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日時  令和 3年 3月 9日(火）午前 10時から 11時 9分まで 

 

場所  三重県勤労者福祉会館 第 3教室 

 

議題 

１ 議案１  三重県資源管理方針の変更について 

２ 議案２  三重県資源管理方針に係る知事管理漁獲可能量の設定について 

３ 議案３  三重県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画の変更について 

４ 報告事項１  全国海区漁業調整委員会連合会要望活動の結果について 

５ その他   

（１）太平洋広域漁業調整委員会の開催について 

 

出席委員 

掛橋  武   長野規一   東岡  保   西川豊博   三鬼  晃  

淺井利一   小川和久   藤原隆仁   矢田和夫    平賀大蔵  

秋山敏男    古丸  明    木村妙子   大倉良繁   

 

欠席委員 

 小林明子  

 

 

事務局 

事務局長  林  茂 幸 

主 幹   内芝俊幸  

主 査   藤原由紀  

 

行政 

（三重県農林水産部水産資源管理課） 

（資源管理班） 

副参事兼班長 土橋靖史  

係 長     牧野朗彦  

 

傍聴者 

なし 

                            計 19 名                                                          
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〇掛橋会長   

それでは、ただいまから第 51回三重海区漁業調整委員会を開催いたします。 

本日は委員総数 15 名中、小林委員が欠席で出席委員が 14 名ですので、委員会は成立し

ております。 

委員会運営規程第 12条に基づき議事録署名者として、淺井委員と木村委員にお願いしま

す。 

発言にあたっては、議長に発言を求めていただき、議長の指名を受けてから、ご発言い

ただくようお願いします。 

それでは、議案１「三重県資源管理方針の変更について」を審議します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（内芝主幹） 

資料１をご覧ください。 

１－１ページにありますようにこのことについて、令和３年３月５日付け農林水第 24－

1084号で、三重県知事から諮問書が提出されております。 

漁業法第 14 条第 10 項で準用する同条第 4 項の規定に基づき、当委員会の意見が求めら

れているものです。今回はくろまぐろとするめいかの魚種別管理事項に係る諮問です。 

内容については、水産資源管理課から説明していただきます。 

事務局からは以上です。 

 

〇掛橋会長 

それでは水産資源管理課から説明をお願いします。 

 

○水産資源管理課(牧野係長) 

まず資料の説明からさせていただきます。１-２ページから１-４ページが資源管理方針

本体、１-５ページから１-14ページが魚種ごとの別紙で、今回１-９ページから１-14ペー

ジのするめいか、くろまぐろ（小型魚）、くろまぐろ（大型魚）を追加しております。１-

15ページから１-19ページが新旧対照表、１-20ページから１-26ページが３月末日までく

ろまぐろを管理している三重県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画第１の別に定

める「くろまぐろ」についてです。１-27 ページから１-29 ページが漁業法第 32 条第２項

の規定に基づき三重県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針、１-30 ページが

三重県資源管理方針の変更のポイントです。資料中の赤字表記が今回変更する事項です。 

次に１-31ページから１-40ページが本日配布の差し替え資料です。差し替えをお詫びする

とともに差し替え内容を説明します。事前配布の資料に字句の修正が出来てないところが

あり青字の見え消し修正をさせていただいております。また、この差し替え資料は水産庁

の事前確認を受け作成しましたが、くろまぐろに係るその他資源管理に関する重要事項の

記載内容について再度水産庁から修正を求められた箇所があり、反映できていませんので

後程改めて説明します。 
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それでは変更内容について１-30 ページの変更のポイントに沿って説明をさせていただ

きます。11月の海区委員会で三重県資源管理方針の諮問を行い、12月の海区委員会でさん

ま、まあじ、まいわし太平洋系群の方針等を記載した別紙の追記に係る変更を諮問し、今

回の諮問は４月から管理が始まるするめいか、くろまぐろ（小型魚）、くろまぐろ（大型魚）

の３種の方針等を記載した別紙を追記するために方針を変更するものです。基本的な記載

内容は現行の三重県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画から大きな変更はありま

せんが、次の点が計画と方針とで異なっています。 

するめいかについては、漁獲可能量が現行水準なので別紙１-２のまあじと同じ記載内容

です。努力量管理として漁獲量の多い漁業種類の中型まき網漁業の許可統数と定置漁業の

免許統数を記載しております。実質、中型まき網漁業の許可統数も早々に変わるものでは

無いですし、定置漁業の免許統数もそれほど制限がかからない形になっております。 

くろまぐろ（小型魚）については、計画と同じ管理区分である定置漁業、中型まき網漁

業、養殖用種苗、その他漁業で管理します。別紙では１-10ページから１-11ページになり

ます。１-10 ページの第２知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等の

１三重県くろまぐろ（小型魚）定置漁業と２三重県くろまぐろ（小型魚）中型まき網漁業

と１-11ページの３三重県くろまぐろ（小型魚）養殖用種苗採捕漁業、４三重県くろまぐろ

（小型魚）その他漁業で今の計画と同じ管理区分とさせていただいてます。配分基準は第

６管理期間と同様に漁獲規制が全くない状態であって漁獲データのあった平成 26 年４月

から平成 28年３月までの漁獲実績と近年の漁獲実績に基づいて配分します。この内容が１

-11 ページから１-12 ページの第３漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準になります。 

