体的にどういうことをやるかという話は、その後の関係漁業者の協議会等

で詰めていく。こういうことのようでございますが、今の説明で何か御質問御意見

等ございますでしょうか。 

 どうぞ、植野委員さん。 

○植野委員 

 前半は伊勢湾の小型機船底びき網漁業対象魚種の資源回復という範疇で議論さ

れているんだろうと思っていたのですが、この委員会としては本来は広域型の資源

をどうするかという議論がメインになるんでしょうが、資源の生態に合わせたいろ

んな制限の手法があるべきだと私は個人的には思っていたので、今のお話だとトラ

フグについて、底びきを１カ月制限したりすることをそのまま実施するのではなく

て、トラフグをまず対象にして、各県はそれぞれのＴＡＥの仕方を今後検討すると

いうことであればよろしいかと思います。例えば大分県の場合はフグは底びき網よ

りむしろはえ縄をどうするかが問題になるんですね。はえ縄の方は伊勢湾の方はあ

んまり触れられておりませんので、その辺は……。 

○佐藤漁業管理推進官 

 このＴＡＥ制度はいわゆるＴＡＣと基本的に違いまして、ＴＡＣというのは周年

のすべての漁獲量をまず把握して、それを全体としてコントロールする。ＴＡＥは

船そのものをとめますから、それをやりますと、対象魚種が１尾たまたまとれると

きに、残り 99 尾が大変とれているのに、はい、とまりなさいということで、これ

は極めて厳格なものになります。そういう面からすると、地域と魚種と漁業種類を

限定して使っていこうという趣旨のものですが、今回の場合、資源回復計画に関連

してどこかの努力量が下がる。いわゆる漁業者にとって痛みと血が出るところは資

源回復計画で定める。ただし、その痛みをそれ以外の漁期などで回避しようとして、

漁獲努力量の増加しそうなところをキャッピングしますという手法をとります。そ

ういう面からすると、資源回復計画そのものは今回のような場合は業種に着目し、

かつ、その中の重要代表種を指標として、１つの手法としてトラフグについてＴＡ
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Ｅを設定するということでございます。 

 ただ、トラフグだけから見たときに、当然資源の全体の、静岡県まで入れました

３県全体が利用としている資源として資源管理はまだ完結しておりません。だか

ら、今後第２期で、先ほど言いましたように、トラフグについては外海の産卵場の

保護とか、今度は成魚そのものを本体のはえ縄についてのいろんな規制措置が必要

になったということになれば、関連漁業はふえていく。こういうふうになると思い

ますが、まず小さいものをできるだけとらないようにしようと。こういうスタート

のラインのところにおいてのＴＡＥを使うということでございます。 

○植野委員 

 体長制限ですね。漁期を決めるとかですか。今言った小さいもの、小型魚をとら

ないという決め方が全国一律に 10 月１日とか……。 

○佐藤漁業管理推進官 

 いや、違います。 

 まずこのＴＡＥについては、ここに書いていますように、特定の海域に限定しま

す。政令でＴＡＥの対象にトラフグを指定しましたら、制度上は北海道から沖縄ま

でトラフグＴＡＥを課すことが可能になります。ただ、これは実質上基本計画でそ

の内容を決定することとなり、対象海域とかを限定していきます。今回の場合は伊

勢湾として、かつ、期間を例えば 11 月、漁業種類は小底ということで絞っていく

わけです。瀬戸内海でもトラフグで資源回復計画が合意形成されたら、政令指定は

もう不要でございます。そのときは瀬戸内海に対しての基本計画を新たにつくって

いくという手続が必要になります。 

○植野委員 

 ありがとうございました。 

○澁川部会長 

 おわかりでしょうか。 

 ほかにございませんか。 

 ないようでございますので、次へ進めさせていただきます。 

 トラフグをＴＡＥ制度の対象とするということで、御了解を賜りたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○澁川部会長 

