
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制改革会議 農林水産業ＴＦ 

第４回議事録 
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規制改革会議 第４回農林水産業ＴＦ 

議事次第 

 

 

                       日   時：平成 19 年 10 月 24 日（水）９:31 ～ 12:54 

                       場   所：永田町合同庁舎２階 中会議室 

 

【議事】 

○農林水産省ヒアリング 

 ・漁協経営の健全化等について 

   水産庁漁政部企画課      課長       石川 裕  氏 

   水産庁漁政部水産経営課    指導室長     木島 利通 氏 

   水産庁漁政部水産経営課    課長補佐     棚倉 英樹 氏 

   総合食料局流通課       課長補佐     笠原 洋一 氏 

 

 ・国際競争力の確保、経営の効率化、新規創業の支援等について 

   水産庁漁政部企画課      課長       石川 裕  氏 

   水産庁漁政部水産経営課    指導室長     木島 利通 氏 

   水産庁資源管理部管理課    課長       木貫谷浩史 氏 

   水産庁資源管理部管理課    総括課長補佐   富岡 啓二 氏 

 

 ・資源管理について 

  農業分野における銀行等の民間金融機関の参入促進 

  創業・事業等拡大等への支援について 

   水産庁漁政部企画課      課長       石川 裕  氏 

   水産庁資源管理部管理課    課長       木貫谷浩史 氏 

   水産庁資源管理部管理課    資源管理推進室長 内海 和彦 氏 

   水産庁増殖推進部漁場資源課  課長       小田巻 実  氏 

 

 

 

 

 

 



 

 

○事務局 それでは、お時間ですので始めさせていただきます。 

 本日は、お時間を９時半から 12 時半までいただいておりまして、水産庁の方に来ていた

だいております。事前に質問状をお送りさせていただいておりますので、まず、前半、９

時半から 10 時半までの１時間、漁業経営の健全化について質問の回答をいただき、その後、

意見交換させていただきたいと思います。 

 回答については、議論の時間をなるべく多くいたしたいので、できましたら 20 分程度で

ざっと御回答いただきまして、その後、議論させていただきます。 

 それでは、早速ですが、お願いします。 

○石川課長 私、水産庁の企画課長の石川と申します。本日はどうぞよろしくお願いいた

します。 

 今、事務局の方からお話ございましたとおり、本日、いただきました質問項目を基に回

答資料を作成してまいりましたので、それを説明させていただきたいと思っておりますが、

その前に、今日は私ども、２種類資料を用意してきてございます。１つは、横長の「規制

改革会議ヒアリング資料」というもの、それから、いただいた質問項目に対しますお答え

をまとめたもの、厚い縦の資料でございます。 

 これからお答えをいたします前に、横断的にざっと、先生方の理解の参考にしていただ

ければと思いまして、まず横長の資料の方を先に、よろしければ説明させていただいて、

それから個々の項目を説明させていただけますか。では、そうさせていただきます。 

 それでは、横長の方の１ページ目を見ていただきたいと思いますが、「水産施策の展開

方向」と題してございます。水産業に関しては、御存じかとは思いますが、水産基本法が

平成 13 年６月に制定をされておりまして、この基本理念といたしましては、水産資源の持

続的利用の確保を図ることによりまして、水産物の安定的供給の確保、水産業の健全な発

展を図ることとなっておりまして、そのために政府の方では、水産施策の総合的かつ計画

的な推進を図るために基本計画を策定する。これはおおむね５年ごとに情勢変化等を踏ま

えて変更することになってございます。 

 １回目の基本計画は平成 14 年に策定されたところでございますが、本年 19 年の３月に

改めて水産基本計画が閣議決定をされたところでございまして、その内容はここに書かれ

ておるとおりでございます。 

 一番大きな目標といたしましては、水産物、この場合、食用魚介類の自給率についての

目標を掲げてございますが、平成 24 年度には 65％、平成 29 年には 65％というような目標

を掲げておるところでございます。 

 この自給率の目標の達成に向けて次の施策を展開ということで、○で６つほど柱立てが

ございます。水産資源の回復・管理の推進から始まりまして、国際競争力のある経営体の

育成・確保など、水産物の安定供給のための加工・流通・消費施策、未来を切り拓く新技

術の開発、普及、漁港・漁場・漁村の総合的整備、多面的機能の発揮、水産関係団体の再

編整備、こういった６項目の柱が立てられてございます。 



 

 