次にくろまぐろの数量の融通について、本日の差し替え資料で水産庁から追加の修正が

あったところになります。くろまぐろについては、国から数量の融通が進められており、

数量を変更することが頻繁にあります。現行の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画

では、追加配分で本県の数量が変更する場合は、海区委員会への報告で済むように記載を

させていただいていますが、融通によって県の漁獲量が減る場合は海区委員会への諮問が

必要となっています。このため方針においては１-12ページ及び１-14ページの第５その他

資源管理に関する重要事項として、融通により本県の数量が減る場合でも海区委員会への

報告で済むよう、事前に関係漁協の合意をもって知事管理漁獲量を変更できる旨記載の追

加をしたところです。しかしながら、水産庁からこの変更内容では海区委員会への諮問が

全く不要という記載になっており、方針にはこのような内容は記載しないで欲しいと連絡

があり、方針ではなく運用として別で諮るべきという指摘をいただきました。例えば国で

は都道府県間で数量を変更する場合は、水産政策審議会に諮るもののその都度諮るという

ことはせず、別途諮問して事後報告とする運用をしているということです。そのため事前

にお送りした資料から訂正になるんですけども、第５その他資源管理に関する重要事項を

全て削除したかたちで今回は審議いただきたいと思っております。ただし、この事項が無

くなると県の数量の変更に関しましては、全て海区委員会に諮問するということになりま

す。議案２でまた説明させていただきますが、国と協議をして第５の記載内容の運用方法

については、さらに４月以降の海区委員会で改めて諮問を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。なお、４月、５月はくろまぐろの小型魚が獲れるんで

すけども、県の当初の留保枠を極力少なくして漁業種類の方に数量を配分します。このた
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め４月又は５月に県の配分を変更することは基本的には無く、国からの追加配分も５月以

降になりますので、この第５の項目を今回削除させていただいても、４月、５月の当初に

関しましては特段漁業者に不利益な事になるとは考えておりません。大型魚につきまして

は、留保等あるんですけど、大型魚が獲れるのが５月の終わりから梅雨の時期となります

。その時にはどの様な記載方法になるか分からないんですけど、漁業者間の調整をもって

数量の変更が出来る様な運用にしたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。そ

れと１-30ページになりますが赤字で追加させていただいたところが、事前にお配りした資

料に記載して無かったところになります。資源管理方針になり早期是正措置というものの

記載が無くなりました。これは海洋生物資源の保存及び管理に関する計画第１の別に定め

る「くろまぐろ」についてで定めているんですけど、漁獲量の数量がつり上がった時には

漁獲制限をするとか、再放流に努めるなどが書いてありました。こちらについては、方針

では書かずに１-27ページから１-29ページの漁業法第32条第２項に基づき三重県知事が行

う助言、指導又は勧告に関する運用指針に基づいて管理することとなっております。なぜ

このようなかたちになっているかと言いますと、漁業法が改正され今まではくろまぐろだ

けが採補停止命令、又は助言、指導、勧告を発出する対象となっておりましたけども、数

量が明示されている漁業種類については、全て採補停止命令又は助言、指導、勧告等の対

象になるとなりましたので、今まではくろまぐろの計画の中に入っていたものをくろまぐ

ろ以外の魚種にも関わる運用指針を作っているものであります。変更点としましては、１

-27ページと１-28ページがあるんですけども、今までくろまぐろは７割を超えた時に数量

を定置でいけば50キログラム制限にしますということを計画のなかで書かせていただいて

おるんですけども、この運用指針の中ではそこまで具体的な事は書かずに80パーセントを

超えた時に飛び上がらないように指導します。それと90パーセントを超えた時には超過し

ないように具体的な勧告をと明記しております。具体的には、運用指針には何パーセント

を超えた時に指導するという事だけ書かせていただいており、その指導内容につきまして

は、年度当初に各漁協にお示しする。それと年度当初の管理方法と管理期間の終わりがけ

の管理方法はまた違うと思います。当初の９割と期間の最後の方の９割では全然意味が違

いますので、そういった事も臨機応変に各漁協との調整を図りながら管理措置を決めたい

と考えております。以上が変更点と現行の計画と新しくなります方針の変更点となります

。 

もう一点変更内容として、修正しなければいけないところがございまして、1-15ページ

の新旧対照表をご覧いただきたいんですけど、まいわし太平洋系群の別紙のところで一部

訂正がございました。内容としましては、中型まき網漁業の管理区分の中で、中型まき網

漁業の定義を「漁業の許可及び取締り等に関する省令（令和2年の農林水産省令第48号）第

70条第１項に基づき掲げる漁業」と記載させていただいたんですけど、水産庁からの指摘

で省令を昭和38年農林省令第５号と修正させていただいております。 

説明は以上です。ご審議よろしくお願いします。 

 