 ありがとうございました。 

 

３ 議題：（３）資源回復計画対象魚種候補・優先順位について 

 

○澁川部会長 

 それでは、議題３でございます。 

 議題３については、資源回復計画対象魚種候補・優先順位についてでございます。

この件につきましては、昨年の 10 月の第１回の部会で事務局から提示されました
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素案をもとに、各県で開催された漁業者協議会等の場である程度の意見がまとめら

れているようでございまが、このことにつきまして、事務局から説明をお願いしま

す。 

○平松管理課管理型漁業推進班指導係長 

 それでは、資料の３を使用いたしまして御説明させていただきます。 

 前回の部会以降、先ほど参考資料の素案という形で前回の部会での今後の検討種

の整理表を配付させていただきましたが、この中の太平洋南部会、こちらに挙げら

れておりますような魚種につきまして各県、またさらに地域の中で漁業者協議会を

適宜開催していただきまして、今後の取り組みについて各県で御検討いただいてお

ります。特に愛知県、三重県につきましては具体的な魚種が現在小底の計画につい

進められているわけでございますが、それ以外の地域につきましては今後各地域で

どのような魚種への取り組みが必要かというところの検討を進めていただいてお

ります。 

 １回目の協議会では主に新たにできました資源回復計画という制度ですとか、今

後の進め方というようなものを各地域の漁業者の方に説明する場ということで開

催されて、２回目以降、各地域の漁業者協議会の中で具体的な魚種についての検討

を進めていっているというのが各県を大まかに見た共通した協議会の進め方のパ

ターンのようでございます。その中で２回目、３回目の協議会の開催サイクルとう

まく今回候補魚種について取りまとめるタイミングとが若干ずれてしまったとこ

ろもございまして、検討中というような書き方をさせていただいている点がござい

ますが、そういうような状況でございますので、御了承ください。 

 ある程度これを取りまとめる段階までに各県の協議会の中で魚種ごとの整理が

なされているものにつきまして、例えばこちらに書いていますキンメダイですと

か、静岡県のトラフグ、これは先ほど触れましたはえ縄の部分です。また、先ほど

三重県の委員の方からもございましたが、愛知と三重、こちらにつきまして現在３

魚種を挙げて資源回復計画の作成を進めておりますが、今後それらにその他の魚種

の具体的な取り組みというものを追加して現在検討している計画の肉づけといい

ますか、それをどんどん広げていくというような形での取り組みが必要だというよ

うな検討がなされております。 

 また、カタクチイワシですとか、トラフグ、愛媛県や大分県でも書かれておりま

すが、太平洋の南部海域と隣接して関係の深い瀬戸内海の海域、こちらでの今後の

取り組み、それらと連動した形でこの太平洋の南部会、こちらで担当している海域

の部分につきましても取り組みの検討が必要だという意見が出されております。 

 今回この資料３といたしましてまとめさせていただきましたのは、広域種といい

ますか、都道府県をまたがる資源に着目したものなので、回復計画といたしまして

は国が作成する部分ですが、そちらについての検討状況についてのみ掲載させてい

ただいております。 

 従いまして、検討されている中では都道府県の単独種という形で今後の検討を進

めているものも一部検討が進んでいるものがあるというふうに聞いておりますが、

今回はそのような国の方でこの部会の中で今後検討していくものという形で整理
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されているもの、整理していくものについてのみ掲載させていただいておりますの

で、県単種部分は今回抜けておりますが、その点御了承ください。 

 今回整理する段階では各県の方での検討状況ということで、こちらに書いてあり

ますような魚種等につきまして備考欄に書いてありますような御意見が出ており

ますが、これはあくまで各都道府県の漁業者協議会の中で出てきました意見でござ

います。各都道府県を超えて調整をした上でここに掲載したものではございません

ので、これらの検討状況をそれぞれ踏まえまして、今後次に優先的に取り組むべき

魚種ですとか、その検討素案につきまして行政・研究担当者会議や漁業者協議会の

中で検討していって、その中で整理した上で次回、秋ごろだと思うんですけれども、

開催されます太平洋の南部会に次の資源回復計画の検討素案という形で提示でき

るよう検討して、また部会の中で今後検討していただきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○澁川部会長 