 なお、この水産基本計画の策定と併せまして、さきの通常国会におきまして水産三法の

法律改正を行ってございます。 

 １つは漁業法・水産資源保護法の改正でございまして、これにつきましては、こちらに

書いてございますように、漁船漁業の構造改革の促進のために、新技術の企業化の促進の

ための措置、あるいは許可に当たっての経営状況の勘案などの措置が盛り込まれてござい

ます。それから、漁業取締まりの強化に向けた罰則強化なども盛り込まれてございます。 

 それから、水産業協同組合法（水協法）・中小漁業融資保証法（中融法）の改正も行わ

れてございまして、これにつきましては、漁協事業の部門別経理の徹底、共済契約者の保

護に向けた措置の導入、信用基金協会の保証基盤の強化のための財務基準に関する措置の

導入などの措置が盛り込まれてございます。 

 それから、漁港漁場整備法の改正も行われておりまして、沖合におきまして国の直轄事

業を行うための法律改正などが行われてございます。 

 次のページでございますが、この基本法に基づいて現在、水産業改革を進行しておるわ

けでございますけれども、主な改革の進行状況といたしまして、「水産資源の回復・管理」

といたしましては、まず、個別割当方式につきまして、関係漁業者団体などと導入のため

のメリット・デメリットなどにつきまして検討を開始しておるところでございます。 

 それから、51 の魚種別資源回復計画、これは 76 の魚種が関係しております。それから、

20 の包括的資源回復計画などを実施・作成着手中という段階でございます。 

 それから、「国際競争力のある経営体の育成・確保と活力あるいは漁業就業構造の確立」

に関しましては、本年度から漁船漁業改革集中プロジェクトを実施することにしておりま

して、今年度の場合は既に八戸地区を初め計 11 件の地域プロジェクトを立ち上げてござい

ますが、19 年度予算額として 50 億円、これにつきましては、公共事業から非公共事業へ

の財源の移行なども図りながら措置をしたものでございまして、今後５年間にわたって 50

プロジェクトをめどといたしましてこれを進めていこうというものでございます。 

 それから、現在、予算要求中のものでございますけれども、新しい経営安定対策の導入

のための概算要求。これも 52 億円の予算要求をしておるところでございますが、これにつ

きましても公共事業から非公共事業への財源のシフトなども図りながら要求をしていると

ころでございます。 

 更に、来年平成 20 年には、漁業権の免許の期限が５年間のものがございますが、これの

免許の切替えの年に当たります。これにつきまして、基本的な考え方につきまして、都道

府県知事に対しまして助言をする通知をして、それを発表してございます。 

 それから、新規就業・新規参入の促進のための予算事業なども盛り込んで実施をしてい

るところでございます。 

 ３ページでございますが、外国の状況でございますけれども、例えばアメリカでは「マ

グナソン－スティーブンス漁業保存管理法」という法律がございまして、これを基本に漁

業管理を行っておりまして、アメリカも広い地域でございますので、地域ごとのＲＣと呼



 

 

ばれます地域漁業管理委員会で漁業管理計画を策定して、さまざまな制限が講じられてい

るところでございます。 

 アメリカの場合、個別漁獲割当が実施されている漁業は８種類ありまして、水揚量ベー

スでは２％、水揚金額で 10％ほどとなってございます。 

 なお、議会におきまして、譲渡可能なＩＴＱにつきまして包括的な議論をまとめたペー

パーが提示されたことがございまして、これにつきましてメリット・デメリットが整理さ

れた事業がございますので、ここに御参考までに掲載させていただいてございます。 

 漁獲量の動向といたしましては、200 海里を導入しましたために、外国船がアメリカの 2

00 海里内で操業できなくなったために、国内でのスケソウダラ生産量が急伸してございま

すが、ほかの資源につきましては漸減傾向ということで、下の方にも、アラスカ州以外の

州でございますけれども、漁獲量は減っているというデータを付けてございます。 

 それから、自給率につきましては、国内での水産物消費の伸びとともに国内生産の停滞

ということがございまして、自給率はアメリカの場合、低落傾向となってございます。 

 次に、４ページをごらんいただきたいと思います。アメリカ以外の「諸外国での漁業管

理の状況」を表にまとめたものでございます。資源管理の手法、ＩＴＱ制度導入国の状況

をまとめてございます。 

 アメリカにつきましては、今、御説明いたしましたとおり、漁獲量では２％、総漁獲金

額では約 10％のものについてＩＴＱが導入されている。 

 なお、これにつきましては、いろいろメリット・デメリットが見られた。これはまた後

で詳しく御説明をさせていただきます。 

 それから、オーストラリアにつきましては、漁獲量金額の約４割に相当するものがＩＴ

Ｑが適用になっておる。 

 ニュージーランド、アイスランドにつきましては、かなりの割合、９割、あるいは 98％

以上がＩＴＱで管理されているとなってございます。アイスランド、あるいはニュージー

ランドでも、クォータの集中の問題も若干取りざたされているというふうには聞いてござ

います。 

 それから、ノルウェーにつきましては、ＩＴＱが導入されているとおっしゃる方がいら

っしゃいますけれども、相手国政府の方にも確認いたしましたところ、ノルウェーについ

てはＩＱは導入されておりますが、これは船、あるいは船団ごとに割り当てられておりま

して、減船をするときには譲渡可能であるけれども、それ以外のときは譲渡可能ではない

ということで、ＩＴＱではないという言い方を相手国の政府の方はおっしゃっておられま

す。 

 それから、デンマークにつきましては、ニシン漁業については暫定導入ということで、

総漁獲量の 11％、金額の７％が導入されているということでございます。 

 イギリスについては、船別割当が 2002 年からＩＴＱ化されている。 

 一方でフランス、スペインにつきましては、ＩＱは導入されておりますけれども、ＩＴ



 

 