○掛橋会長 

ただいまの説明についてご意見はありませんか。 

くろまぐろに関して、その他資源管理に関する重要事項のなかで内容や規則が難しいと
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いうなかで、漁獲可能量の融通ということですけど。その点みなさんいかがですか。なか

なか予測がつかないことですもんでな。それに関して、くろまぐろだけに制限されていた

ものが、その他漁業にも今度の漁業法の改正に伴ってやるってことですね。 

 

○水産資源管理課(牧野係長) 

はい。漁業法第 32 条の指導、勧告等と第 33 条に基づく採補停止命令ですね。こちらも

くろまぐろだけではなく、１月から数量が明示されてる漁業種類、特定水産資源に関して

も対象となります。三重県ではまいわしが数量明示されてますので、まいわしは対象とな

ります。するめいかとまあじ、さんまについては現行水準なので第 32 条及び第 33 条につ

いては、対象外となっております。今のところ三重県ではくろまぐろ、まさば、ごまさば、

まいわしが対象となると思います。 

 

○掛橋会長 

ありがとうございました。 

 

○木村委員 

色々変更点があるということですが、漁業者の方に特にご不便が無ければいいかと思い

ます。 

 

○掛橋会長 

他にご意見ありませんか。 

それでは、議案１の答申案について事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局(内芝主幹) 

それでは答申案については1-41ページです。令和３年３月５日付け農林水第24-1084号

で諮問のありました標記の件について、令和３年３月９日開催の委員会での審議の結果、

下記のとおり決定しましたので、答申します。三重県資源管理方針の変更については大筋

県原案どりで問題ないが、くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）の魚種別管理

事項別紙１-５及び別紙１-６の第５その他資源管理に関する重要事項については再考され

たい。 

以上です。 

 

○掛橋会長 

ただいまの答申案についてご意見はありませんか。 

 

○水産資源管理課(牧野係長) 

提出済みの諮問書には第５を入れた状態でなっておりますので、そちらを再考して下さ

いということです。 
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○掛橋会長 

それでは、ただいま事務局から説明があったとおり、水産資源管理課も了解しており、

議案１については事務局案どおり答申してよろしいですか。 

 

○委員 

（異議なし） 

 

○掛橋会長 

全員異議が無いようですので、議案１については、事務局案どおり答申することとしま

す。 

続きまして、議案２「三重県資源管理方針に係る知事管理漁獲可能量の設定について」

を審議します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局(内芝主幹) 

資料２をご覧ください。 

２－１ページにありますようにこのことについて、令和３年３月５日付け農林水第 24－

1085 号で、三重県知事から諮問書が提出されております。漁業法第 16 条第２項の規定に

基づき、当委員会の意見が求められているものです。今回は令和３管理年度のくろまぐろ

とするめいかの漁獲可能量設定についての諮問です。 

内容については、水産資源管理課から説明していただきます。 

事務局からは以上です。 

 

○掛橋会長 

それでは水産資源管理課から説明をお願いします。 

 

○水産資源管理課(牧野係長) 

 本日、資料の２-１ページの追加と２-２ページを差し替えしたことについてお詫びを申

し上げます。事前配布資料に若干、字句の修正がございました。本日は４月１日から管理

年度が開始されるするめいか、くろまぐろ（小型魚）、くろまぐろ（大型魚）の配分案につ

いて審議していただく内容になっております。 

 まず、資料の説明をさせていただきます。２-３ページと２-４ページが４月１日からの

第７管理期間のくろまぐろの小型魚と大型魚の配分の考え方、２-５ページは国からの令和

３管理年度におけるくろまぐろの都道府県別漁獲可能量の当初配分の通知、２-６ページは

令和３管理年度におけるするめいかの都道府県の数量が明示された通知、２-７ページは今

回の設定のポイントです。ではこのポイントに従って説明をさせていただきます。２各資

源の都道府県別漁獲可能量から説明させていただきます。①するめいかにつきましては２

-６ページで示されているように現行水準となっておりますので、配分案としても現行水準

とします。②くろまぐろ（小型魚）につきましては、国から27.4トン配分されています。
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こちらの配分数量の計算なんですけども、先ずベースとなるのが平成22年から24年度の実