 ただいまの事務局の説明について何か御質問ございますでしょうか。 

 現在各都道府県で検討中のところと具体的に候補種が挙がっているところと差

異がございます。まだまだ詰めていかなければいけないような状況でございます

が、もし御意見があれば……。 

 それでは、御意見、御質問はないようでしたら、資源回復計画対象魚種の候補、

優先順位の確定、計画素案の作成についての今後の作業スケジュールについては部

会としては承認することといたしますが、よろしいでしょうか。お諮り申し上げま

す。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○澁川部会長 

 それでは、事務局においては今後必要な作業を進めるようお願いいたしたいと思

います。 

 また、各委員におかれましては本日の議論の内容を地元に持ち帰っていただきま

して、十分に議論を尽くすところは尽くしていただくということで、次回の部会、

これはいつごころになりますか。 

○佐藤漁業管理推進官 

 多分去年よりは若干早くて、９月ごろにとりあえず考えております。 

○澁川部会長 

 次回の部会９月ごろだそうでございます。 

○佐藤漁業管理推進官 

 次回は委員会と部会を一緒にやるということで、昨年と同じようになります。 

○澁川部会長 

 ということでございますので、その節はよろしくお願い致します。 

 

議題 ３：（４）その他 
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○澁川部会長 

 それでは次に（４）のその他についてでございますが、何かございますでしょう

か。 

 外記委員、どうぞ。 

○外記委員 

 全国共通の資源管理計画の最たるものといたしましてマサバがございます。マサ

バの親魚は南の海には全く数年らい姿を見せておりません。それで資源回復計画の

中で、稚魚が回遊し、漁獲されている場所は北の部会だからということで、北部会

でマサバの資源管理計画をいろいろ御相談申し上げて、それをまた南部会の方に下

げるというふうに実は聞いておりますけれども、今の段階で水産庁といたしまし

て、ほかの漁業種類について、各県の担当者会議、あるいは漁業者会議等を経まし

ていろいろ議論しているようでございますけれども、御案内のとおりサバにつきま

しては、釣りと網の両方の漁業者によって成り立っている大事な資源でございま

す。それで、今の段階で私が聞く範囲は卓越年級群が発生した場合に稚魚のある程

度の漁獲努力量の制限をすると聞いておりますけれども、いつ起こるかわからない

ような卓越年級群に期待して、しかも漁業者会議等まだ経ないで、果たしてサバの

資源回復が浜の皆さんの期待するような格好で徐々にでも進んでいくんだろうか

と大変危惧をしておりますので、その辺をどうお考えになっているのかお答えをい

ただきたいと思います。 

○澁川部会長 

 本城委員もその件ですか。 

○本城委員 

 全く同じです。 

 ただ、前回の委員会のときにも言いましたが、南部会でも一都三県連合海区漁業

調整委員会があってマサバ太平洋系群産卵群の漁業調整をやってきたわけですか

ら、北部だけでマサバの資源論をやらないで、当然南部でも同じように扱ってほし

い。事後報告だけではいささか不満であるということです。 

○澁川部会長 

 では、まとめて事務局お願いします。 

○佐藤漁業管理推進官 

 昨日北部の部会において若干御説明したのですが、太平洋マサバの資源回復に当

たって、もともと基本的戦略として卓越年級群でない年の資源を保護して、それを

資源回復につなげるというのは、現実としてまさに先ほどありましたけれど、非常

に乏しい給料の中から多くの貯金をするという形で、これはなかなか現実として、

特に関係業界の皆さん方には難しい。 

 そこで、卓越年級群というときに、ボーナスに近いものをいかに抑制できるか。

ところが、これが事実上４年に１回、今回外れましたけれども、漁業者としてはボ

ーナスではなくそれをあてに生活給化しているという現実があります。来ないのが

当たり前、よって、来たから全部とらないでいいじゃないかと、これはなかなか漁
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業者に受け入れられないのです。大体卓越年級群で４年間の漁獲量の７、８割をと