Ｑは導入されていないということで、スペインにつきましては、管理が困難であるので考

えていないということをお聞きしてございます。 

 それから、カナダについては、メカジキのはえ縄漁業について導入されておりまして、

総漁獲量の 0.1％程度がＩＴＱになっているということでございます。 

 以下、ロシア、中国、韓国についても、状況はこの表のとおりでございます。 

 次に、５ページでございますが、国内で、先ほどちょっと申し上げました資源回復計画

が策定されております。これは、どういうところで、どういう資源回復計画が導入されて

いるのかを図示したものでございます。 

 次に、６ページをごらんいただきたいと思います。先ほど少し御説明いたしました予算

の中で、今年から始まっております漁船漁業構造改革事業、それから、20 年度から要求し

ております経営安定対策の導入について、事業の中身などにつきまして図示をしたもので

ございまして、漁船漁業の構造改革につきましては、例えばまき網の船団を従来、多くの

船で操業していたものを、船団を縮小いたしまして、これで操業経費の減少を図っていく

というような構造改革のプロジェクトを実施するというものでございます。 

 経営安定対策につきましては、現在、予算要求中でございますけれども、漁業共済でＰ

Ｑと言われます、収入が変動するのを補てんする保険方式のものが取られてございますけ

れども、これに加えまして、もう少し浅い収入変動に対して、積み立て方式で担い手の方

々への支援措置を実施しようというような措置を現在、要求をしておるところでございま

す。 

 次に、７ページをごらんいただきたいと思います。来年の「20 年漁業権切替に向けた基

本的考え方」につきまして、都道府県に対して助言をしたということでございますが、そ

の内容でございます。 

 １つは、漁業権につきましては、まず都道府県知事が漁場計画を定めて、それに対して

申請をしていただくという制度になってございますけれども、この漁場計画策定に当たっ

ては、関係者からの要望の聴取や漁場条件の調査などを徹底的に行って、適切かつ合理的

な漁場計画としていただきたいということ。それから、漁業権の免許の適格性審査を十分

行うこと。それから、漁業権行使料の徴収に関して透明性の向上を図っていただきたいこ

と。そういったことが内容となってございます。 

 次に、８ページでございますが、「新規就業・新規参入の促進」ということで、私ども

の方で取っております措置でございます。まず、「漁業の担い手確保・育成対策事業」と

いたしまして、８億円余りの予算を使いまして、「新規就業の促進」といたしましては、

経験ゼロの方からでも始められるように、相談窓口、あるいは漁業就業支援フェアといっ

た出会いの場を設けまして、実際に興味がある方に漁業の現場で長期研修などを積んでい

ただいて、受入体制を整備していただいた上で就業していくといったトータルサポートの

提供をしていくということ。 

 あるいは「新規参入の促進」といたしまして、異業種の方々のノウハウを活用した起業



 

 

をサポートするということで、再チャレンジプランの認定者に対して、その助成を行う。

ビジネスプランの募集をいたしまして、漁業者の側、それから異業種の方々の出会いの場

を、起業支援フェアをつくったりしながらビジネスプランをつくっていただいて、優秀な

ものに対して補助をするということを現在やっておりまして、そのことによって起業によ

る新規参入も図ってございます。 

 更に、「水産に関する教育の充実」ということで、高校・大学を通じた実践的な専門教

育の充実のために、文部科学省などとも連携いたしまして、例えば水産高校と地元の水産

業界の方々の連携を強めて、実習・講義・研究などの場の出会いを増やしていただいて、

キャリアパスを利用していただいて就業していただこうといったような事業についても今、

予算要求などもしているところでございます。 

 ９ページでございますが、「養殖生産構造改革推進事業」ということで、来年、漁業権

の切替えもございますけれども、実際、現地で空き漁場があるんではないか、ただ、それ

が十分わかりにくいということが言われてございます。これに対応いたしまして、空き漁

場などが生じているものにつきましては、利用状況をデータベース化いたしまして、これ

を外部資本の方々にも提供しながら、実際に参入の機会を図っていくという、漁場利用の

協議をしていただくというようなことを通じて、効率的な漁場利用をつくっていこうとい

うような予算も今、要求しておるところでございます。 

 次に、10 ページでございますが、「我が国漁業・資源管理制度の仕組み及び基本的考え

方」でございます。我が国におきましては、漁獲努力量、漁船の隻数とかトン数などのイ

ンプットコントロール、それから漁獲サイズなどのテクニカルコントロール、それから漁

獲量の割当によるアウトプットコントロールを併用いたしまして漁業資源管理を行ってお

ります。 

 また、関係漁業者による話し合いの成果を積み上げまして、それを基に資源回復計画を

作成する。関係漁業者が主体的に協議していただいて、漁獲努力量の削減などについても

話し合っていただくとともに、行政の方でも、例えば種苗放流などの積極的な資源の培養

ですとか、漁場環境の保全に取組み等、こういったものについてもお手伝いをしていくと

いうような形で計画を立てまして、それを推進していくといったようなことも行っている

ところでございます。 

 11 ページでございますけれども、「漁業許可制度及び漁業権制度の概要」でございます。

まず、沿岸漁業、養殖漁業につきましては、都道府県の方で、都道府県知事の免許または

許可を受けることが必要となってございます。これは、資源管理の必要性や、限られた水

面を総合的に利用する必要といったことで、そういった制度が設けられてございます。 

 漁業権は大きく３つに分かれてございまして、定置漁業権、これは下の方に図示してご

ざいますけれども、海の中に定置網と呼ばれる網を設置をいたしまして、この中に魚が入

り込んでくるものをつかまえるという漁法でございます。この定置網の中で特に大型のも

のにつきまして、これを営む権利が定置漁業権でございます。 



 

 

 また、区画漁業権というのは、一定の区画内において養殖を営む権利ということになっ

てございます。 

 それから、共同漁業権は、一定の水面を共同に利用して小規模な漁業を営む権利という

ふうになってございます。 

 その他の漁業権が、この３種類あるほかに、知事許可漁業というのが、刺し網漁業など。

主に沿岸の固定的な、あるいは定置的な資源について、これを対象とするものが漁業権、

その他の移動する資源などにつきまして、沿岸について網などでするものにつきましては

知事許可漁業になってございます。 

 それから、沖合・遠洋の漁業につきましては、資源管理の観点から、漁獲努力量を一定

の水準にコントロールする必要があるということで、大臣または知事の許可、承認を受け

ることが必要となってございます。 

 ちなみに、漁業権の免許件数につきまして、平成 17 年のデータを付けてございますけれ

ども、定置と一般の区画漁業権、①と②につきましてでございますけれども、これは自営

をする業者に対して免許をするということでございます。免許イコール漁業を営む者とい

うことになりますが、そうなりますと、例えば定置の場合は個人が過半を占める。会社組

織のものもかなりの割合を占める。有限会社、株式会社を合わせて２割ほどございまして、

漁協は９％。 

 区画漁業権も実はこの中で２つに分かれてございまして、一般の区画漁業権、要するに

海を仕切って、堤で仕切ってしまう、あるいは網で仕切ってしまうといった形の区画漁業

権などにつきましては、自営ということになってございまして、これにつきましても一番

多いのは個人が 27％、それから会社組織のものが、有限会社 23％、株式会社 19％になっ

ていまして、漁協は６％となってございます。 

 それから、特定区画漁業権は、免許を持つ漁協管理というのが原則になってございまし

て、免許を持つということは漁業を営むことと切り離されておりまして、漁業権の免許を

持つ漁協が漁場を管理して、その規則に従って組合員が漁業を営んでいただくということ

で、免許を持つということが管理をするということでありまして、業を営むこととは分離

されてございますけれども、その漁協管理が今、98％を占めているということでございま

す。管理漁協がない場合は自営ということになりまして、その自営の場合は、こちらに書

いてありますように、会社組織の有限会社 41、株式会社 34、個人 33、漁協 38 といったよ

うな数字になってございます。 

 一応、概要につきましてざっと御説明させていただきました上で、いただきました質問

項目の中では３番目になりますが、漁協経営の健全化等につきましてということで、縦の

資料で、いただきました質問項目について御説明をさせていただきたいと思います。67 ペ

ージをお開きいただきたいと思います。 

 まず最初の質問でございますけれども、漁協については 20 人未満になると解散すること

になっている。また、正組合員資格は、地区内に住所を有し、また漁業に従事する日数が



 