績配分になりますので三重県としては23.4トンになります。そこから第2管理期間である平

成28年に三重県では超過をしたので平成28年の２割の超差引過分4.7トンを引き、くろまぐ

ろの小型魚の資源状況を調査する為に国から0.1トンが配られ、更に令和２年の数量から加

味されたんですけど、平成22年から平成24年に当初実績配分には加味されなかった三重県

船籍の船が県外に水揚げした実績が8.6トン追加がございます。これらを計算すると27.4ト

ンになります。ちなみに今管理されている第６管理期間の４月から今年の３月末までは34

.7トンでした。何で多かったかと言いますと第３管理期間である平成29年に国全体で採捕

停止の自粛がなされた時に三重県は14トン以上を余らせた状態で停止しましたので、今年

はその時の一部である7.3トンの追加配分を受け34.7トンという数量でございました。ただ

、来期につきましては、そういった追加分がもう無くなりましたので27.4トンになってい

ます。 

くろまぐろ大型魚につきましては、26.1トン数量がございまして、こちらの計算方法に

つきましては近年３年平均の15.7トンという数量がございます。これに３年間の最大値29

.5トンとの差分の75％を上乗せして26.1トンになっています。 

配分方法は基本的には第６管理期間と一緒になっております。２-３ページと２-４ペー

ジが配分の考え方です。２-３ページのくろまぐろ小型魚から説明させていただきます。第

７管理期間の漁獲可能量は27.4トンになります。小型魚の来遊予測はかなり難しく、どの

漁業種類でも漁獲される可能性が高く、定置でも多いですし、中型まき網漁業でも獲れま

すし、一本釣りでも来遊があったときにどかっと獲れてしまいますので、基本的には今期

と来期は配分を同じような考えでいきたいと思っております。先ず県の留保27.4トンから

いくつ留保として持つかというところなんですけれども、今期から来期、この３月から次

の４月以降に繰越しするという制度が国で担保されており、今年当初枠が34.7トンでした

ので、その10%で上限を切りますので3.4トンが当県の繰越し上限となっております。今年

のくろまぐろ小型魚につきましては、配分がかなり多く、また来遊が予想以上に少なかっ

たこともあり、3.4トン以上を余らせることになりそうなので、3.4トンの繰越しが見込ま

れます。それと国の留保からの再配分が５月くらいに追加配分されるんですけど、その時

に５トン前後再配分される見込みが示されており、前後と記載してあるのは、国全体とし

て小型魚がどれくらい余ったかが決まらないと各県にどれだけ配れるか数量が定まらず、

今期の場合３月31日以降でないと数字が定まらないので５トン前後としています。５トン

前後は配分されることを国から言われておりますので、極力県の留保としては、当初は少

なくていいだろうということで留保枠を0.1トンとさせていただいております。残りの27.

3トンのうち約半分の13.5トンは、漁獲規制の無い漁獲報告体制の試行期間と第１管理期間

の平成26年４月から平成28年３月の漁獲実績に基づいた按分とさせていただいております

。残り13.8トンを定置漁業、中型まき網漁業、その他漁業で等配分する計算方法です。そ

れを計算したものを表で示しています。途中は省略し最後の表を見て頂きますと、県の留

保枠0.1トンで小数等調整すると養殖種苗2.0トン、定置漁業10.2トン、まき網漁業8.5トン

、その他漁業6.6トンとなります。養殖種苗につきましては、５月又は６月に国から繰越分

と留保から再配分がございますので、そちらも８トン以上配分される見込みがありますの

で、そちらの数字から例年確保しています4.5トンになるように追加配分をして確保したい
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と思っております。４月から養殖種苗の採捕が始まりますので、それまでには4.5トン確保