っているということですから、それをどうするかという問題であります。資源の豊

度が上がった場合はいろんな漁業種類にも広がりますけれど、まず第１期として稚

魚をいかに確保するかというところで卓越年級群の発生を確認し、豊度を見て、そ

こでどの程度の漁獲を抑えるかの戦略を立て回復させていくかということを組み

立てたいと思っているわけです。 

 その場合に、今の段階ではほぼ８割程度ですか、漁獲量としては北部太平洋のま

き網の業界の関係がその大きなウエートを占めている。そこで何ができるかという

ところを検討していく必要があるというふうに考えております。 

 そういうことで、現段階で前回申し上げましたように、北部太平洋マサバの資源

回復計画は卓越年級群の発生とその豊度が確認できたときに内容を固めるという

ことでございます。その内容はとり控える分をどういうふうに具体的に船を動かす

ことによって逆に言えば休漁の仕方となります。例えば港の処理能力を上回るほど

たくさんとれたときに休漁するものと、本当に資源管理のための休漁というのはど

ういうふうに区別していくのか。そういう問題もあります。こういう問題を資源が

発生した後から議論するのでは間に合わない可能性がある一方、あくまで漁業者に

とっては真剣なことですから、内容を固めるのは、豊度がある程度わかった段階と

する。実は昨年も準備を内々してもらったんですけれど、結果外れたということが

あるんですが、発生が確実なときに取り組むこととしています。 

 しかし、中層トロールで 2000 年の卓越年級群があったかどうか調査をしました

が、残念ながら 2001 年の発生も含めて今のところ卓越年級群が発生した兆候はご

ざいません。それでどうなるかというと、次はこの春に発生したのがそういうもの

がどうであるかというのが７月か８月ごろにはある程度の第１弾の調査結果が出

ると聞いております。浮魚対象の休漁は、そこにいることが確実な底びき網漁船の

様にあらかじめ１カ月休漁するという形で設定できません。実際に来ると思って沖

に行ったら来なかったというときの休漁に対し、税金を使うわけにいきませんか

ら。このような問題を種々検討した上で実施し、ある程度資源がふえて、親魚にな

れば、その親魚を取る分布水域は広がりますから、最終的には親魚の確保というと

ころにいきます。そうした場合には必ず南部会も同様な規制というものの中に入っ

ていただきく必要があるだろうというふうに考えておりますので、いずれにしても

第１弾のスタートする稚魚の保護という資源回復計画、特にまき網の休漁をどの程

度、どういうふうにやっていくかということの骨格ができた段階で、当然北部会、

それから南部会にも御相談することになると思います。 

○本城委員 

 ありがとうございました。 

 今のお話の中で重要なのは、資源が今後どうなるであろうかというような幾つか

のプロセスをあらかじめ考えておいて手を打ちたいという水産庁の配慮は非常に

重要だと思います。それについてはよろしくお願いしたいし、今のように我々の関

東近海のサバの漁についても、必要な情報を流していただくということは大変重要

だと思いますので、よろしくお願いします。 
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 それからもう１つ、これは単にサバの話ではなくて、沿岸漁業というのは必ず他