 

90 日から 120 日の間で定款で定める日数を超える漁民ということになっているが、従事日

数を満たしていない者が多数いて、本来なら解散すべき漁協が存続しているとの指摘があ

る。これについて検証しているのか、また、検証している場合は、その結果ということで

ございます。 

 まず、漁協につきましては、自主自立を旨とする協同組合でございまして、組合員の資

格判定については組合が自主的に行うのが第一義となってございます。 

 水産庁といたしましては、従来から組合員の資格審査が適正に行われるように県を通じ

て、理事会の諮問機関としての資格審査委員会の設置や、あるいは適正な資格審査基準の

設定、年１回以上の審査の実施などの指導を行っておりますが、一部の漁協につきまして

は十分な資格審査が行われていないことから、組合員資格を有しない人が組合員として好

ましくない影響を及ぼしている事例もあるというふうに聞いております。 

 このために、農林水産省としましては、今般、水協法を改正いたしまして、組合員の資

格審査の方法を定款の記載事項として明定しまして、それを行政庁が認可することによっ

て資格審査が適正に行われて、組合自治が適正に機能するよう促進することとしたところ

でございます。 

 なお、漁協の指導、監督、検査につきましては県が行うこととされておりますが、この

検査によりまして、20 人に満たない正組合員しかいないことが判明した場合には解散の手

続を取るように指導していると承知してございます。 

 次の 68 ページでございますが、漁協の経済事業につきまして、漁業者から、漁協が組合

員に対して不当な圧力を行使して被害を受けている、これは独占禁止法の規定に違反する

恐れがあると考えられるが、その見解ということ、また、こういったガバナンスの再構築

の必要性などについてということでございます。 

 漁協が組合員に対して購買事業を通じて購入することを強制させているというようなこ

とが仮にあった場合には、独禁法に違反する恐れがあるということでございますので、こ

ういった場合は事実関係を具体的に把握いたしまして、適切な措置を講じるようにしてま

いりたいと考えてございます。 

 次に、69 ページでございますけれども、漁協の情報開示についてでございます。業務、

財産の状況に関する説明書類の作成や、組合員や公衆への縦覧が義務づけられているかと

いうことでございます。 

 まず、漁協の業務、財産に関する情報につきましては、原則として組合員、または組合

の債権者に対して事業報告を含む決算関係書類を開示すれば足りるものと法定されてござ

いますが、信用事業や共済事業を実施する組合につきましては、それぞれ組合員や債権者

にとどまらずに、そういった事業を利用する者がおられるわけでございまして、信用事業

につきましては、こういった公衆一般に対して、総会資料においては直接に記載されてい

ない業務、財産の状況を記載した説明書類を広く開示していくことによって、組合の事業

を利用するか否かについて判断するに当たって必要な情報を提供していく必要があるとい



 

 

うことがございます。 

 共済事業につきましても、員外利用について組合員と同額まで認められるなど、広く普

及をしておりまして、漁協の行っている共済事業と密接な関係も持っている国民の関心の

下で、一層の経営の健全性を確保していく観点から、組合員、債権者にとどまらずに、契

約者、あるいは契約関係にこれから入ろうとしている者等を含む公衆一般に対して、業務、

財産の状況を記載した説明書類を広く開示していく必要があるということから、今般の水

協法の改正によりまして、これまでの信用事業実施漁協、約 200 ございますけれども、こ

れに加えて、共済事業の実施漁協、約 900 ございますけれども、これにおきましても、業

務、財産の状況を説明した説明資料につきまして、利用者等公衆への縦覧（公表）を義務

づけたところでございます。 

 根拠条文につきましては、69 ページから 70 ページについて掲載をいたしてございます。 

 次に、71 ページでございますが、業務及び財産の状況に関する説明書類に記載すべき事

項は、どのように定めているかということでございます。 

 こういった記載すべき事項につきましては、主務省令で定めるということに法定されて

ございまして、主務省令としては、現時点では、信用事業に関する命令が規定されてござ

います。 

 その内容は、組合の業務、財産の全体の状況を記載することとしまして、具体的には、

組合または連合会の概況、組織に関する事項、これが業務運営の組織など６項目ございま

す。それから、主要な業務の内容。主要な業務に関する事業概況及び事業状況を示す経常

収益等の指標、それからリスク管理、法令順守の体制、貸借対照表など財産の状況等、多

岐にわたる項目について記載をすることになってございまして、これにつきましては、根

拠条文を 71 ページの下の方から 76 ページまで付けさせていただいてございます。 

 次の質問についてでございますが、77 ページにございますが、漁協の業務、財産の状況

に関する説明書類の様式が定められているか、あるいは比較可能性についてはどうかとい

うことでございます。 

 様式については定められておりませんが、記載すべき事項につきましては、かなり詳細

に定められておりまして、様式が定められていなくても、漁協間での比較可能性は問題な

いものと考えてございます。 

 また、農協や他の金融機関におきましても、様式の定めはないものと承知してございま

すけれども、記載すべき事項は詳細に定められておりますので、その内容についてもおお

むね整合性が取られているというふうに考えてございます。 

 次に、78 ページでございますが、業務、財産の状況に関する説明書類について、ホーム

ページで公開しているものがあるが、漁協については少数にとどまっているということで、

組合員だけでなく、準組合員、貯金者等に対する情報開示のためにもホームページの公開

を積極化させるべきと考えるがという話でございます。 

 規模が大きくて信用事業を行っている組合の中には、こういった業務、財産に関する状



 