できる見込みなので当初は2.0トンとさせていただいております。以上が小型魚の配分案の

説明となります。 

 ２-４ページはくろまぐろ大型魚の配分案です。こちらは当初26.1トンとなっております

。こちらの配分案も第６管理期間と同様としております。大型魚につきましては過去の実

績をみると定置が物凄く多いですけれども、近年なかなか定置で獲れていない状況があり

ます。その他漁業が過去よりも最近多くなってます。これは大臣許可でくろまぐろ延縄漁

業をされてた漁船が大臣許可漁業から大臣届出漁業になり、県の管理枠のなかでまぐろを

獲ることになりましたので最近若干増えてきているところです。ただ、県としてはポテン

シャルといいますか、漁獲能力としては過去をみると定置が物凄く高いので、定置が管理

しやすいようなかたちで考えております。先ず３割を7.8トンの留保枠にさせていただきま

した。漁獲が多いのは先程申したとおり定置の漁獲量が最近減ってはいるんですけれども

、どうなるか分からないということでありますので枠を多めにとっております。大型魚に

つきましては、過去に操業自粛等制限がされていないので残りの18.3トンの半分の9.2トン

を第１管理期間の平成27年４月から第４管理期間の平成31年３月までの漁獲実績を基に按

分しております。残り半数の9.1トンを定置漁業、その他漁業で等配分しているものとなっ

ております。それを示したものが一番下の表となっており、定置13.1トン、その他漁業5.1

トン、県留保7.9トンです。県の留保は端数処理しています。平成27年から平成31年にさせ

ていただいた令和元年の水準を使うこともできるんですけれども、令和元年の数字を使っ

ていくと定置が減ってその他漁業が増えていくようなかたちになっていきます。定置が大

型魚の来遊があったときに管理が非常に難しくなると考えておりますので、そのリスクを

考え平成27年から平成31年の第６管理期間と同じような配布方法であまり定置の数量が減

らないようなかたちで按分したのがこの計算方法です。大型魚につきましては、国からは

過去３年の最大値の29.5トンと３年平均との差分である3.4トン位は追加配分がされる見

込みです。大型魚の国の留保枠全体がどうなるか分からないんですけれども、その数字ま

では配分したいと示されているところです。 

以上、するめいかにつきましては現行水準、くろまぐろ小型魚につきましては定置10.2

トン、中型まき網漁業8.5トン、養殖種苗として2.0トン、その他漁業6.6トン、くろまぐろ

大型魚につきましては定置漁業13.1トン、その他漁業5.1トン、が県の知事管理漁獲可能量

の設定案となっております。 

説明は以上です。ご審議よろしくお願いします。 

 

○掛橋会長 

ただいまの説明についてご意見はありませんか。 

 今回、第７管理期間に入るんですけど、ご存じのように海況の異変というか、今現在も

カツオとかトンボシビが釣れる。キハダも混ざってなんですけど、するめいかに関しては、

とんと量が少なくなってきたという現況のなかで、くろまぐろもなかなか来遊がつかめな

いというなかでこういう管理配分の仕方なんやけど、これに対して何かご意見はありませ

んか。カツオのなかに５キロ位のヨコワも混ざるみたいですが東岡委員いかがですか。 
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〇東岡委員 

たまにね。 

  

○掛橋会長 

ほかにご意見はありませんか。 

それでは、議案２については県原案どおりとしてよろしいですか。 

 

○委員 

（異議なし） 

 

○掛橋会長 

全員異議が無いようですので、議案２については、県原案どおりとされたい旨答申する

こととします。 

続きまして、議案３「三重県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画の変更につい

て」を審議します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局（内芝主幹） 

資料３をご覧ください。 

３－１ページにありますようにこのことについて、令和３年３月５日付け農林水第 24－

1086号で、三重県知事から諮問書が提出されております。 

漁業法等の一部を改正する等の法律第６条により廃止されたものの同法附則第 28 条に

よりなお効力を有するとされた海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第 4 条第 10 項

で準用する同条第 4 項の規定に基づき、当委員会の意見が求められているものです。今回

は令和２年度くろまぐろの知事管理量に係る諮問です。 

内容については、水産資源管理課から説明していただきます。 

事務局からは以上です。 

 

○掛橋会長 

それでは水産資源管理課から説明をお願いします。 

 

○水産資源管理課(牧野係長) 

今回変更の計画につきましては、計画第１の別に定める「くろまぐろ」についての内容

変更となります。県の大型魚の留保枠から３トン変更するということです。石川県から３

月１日に大型魚が獲れてしまって足りないので、三重県から３トン位譲ってもらえないか

という連絡がありました。各漁協に確認をしたところ、三重県の大型魚の数量はかなり余

っている状態にあり、留保もある状態なので留保から3.0トン減らすことに関しては問題な

いという回答をいただきました。現状、三重県の数量が26.7トンという水準があり、漁獲
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量としては7.3トン位しかございません。定置では９トン弱ありますし、その他漁業でも1.

8トンほど余りがあります。また、県の留保も8.5トンございますので、この県の留保8.5ト

ンから３トン引くこととなっております。 

説明は以上です。ご審議よろしくお願いします。 

 

○掛橋会長 

ただいまの説明についてご意見はありませんか。 

石川県からまわしてくれないかという話は決定ですか。 

 

○水産資源管理課(牧野係長) 

 はい。まわしてほしいということで各県から何トンかずつ分ける模様です。 

 

○掛橋会長 

 三重県としてはどんな回答。 

 

○水産資源管理課(牧野係長) 

 ３トンであれば良いと漁協から回答をいただいています。 

 

○掛橋会長 

 それ決定したわけ。 

 

○水産資源管理課(牧野係長) 

 委員会で了承いただければということです。 

 

○掛橋会長 

 何かご意見はありませんか。よろしいですか。 

 それでは、議案３については県原案どおりとしてよろしいですか。 

 