魚種を含めて漁業経営が行われているわけで、サバの話は私どもにとっては同時に

キンメの漁業管理の問題を考える上で非常に重要ですから、その点も含めてここで

申し述べておきます。 

 以上です。 

○澁川部会長  

 ほかにございませんか。 

○林委員 

 私、前回ちょっと申しおくれましたので、ちょっとお許しをいただきたいと思い

ます。 

 私は、宮崎のほぼ中央に位置する川南町漁協に所属して一本釣りをやっているも

のでございます。かつては日向灘もいろいろな魚種の宝庫で、特にアジ、サバなど

は、古い話ですけれど、昭和 45 年ごろまでは海面に浮いて、至るところが魚群で

黒々とした現象がよく見られていたわけでございますが、残念ながら近年ではその

ような現象は全く見られなくなり、アジ、サバだけでなく、いろいろな魚種が枯渇

してしまったと言っても過言ではない今日であります。 

 今回の水産庁の魚種の回復計画の取り組みには我々漁業者にとっては非常に力

強いものを感じている１人であります。また、他県でもそうであろうと思いますが、

宮崎の方でもタイ、ヒラメ、ニベ、クルマエビなどの稚魚の放流などをやっていま

す。しかし、残念なことに、関係者の方も見えておられるようでございますけれど

も、宮崎の方は時として沖合底びき網のルール違反による被害海域でありまして、

このような放流事業がなかなか実を結んでこないのが実情であります。 

 これからいろいろと難しい問題も出てくるだろうとは想像しますが、資源回復の

計画の一端としてこのような問題もぜひ取り組んでもらいたいと私は考えており

ます。 

 以上、私の考えの一端を申し述べまして終わらせていただきます。 

○澁川部会長 

 どうも林委員さん御意見ありがとうございました。 

 ほかにございませんか。 

 外記さん、どうぞ。 

○外記委員 

 具体的支援策の中でちょっとお尋ねしたいと思いますけれども、推進支援事業が

今回全く突出した今までにない支援事業だというふうに聞いたのですが、その次に

再編整備事業、この 30 億は、10 億が今度新しくなったものであって、20 億は従来

の補助だと聞いております。それから、３つ目ですね。基盤整備事業、この 70 億

は従来の関連との数字はいかがになるのか教えていただきたいと思います。 

 全く新しい 70 億でございますか。 

○澁川部会長 

 事務局、お願いします。 

○佐藤漁業管理推進官 
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 70 億の方から申しますと、これは従来からの枠組みの中の重点配分ということ

で、その枠組みの中の一部を特に資源回復計画の対象地域においては行うというこ

とですので、ある意味では大きな枠組みの中の一部をそこに使うという形でござい

ます。今まである予算に全く別に、このためだけの予算を別にとったということで

はなく、全体の予算の枠組みの中に特に計画の対象水域に限って優先採択という形

でございます。だからほかのところと争ったときにはこの予算はほかの対象区域は

幾ら希望してきてもこの対象水域しか使えないという趣旨でございます。 

○外記委員 

 70 億は従来も今回も 70 億の中については変わりないということなんですか。 

○佐藤漁業管理推進官 

 従来資源回復計画の対象水域で幾らこれを事業として配分されたかというのは

ちょっと確認しておりませんので、そういう趣旨からすると、ちょっと比較できか

ねます。 

 それから、１番については従来なかった新しい事業でございます。 

 ２番目については、事業の性格としては似たものですが、少し違うのは、残存者

負担というのが一定の要件を満たせば、公庫から団体が借りる。それから、将来の

水揚げから払うことができるというシステムがこれに付加されたという面からす

ると新しいわけでございます。 

 なお、これは当然１番の予算について初年度から本格的休漁というのはいろんな

面で難しいのがありますので、そういう面からすると、この４億円程度で私どもと

してはことしは動くかなと思っているのですが、２年目、３年目ということになれ

ば、当然この予算というのも額を拡充していかなければいけないものになるのでは

ないかと思っております。 

○外記委員 

 わかりました。 

○澁川部会長 

 それでは、御意見もないようでございますので、本日予定しておりました議事は

すべて終了いたしました。 

 これをもちまして太平洋広域漁業調整委員会の第２回太平洋南部会を終了させ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

４ 閉  会 
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