 

況をホームページで公開しているところもございますが、大半の漁協につきましては組織

の規模が小さく、インターネットについて、組合員である漁業者の利用もまだ普及してい

ないといったことから、ホームページも設置していない状況にあるんではないかと考えて

ございます。 

 次に、79 ページでございますが、漁協の情報開示につきましてですが、連結、キャッシ

ュ・フローに関する状況についての作成及び開示対象につきましてでございます。 

 連結業務報告につきましては、今般の水協法改正、漁協の健全な運営の確保のために、

すべての組合に作成を義務づけております。その公衆への開示につきましては、これまで

の信用事業実施組合に加えて、共済事業実施組合においても義務づけたところでございま

す。 

 また、キャッシュ・フローにつきましては、農協と同様に、信用事業実施組合に対して、

その作成を義務づけるということを、現在、改正作業中の水協法の施行規則で定める予定

でございます。 

 なお、開示につきましては、組合員及び組合の債権者に対して行われることになります。 

 次に、80 ページでございますが、貸借対照表と損益計算書につきまして、事業区分ごと

に財産・損益の状況を示すように義務づけているのかということでございます。 

 今回の水協法の改正におきまして、事業別の損益管理を行うことによって経営状況を的

確に把握させて、その経営改革を促進するために、すべての漁協を対象といたしまして事

業別の損益を明らかにした書面の作成、通常総会への提出等を義務づけてございます。 

 なお、事業区分ごとの財産の状況ということになりますと、これについては会社や農協

においても作成されておりませんで、一般公正妥当な会計基準にも存在していないのでは

ないかと考えております。 

 次に、81 ページでございますけれども、多くの漁協におきまして、信用事業、購買・販

売事業ともに赤字であるにもかかわらず、経常利益は黒字となっている。これは事業外収

入によって補われているものでありますけれども、その事業外収入の内訳を開示するよう

に義務づけているかということでございますが、損益計算書におきまして、事業外収益は、

受取利息、外部出資に係る出資配当金の受入額、その他の項目の区分に従いまして細分し

なければならないこととされておるところでございます。 

 次に、82 ページでございますが、これまでの質問項目の④から⑦につきまして、組合員

から要求があった場合は当然応じるべきと考えるが、総会または理事会等の決議が必要か

ということでございます。 

 決算関係書類につきましては、組合員はいつでも閲覧や抄本または謄本の請求を行うこ

とができるとされておりまして、正当な理由がない限り、これを拒むことはできないとさ

れてございます。 

 次に、83 ページでございますが、漁協の監査につきまして、これは全漁連が行っている

が、その系統機関である全漁連の監査では、そもそも外部監査の前提となる監査人の独立



 

 

が困難であり、監査人の独立性強化の観点を考慮すると、他の金融業態と同等の効果が期

待できるとは言いがたいということで、全漁連監査が外部監査に該当するか否かの見解、

それから、全漁連監査を廃止して、他の金融業態と同様、監査法人監査の導入を図るべき

ということでございます。 

 まず、信用事業を行う貯金等合計額 200 億円以上の漁協、それから連合会につきまして

は、法律の規定によりまして、毎年度、貸借対照表、損益計算書、事業報告等につきまし

て、外部の第三者である全漁連監査を受けることが義務づけられてございますが、この措

置は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律によりまして、

信用金庫など協同組織金融機関に外部監査が導入されたことを踏まえて、同等の措置とし

て、平成９年の水協法改正で措置されたものでございます。 

 こういった全漁連の監査につきましては、水協法により、全漁連に対して監査に関する

権限を与え、義務、責任について、会計監査人の監査と同様というふうに規定してござい

まして、また、監査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりまして、全漁連

の監査を会計監査人設置会社と同様に代表訴訟の対象とするなど、法定の外部監査として

行われてございます。 

 漁協の監査につきましては、漁協の出資者であり、またその利用者である組合員の利益

の確保を目的としてございまして、漁協業務に精通した全漁連が真に組合員のための業務

運営が行われているかチェックするために、財務諸表監査のみならず、業務全般を監査す

ることになってございまして、監査結果を指導業務に的確に反映させることによって確実

な改善を図るということで、監査と指導が一体となってその機能を果たしているところで

ございます。 

 このために株主や債権者利益の確保を目的として、投資家である株主等に対して開示さ

れる経営情報や配当の原資である株主資本等変動計算書等の適法性をチェックするための

財務諸表の監査を行う会社等の監査とは、その機能を異にしていると考えられます。 

 次に、85 ページでございますが、組合員の意向によって監査法人監査を選ぶことができ

るようにすべきということでございますが、全漁連が行う漁協の監査につきましては、漁

協の出資者であり、その利用者である組合員の利益の確保が目的となってございまして、

漁協の業務に精通した全漁連の業務運営が的確に行われているかチェックするために、財

務諸表監査のみならず業務全般を監査することになっているわけでございます。 

 また、監査結果を指導業務に的確に反映させることによって、監査と指導一体となって

機能を十分果たしているということでございまして、監査法人監査の導入の必要性はない

ものと考えてございます。 

 次に、86 ページでございますが、手数料の弾力化ということで、まず、卸売業者の手数

料につきまして弾力化されるということでございますが、これにつきましては、担当の総

合食料局の方から流通課の笠原補佐が出席しておりますので、笠原補佐の方から説明をい

たします。 



 

 