○委員 

（異議なし） 

 

○掛橋会長 

全員異議が無いようですので、議案３については、県原案どおりとされたい旨答申する

こととします。 

続きまして、報告事項１「全国海区漁業調整委員会連合会要望活動の結果について」、事

務局から説明をお願いします。 

 

○事務局（林事務局長） 

資料４をご覧ください。 
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４-１ページにあるとおり、全国海区漁業調整委員会連合会から関係省庁あて行った令和

２年度要望の結果について、令和３年２月４日付けで連合会長から送付がありました。例

年は連合会長などが関係省庁に出向き、直接要望書を手渡ししていますが令和２年度要望

は新型コロナウイルス感染症の関係から、昨年８月に書面にて提出されています。４-２ペ

ージが要望事項及び要望先です。４-３ページからが要望結果になります。なお、この結果

は令和２年度要望結果です。当海区では昨年８月 18 日の第 45 回委員会ですでに令和３年

度の要望を協議いただいており、その結果ではございませんのでご注意ください。回答時

期の遅れから、例えば、４-３ページにありますⅠ海区漁業調整委員会制度についての「２

委員の選任について」などの回答は、すでに選任が終了している状況です。このため、当

海区から要望を提案していた「太平洋クロマグロの資源管理」、「沿岸カツオ資源」、「沿岸

サンマ資源」についての関係個所のみ報告します。まず、「太平洋クロマグロの資源管理に

ついて」は令和２年度に当海区から漁獲上限の増枠と来遊状況に応じた柔軟な配分をお願

いしていました。回答書の該当箇所は４-７ページになります。Ⅲ太平洋クロマグロの資源

管理についての１クロマグロ資源の適正利用①が増枠と沿岸漁業者への実情を考慮した配

分についてで、結果として水産庁から、我が国が提案した太平洋クロマグロの「増枠」に

ついては、一部の国から資源量は依然として低水準で「漁獲枠 20%増」には反対などの意見

が出され、コンセンサスが得られなかった。他方、令和２年年末に失効予定であった「漁

獲枠の 17%を上限とした未利用分の繰越」と「小型魚枠の大型魚枠への振替」については、

１年延長が合意された。残念ながら「増枠」は実現しなかったが、17%までの繰越などは確

保できた。本年の交渉を踏まえて、来年に向けて「増枠」が実現するよう、引き続き努め

たい。また、増枠が実現した場合には、沿岸漁業をはじめとする漁業者の意見を踏まえた

上で、配分方法を検討したい。という回答です。なお、この配分については同じ４-７ペー

ジの②にも関連する内容があり、回答として、2020年漁期のクロマグロの漁獲枠の配分に

ついては、水産政策審議会くろまぐろ部会がとりまとめた「第５管理期間以降のくろまぐ

ろの漁獲可能量の配分の考え方について」に従い、国の留保枠から配分したものも含め、

沿岸漁業に配慮した配分を行っており、来年漁期についても適切な配分を行うということ

です。 

次に「沿岸カツオ資源について」当海区から、中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）を

通じて、適切な資源管理措置の導入を働きかけ、沿岸カツオ資源の来遊量を増やすことを

要望していました。回答書の該当箇所は４-11 ページからのⅣ沿岸資源の適正な利用につ

いてのなかで、４-14 ページ３カツオ資源の適正利用で、水産庁から近年の我が国沿岸へ

のカツオの来遊量の減少について、熱帯水域における外国の大型まき網漁船の漁獲増大が

影響を与えていると懸念している。WCPFCでは、我が国から、熱帯水域での外国の大型まき

網漁船による漁獲増大が日本近海へのカツオ来遊量の減少を発生させている懸念がある旨、

繰り返し主張し、その主張の科学的根拠を強化するために、カツオの来遊経路に関する調

査も拡充している。他方、WCPFC加盟メンバーの大半を占める太平洋島嶼国等は、「カツオ

の資源状況は良好で、資源管理強化は不要」との立場をとってきており、我が国の立場に

ついて理解を得るのは容易ではないが、引き続きカツオ資源に関する調査を実施するとと

もに、科学的根拠に基づいて適切な資源管理措置が合意されるよう、関係国等に対して積

極的に働き掛けたい、という回答でした。 
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最後に「沿岸サンマ資源について」当海区から、外国漁船による公海でのサンマの大量

漁獲が我が国周辺海域への来遊量に及ぼす影響調査や北太平洋域のサンマ資源の科学的評

価を行い、持続性がある確実な資源管理措置が実施できるよう関係国と協議し、沿岸サン

マ資源の来遊量を増やすことを要望していました。回答書の該当箇所は４-14 ページから

４-15ページの４公海におけるサンマ、マサバ等の水産資源の適正利用で、水産庁から 

外国漁船による公海でのサンマの漁獲の影響を把握するために、公海漁場での調査船調査

や人工衛星を活用した外国漁船の動向把握等を実施しており、今後もこれら調査・研究を

進めてまいりたい。また、北太平洋におけるサンマ等の資源を持続的に利用するため、平

成 27 年（2015 年）に我が国の主導により NPFC（北太平洋漁業委員会）が設立され、国際

的な資源管理の議論が本格化している。サンマについては、昨年の年次会合において、2020

年の公海での TAC を 33 万トンに制限する（分布域全体の漁獲量が 55 万 6,250 トンを超え

ない）ことが合意され、総漁獲枠の縮減や国別漁獲枠の設定に向けて、引き続き努力して

まいりたい、ということです。なお、最新の情報では NPFCが令和３年２月 23日から 25日

にかけてウェブ会議で開催され、現行措置の 40％削減に合意されたと聞いています。具体

的には、サンマの分布域全体の総漁獲可能量を現行の 55 万 6,250 トンから 33 万 3,750 ト

ンとし、NPFC条約水域（公海）の漁獲枠（TAC）については現行の 33万トンを 19万 8千ト

ンとし、2021年及び 2022年の 2年間に適用される模様です。 

事務局からの報告は以上です。 

 

○掛橋会長 

ただいまの説明についてご意見はありませんか。 

サンマについて毎年厳しい状況が続いていますけど、現状はどうですか。 

 

○長野職務代理 

 全然だめです。 

 

〇平賀委員 

サンマが獲れないんですね。三重県の本当の名物が消えていくような。サンマ以外の魚

も色々と減ってきている。三重県でサンマというと一般の人は知らない人も多いんですけ

ど、熊野の名物サンマ寿司の話をすると「ああ、そういやそうやな」となるんですよね。

それもなかなか地元のサンマで名物が作れないというのは本当に悲しい事です。何百年続

いてきたサンマ漁が無くなっていくというのは。 

 

〇長野職務代理 

 かろうじて長崎県で獲れる。それを熊野や尾鷲で干物にしている。日本海を下っていっ

たサンマが長崎で獲れる。こっちはサンマいない。 

 

〇藤原委員 

 さっきの水産庁への要望結果等々の問題についてでは無いですけど、ちょっと教えて欲
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しい。例えば４-５ページに「密漁もの」ということで特に今回の漁業法の改正で罰則が 10

倍以上の懲役３年、罰金３千万と厳格化された。密漁者に対して非常に重く改正されてい

るわけです。ここにもあるように水産庁の回答としては、例えば北海道、東北等を中心と

したナマコ、アワビという特定の魚種のみの表記になっとるんさな。例えば、これが前回

も色々と海区のなかでも話があったように各都道府県のなかでは、ナマコが重要な地区、

そうでない地区、三重県やったら県の魚のイセエビやとか、アワビも該当すると思うんで

すけども。そういうものについては、国がここに書いてあるようにナマコ、アワビに決め

つけたらそういうもんだけなのか。いやいやこれは三重県の海区のなかで重要魚種を決め

れば、これが同じように適応されていくのかどうなのかという見解を行政がもっとる考え

方を少し教えていただきたい。特にこの「密漁もの」に対して県独自で例えば三重県なら

イセエビ、何々と決められるものなのか。そこらの見解だけ教えて下さい。以上です。 

 

〇水産資源管理課(牧野係長) 

 知ってる範囲でお答えします。県独自では定められないことになっております。法改正

によって特定水産動植物の指定をしまして、それに関しては罰則の３千万が最大で適応さ

れる事になっております。この議論が行われたときに各県からイセエビとかも入れてくれ

という議論が当然ありました。ただ国としてはこの回答にもあるんですが、組織的な悪質

な密漁を重視してまして、こういう方の資金源になっておるアワビ、ナマコの密漁を根絶

させたい。アワビとナマコが先ずは指定されて、シラスウナギは３年後に指定されること

になっております。イセエビは対象外です。 

 