○笠原課長補佐 総合食料局の笠原でございます。よろしくお願いします。 

 御質問の手数料の弾力化につきましてですが、平成 21 年４月から、卸売業者の機能・サ

ービスに見合った手数料を徴収できるということで、卸売手数料が弾力化されることにつ

いて、漁業者にどのようなメリットが生じるのかということでございますけれども、御承

知のように、現在、卸売業者につきましては、提供いたします機能やサービスの違いにか

かわらず、市場開設者が定める業務規程において全国一律にその水準が定められていると

ころでございます。 

 今般、卸売業法を改正いたしまして、平成 21 年４月からは卸売業者が機能・サービスに

見合った手数料を徴収できるように弾力化したところでございます。このことによりまし

て、市場関係者間におけます健全な競争、あるいは市場外流通との競争力の強化を図って、

生産サイド、あるいは消費者サイドの期待により一層応えられる市場流通システムに転換

を図ろうとしているところでございます。 

 この弾力化によりまして、卸売市場間、あるいは卸売業者間におきまして、産地のニー

ズに応えるための競争が積極的に行われることを期待しておりまして、この結果、産地の

水産物供給サイドにおいては、卸売業者、あるいは卸売市場のサービスの内容等を踏まえ

て、卸売市場、あるいは卸売業者間の選択が可能になるというメリットがあるだろうと認

識しております。 

○石川課長 次に、87 ページにもう一つ質問項目がありますが、漁協の事業の中の販売事

業につきまして、漁業者の委託を受けて受託販売をするのが大半で、手数料が収入源とな

っているということで、手数料収入に依存してリスクを取っておらず、漁協が組合員に奉

仕する本旨から離れて組織的な利益を追求していることにほかならないと考えられるとい

うことでございますが、そのために卸売手数料の見直しに併せて漁協の手数料の在り方に

ついて検討すべきということでございます。 

 漁協の組合員が当該漁協に漁獲物の販売を委託するか否かというのは自由となってござ

いまして、かつその手数料の決定は漁協の総会等で組合員みずから定めているものでござ

いますので、行政庁の方で関与して、どうこうしろということではないのではないかと私

どもとしては考えてございます。 

 以上、漁協の考え方等につきまして、いただきました質問等についての御説明でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 先生方、よろしくお願いします。 

○本間専門委員 どこから行きますかね。漁協のお話で、67 ページ、漁協経営の透明化、

健全化ということで、要するに資格認定のところで、「好ましくない影響を及ぼしている

事例があると聞いている」、これは、もう少し具体的なお話があればお聞かせ願いたいん

です。そういう事例があった場合に、解散手続を取るように指導しているということなん

だけれども、具体的に事例があったところにおいては解散されているのかどうかという、



 

 

その辺りをちょっとお聞かせください。 

○木島指導室長 水産経営課の木島でございます。よろしくお願いいたします。 

 今、御質問の点でございますけれども、具体的に申しますと、例えば福岡県におきまし

て、実際に養殖なり漁業を行っていない方が組合員になっていた。それが県の調査によっ

て明らかになったものですから、県がその漁協に対して解散の指導を行い、実際に解散し

ているという事例がございます。 

 あと、ほかの県におきましても、資格審査を厳しくすべきだというふうな声がございま

すものですから、実態の把握に努めているというふうに聞いております。 

○本間専門委員 県の調査というのは抜き打ちなのか、定期的なのか、その辺りは。 

○木島指導室長 年に１回ぐらい、必ず県が各漁協の検査を行っておりまして、基本的に

は定例で行っているということです。 

○盛田専門委員 解散だけですか。合併みたいなことは。 

○木島指導室長 基本的には解散でございます。これは法律で 20 人未満であれば解散とい

うことになってございますので、20 人未満であることがわかれば、そこはもう解散。 

○盛田専門委員 明らかになった時点で、もう選択の余地はないわけですか。 

○木島指導室長 ただし、漁協の方でも、実際に漁業権を持っていたり、いろいろ事業を

行っているところもございますので、漁協の資格審査によって少なくなってきました、例

えば高齢化が進んで、実際に少ないという場合には、隣の漁協と合併しましょうというこ

とはございます。 

○盛田専門委員 実際的にはそっちの方はどうなんですか。 

○木島指導室長 そっちの方はかなりあると思います。実際に水産庁といたしましても、

漁協の経営の基盤の強化という点で合併を推進しているところでございますから、そうい

う点も含めて、できるだけ小さな漁協ではなくて、大きな漁協でやってくださいというこ

とで合併を推進しているところでございます。 

○盛田専門委員 そうすると、実際は解散まで行った事例というのはほとんど少数という

ことですか。 

○木島指導室長 今のところは余りございません。ただ、今般、ここに書いてございます

ように水協法を改正いたしまして、資格審査を厳格にやってくださいということを法律で

決めたものですから、県の方でも、これは県の指導によるところがございますけれども、

資格審査が厳格に行われ、この法律に規定される組合員さんよりか少ないという場合には、

解散もしくは合併ということは進んでいくんだと考えております。 

○盛田専門委員 いずれの県も大体１回監査というか、検査をやられているんですか。 

○木島指導室長 勿論年１回やっております。 

○盛田専門委員 どんな形の検査が主流なんでしょうか。書面上なんでしょうか。 

○木島指導室長 実際にそこに出向いて、県の職員の方が帳面を見たり、どういうふうに

資格審査が行われているのかということを確認したりということで。 



 

 