〇平賀委員 

 関連してこないだ水産基盤の藻場・干潟の検討会があって、そのなかで伊勢湾のハマグ

リが松阪とか伊勢で獲れてきている。今度はハマグリの市場を造るような計画が県として

は進んでいるという話があった。その密漁との絡みで、要は桑名の人工干潟に行ってみた

ら漁業者以外がハマグリを獲りにくる。かつてすごい量を獲られて、おそらく数百人、千

人近い人が来てハマグリを獲っていく。その人達が仮に 1 人５㎏というちょっとのもんや

けど獲っていくだけで５トンとか何トンって数になる。一時漁獲量が 200 トンを超えたり

やったけど、最近は 150 から 160 トンまで落ちてきた。人工干潟のハマグリはある程度資

源管理をしなければいけないんやけれども、残そうとしても密漁者、一般の潮干狩りの人

が殆ど獲っていく。あそこが産卵場になれば伊勢湾全体ではハマグリの資源は増えていく

というのは皆分かっているけれどもそれを何らかのかたちで規制できない。それでようや

く何年か掛かって保安庁が入ったり組合の若者が実際に獲っている人に個別に注意したり、

マスコミを使って密漁はダメだという事をやっているんだけど、まだ密漁が絶えないんで

すよね。色々聞くと愛知県から船に乗ってジョレン持って来る人達もいる。そういう事を

考えるとアワビ、ナマコだけじゃなくて、絶滅寸前になったハマグリをあれだけ増やした

んだから、県としてはもう少し資源保護法もこうして生きているんやから、特定の三重県

の特産物についても、もっと考えていかなければいけない。密漁を防ぐことによって資源

が増える可能性があるのにもっともっと大事にしていかなければいけない気がします。国

が決めたとかじゃなくて県独自でその辺のことを考えていかなきゃいけないじゃないかな。
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中間育成施設を造って人工種苗を作るよりも、あそこに親のハマグリを残すことによって

三重県の伊勢湾沿岸に絶対ハマグリが増えていく。密漁対策をもっとやればハマグリだけ

じゃなくて、さっき言ったイセエビやアワビも同じ事だと思います。アワビを増やすため

にあれだけ研究やっても漁業者から密漁でやられとるという話をよう聞くわけです。密漁

というものをもう少し真剣に考えて資源管理と絡めていかないとますます色々なものが獲

れなくなっていくという事に繋がっていく気がします。 

 

○藤原委員 

 国が考えてやろうとしている事の理解は出来るんやけどさ、そこをしないと。例えば、

やくざの一人がナマコを５㎏獲ったと、一方、民間の人が知らんと５㎏獲ってしもたと、

これも同じ罪になるのか。平賀委員が言ったようにイセエビなどでも一緒ですよね。あや

ふやなところがあり、何かもやもやしたものを感じる。そこらをもう少し踏み込み県の独

自性を出せるようなものが出来やんのかなと現場では思います。またこれ改正しても結局

はイセエビを今年海上保安部が 15件検挙して検察に送っても、このようなかたちやったら

恐らく行政処分などで以前のように済んでいくんかなと。この人は対象、この人は対象じ

ゃないというのがさ、罰則の厳罰化はこういう組織の為の法律なのかどうなのかという部

分で非常にグレーな部分がある。今の赤須賀の話でもそうですよね。赤須賀の場合だった

ら色々な事情が他のところとは違う部分があり、ハマグリの種苗生産や放流などあれだけ

のことをやってきている。ここで言っていても仕方ないが歯痒い思いがあり、おいおい海

区委員会のなかで協議をしていけばいいと思います。 

 

○掛橋会長  

 はい。ありがとうございます。全国への要望事項として、三重県はクロマグロ、カツオ、

サンマの要望事項を挙げたわけですけれども、先程藤原委員、平賀委員が発言されたこと

も今後踏まえながら、また委員会で揉んでいきたいと思っています。その点よろしくお願

いいたします。他にありませんか。 

続きまして、その他事項１「太平洋広域漁業調整委員会の開催について」事務局から説

明をお願いします。 

 

○事務局（内芝主幹） 

資料５をご覧ください。 

５-１ページと５-２ページにありますように令和３年１月19日のメール連絡で、令和３

年３月16日(火)に第34回広域委員会を開催する予定の案内がありました。場所は水産庁中

央会議室ですがウェブ会議で行われます。時間は14時から17時の予定で、主な議題は資料

のとおりです。正式な開催案内文書は後日になりますが、この委員会の委員である掛橋会

長には当日海区委員室にお越しいただき、ウェブ会議で出席していただく予定です。 

事務局からは以上です。 

 

○掛橋会長 

ただいまの説明についてご意見はありませんか。 
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○浅井委員

外湾漁協でも２月だけでイセエビ１匹、２匹が多いんですよ。漁業者が魚が獲りたくて

も獲れない。ちょっと漁業者が悲しいようなところもあるんですけど、やっぱりこれ色々

国際ルールとか色々あってね。サンマなんかＡＩで見ると水温の低いところに行くと必ず

おるみたいですね。そんなの見つけると外国船がみんな獲ったるから、海流の水温の高い

件もあるみたいですけど、私ら詳しいことは分からへんけどサンマがこんな状態ですと、

殆ど三重県来ないというのは本当に残念やと思う。今から漁業者大変やと思いますけど、

魚がおっても獲れない時期に来ましたもんね。よろしくお願いします。 

○掛橋会長

他にありませんか。

第15期の委員会は今回が最後となります。

これをもちまして委員会を閉会いたします。

ありがとうございました。
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