○盛田専門委員 実地に。 

○木島指導室長 はい、行ってやっているというふうに聞いております。 

○盛田専門委員 ありがとうございました。 

○本間専門委員 解散した場合に、漁業権の取扱いはどういう形になるんでしょうか。 

○木島指導室長 漁業権は、基本的には、例えば隣の漁協さんと一緒になりますよという

ふうな場合には、そこに移る。漁業権自体も設定されておりますので、合併した漁協の漁

業権を管理する。 

○本間専門委員 合併したときはわかるんですけれども、全く解散で宙に浮いたといいま

すかね、漁業権が空いてしまったような場合は水産庁としてはどういうことを。 

○木島指導室長 そういう場合は。 

○棚倉課長補佐 漁協が解散したからといって直ちに漁業権が消滅するわけではございま

せんので、清算手続の間は漁業権も存在します。ですから、その間に、組合員としては漁

業を継続しておりますので、他の組合、合併しようとする組合の組合員に入っていくとい

う形で継続していく。その後、隣接の組合は消滅する組合の漁業権を継続するといいます

か、申請し直す。 

○本間専門委員 それは買い取る形になるんですか。 

○棚倉課長補佐 漁業権というのは基本的には知事の免許制度でございますので、新たに

知事が隣接組合に対して漁業権を免許するという手続になろうかと思います。 

○本間専門委員 そこは実際問題としてはお金は動かない。 

○棚倉課長補佐 基本的には。 

○本間専門委員 動かない。 

○棚倉課長補佐 はい。 

○事務局 済みません、今のは合併したときに漁業権が移るお話ですね。 

○棚倉課長補佐 合併しなくても、漁業協同組合というのは、組合員になれるわけですか

ら、解散する漁業協同組合の組合員が隣の漁業協同組合に加入していく。漁業協同組合と

しては、隣の組合が実質そこまでカバーしていくという形になるのが慣例です。 

○盛田専門委員 いわゆる清算手続が終了するまでには、漁業権としては存続する。 

○棚倉課長補佐 そうです。 

○盛田専門委員 清算手続が完了した時点で一旦消滅するというふうに考えていいんです

か。 

○棚倉課長補佐 実質的には漁業権を返上するといいますか、消滅手続を組合側が取る。

解散に合わせてですね。 

○盛田専門委員 やらない限りは、一応、権利としては残るという形なんですか。 

○棚倉課長補佐 はい。 

○盛田専門委員 それは県が言ってみれば解散を指示するのか、指導するのか、命令する

のか、よくわかりませんが、そういう県の関与というのは特にないわけですね。召し上げ



 

 

るみたいな。 

○棚倉課長補佐 あくまでも漁場計画の一つということでとらえられることになろうかと

思います。既存の解散する組合というのは、組合員がまだいますので、現実漁業やってい

ますから、その漁業をどうしていくかということでとらえられて、隣の組合に入って漁業

を継続したいという意向があれば、当然隣の組合はそこの漁業権を取得する手続を取るこ

とになりますので、そういう意味で実質的に移転する。 

○石川課長 大体、現実的には、そこで漁業を営む組合員が免許が消滅することになって

影響を受けるのは大変だということで、県の方でもいろんな形で、大体の部分は合併によ

る承継で救われるようにということを指導していると思います。どうしてもそれを引き受

ける、合併する相手がいなくて、消滅してしまうということになった場合は、それは一旦

漁業権を返上していただいて、改めて別の個人なり、あるいは団体なり、企業なりといっ

たところから申請を受け付けるということになります。いずれにしても、そこで免許がな

くなって漁業を営む人が迷惑を受けることにならないようには配慮されています。 

○盛田専門委員 トランスファーラーではないということですね。とにかく違う漁協に編

入する。 

○石川課長 そうですね。制度といたしましては、免許がなくなってしまって休業してし

まえば、それは休業の届出をさせていただいて、それは原簿にも登載するような形になっ

ています。 

○盛田専門委員 68 ページのところなんですけれども、「事実関係を具体的に把握し、適

切な措置を講じて参りたい」とありますが、事実関係を具体的に把握するための、例えば

申出の窓口とか対応組織というのは具体的にはあるんですか。 

○木島指導室長 ここに書いてございませんけれども、漁協の実際の、先ほど申しました

ような検査ですとか指導というのは県がやってございます。県の方に、例えばそういうふ

うな事案があって迷惑をこうむっていますよというふうに組合員さんの申出があれば、こ

こはやはり県としてもその実態を把握し、また私どもの方にそういう情報が入ってくれば、

当該県に対して十分調べてくれというふうな指導をすることになるかと思います。 

○盛田専門委員 要は、特段なければ、独占禁止法の所管官庁の方に行くという、そうい

う流れというふうに理解してよろしいんですか。 

○木島指導室長 そうですね。 

○盛田専門委員 なるほどね、わかりました。 

○本間専門委員 ちょっと後の方になるんですけれども、例えば 80 ないし 81 ページで、

つまり、通常の信用事業等々のところが赤字で、経常利益では黒字となっている。それは

細分することになっているということなんだけれども、実際はその他というのがあるわけ

ですね。 

○棚倉課長補佐 はい。 

○本間専門委員 個別の事例を把握していなくて恐縮なんですけれども、いろんなまとま



 

 

った統計を見ると、やはり信用事業等々があれで黒字化しているところの部分というのは、

憶測で言うと、例えば漁業権の補償金だとか等々あると思うんですけれども、その辺りは

水産庁としてはどういうふうな把握をしていられるのか。細分化したところの中身をもう

少し知りたいなというところなんです。 

○木島指導室長 そこは実際に補償金の問題、いろんな事業外利益があるんだと思ってお

ります。例えば補助金をもらっているところもございましょうし、手数料収入みたいなも

のもあるんだと思っておりますけれども、そのうち具体的に、例えばダムなり埋立てなり

で、どういうふうなお金が動いているのかということについては、これはやはり民民の話

でございますので、具体の数字については私どもとすると承知していないということです。 

○本間専門委員 例えば事業収益のトータルの赤字に関しては、指導だとか、あるいは何

らかの措置といいますかね、そういうことは行っているのか、それともトータルで見たら

黒字でやっているからいいんではないのという話なのか。 

○木島指導室長 やはり先生おっしゃるように、事業外の利益について、そこはテンポラ

リーなものであると考えざるを得ない部分は当然あると思いますので、事業利益で黒字化

を目指すというのが基本だと思っています。例えば事業所の収入をできるだけ増やすよう

にする、支出をできるだけ減らすようにする。例えば事業所を減らすとか、人を減らすと

か、あとは合理化を図るとかいうところで事業内の利益を増やしていくというのは、私ど

もとするとかなり言っているつもりはございます。 

○本間専門委員 それは具体的にどういう措置といいますか、通達といいますか、そうい

うのは行われているんですか。 

○木島指導室長 そこは、具体的にこうせい、ああせいというのは、ヒアリングの場で言

うですとか、漁協さんの場合は基本的に先ほど申しましたように県がやることになってお

りますけれども、漁連さんですとか、大きな組織の場合には国が関与する場合がございま

すので、そういうところについてはヒアリングを行って、決算書を見て、もっと経営の健

全化を図るようにということは強く指導はしているつもりでございます。 

○本間専門委員 率直なことを言うと、事業外収益があるために、結局、事業そのものの

効率化が図れないというか、そういう部分と、それから、透明性の確保という意味では、

何らかの形で事業外収益そのものが、おっしゃったようにテンポラリーなものか否かの判

断も含めて、何かもう少し情報開示といいますか、そういう方法がないのかなというふう

には、我々としては思ったんです。 

○木島指導室長 そうでございますね。先ほど課長の方から御説明いたしました、特に信

用事業とか、一般の方がかかわってくるような事業を行っているところは、ディスクロー

ジャーと申しまして、一般の方に、こういうふうな経営状況でございますということはか

なり詳細には公表してございます。先ほど申しましたように、ただ、それだけではなくて、

例えば合併を進めるですとか、経営基盤をできるだけ強化するように、そこはいろいろな

場を通じて、漁協に対して、また全漁連に対して強く指導はしていっているつもりではご



 

 

ざいます。 

○盛田専門委員 ちょっとよろしいですか。その点なんですけれども、そもそも論みたい

な話になってしまうかもしれないんですけれども、漁業権というのは、言ってみれば歴史

的に形成されてきて、地域住民が漁業をやることによって営みをやってという、そういう

歴史的な発生経緯があると思うんです。そういう意味では、それがどれほど公のもので、

どれほど個人に属するものかというのは微妙なところがあると思うんです。先ほどは民民

の関係というふうにおっしゃいましたけれども、そこのところの整理が難しいには難しい

んだけれども、もし漁業権に対する何らかの補償が行われるということになれば、それは

それである意味、含み資産みたいな意味があるわけです。それぞれの漁協なり、個人単位

なのかもしれませんけれども、そういったものは何らかの形でこれまで、水産庁さんがや

られたかどうかは別にして、そういうものを検討したというか、ある程度試算したという

例はあるんでしょうか。 

○木島指導室長 つまり、漁場価値の試算ということですか。 

○盛田専門委員 そうですね。 

○木島指導室長 私どもは少なくともそういうことはやったことはないですね。いろんな

場合があると思うんですけれども、漁業補償する場合には、払う側、つまり実際に補償す

る側が十分な試算を行って、これはどういうふうな操業が行われており、どの程度もうけ

があって、それによってどの程度損失を受けるのかというところを、そこは十分な試算の

上でやっている。実際にそういうふうな試算は当然、漁業の実態、だれが操業しているの

か、どういうふうな漁業が行われているのか、あと、資源の状況はどうなっているのかと

いうところですべて変わってくると思いますので、そこはなかなか一概にこれはこうだと

いうことは言えないんだと思います。 

○盛田専門委員 農協の場合はそういうものはないわけです。漁協の場合はそういうもの

があって、国なり政府の機関が何か事業をやるときに補償するという場合もあるわけです。

そういう場合は、政府なら政府なりの試算の根拠というか、方式をお持ちだと思うんです。 

○石川課長 漁業補償については、どういう考え方で補償をしているのかということにな

るんですが、これは漁業権という権利に対して補償をするということではなくして、漁業

権に基づいて、実際に漁業者の方が例えば船を買うとか、漁具を設置するとか、そういっ

たもろもろの投資をしておりまして、そういったものが今後、権利に基づいて数年間にわ

たって操業していく。当然そういう権利を持っていらっしゃるわけですけれども、それら

に対して、例えば埋立てなどをやることによって、その投資の回収ができなくなるという

ことに対して補償をしますという考え方に立っております。個々の漁業権そのものに対し

て、権利そのものに対して補償をするという形にはなってございません。 

○盛田専門委員 それは、例えば漁獲が何割減って云々というのではないわけですね。 

○石川課長 勿論、漁獲が減るというのは一つ効果として把握はいたしますけれども、そ

の漁獲をするに当たって、漁業の場合、最初にかなり初期投資をしてございます。漁船で



 

 

すとか、漁具ですとか、さまざまな形の。操業できなくなることにより、投資の回収が不

可能になる分、また、収入が今後得られなくなる分、これらについて補償することになっ

てございます。 

○盛田専門委員 ありがとうございました。 

○本間専門委員 最後に、外部監査といいますか、83 ページ以降、これは農協の方でも相

当に農水省さんと議論しているところなんですけれども、よくわかっている全漁連が監査

と指導を一体化していることは望ましいというお立場ですね。我々としては、ここがやは

り問題なんではないかということで、特に公認会計士等々からのヒアリング、別の流れの

ところで聞いている会議なんですけれども、やはり監査と指導は分ける話であって、指導

する立場にある者が監査をやるというのは、会計論上、好ましくないということをきちん

とおっしゃるわけです。 

 漁協の経営といいますか、流れとしてはわからないでもないんですけれども、こういう

問題点があるから、会計的にこう直せよと、会計的にここがおかしいから、これだけにな

っているんだということを、指導する立場で会計上の把握をしておくことが大事だという

ことは、そこはわかるんですけれども、監査となった場合には、中での話と同時に、やは

り外への説明責任といいますか、そういうことが今、求められている時期だと思うんです。

したがいまして、原理原則的なことから言えば、やはりここは分けて考えるという方向を

持たなくてはいけないんではないかなという我々の基本認識があるんですけれども、その

辺りはいかがでしょうか。 

○木島指導室長 そこは、先生おっしゃることも私どもよくわかっておるつもりなんです

けれども、ただ、実際に漁協の経営というのは、単に会計上の監査だけではなくて、非常

に専門性が要る。全漁連におきましても、当然ながら公認会計士の方も実際中におります

し、会計上の問題、それから経営上の問題、漁業の指導上の問題、これはやはり全体とし

て、こういうふうなやり方で漁協の経営を健全化してくださいというところが、漁協にお

ける監査のあるべき姿ではないかなと思っているものですから、そこに単に外部、会計法

人が監査をして、うまくいくのかというところは若干、私どもとすると、どうかなという

のがございます。 

○本間専門委員 お話のところは指導という意味ではよくわかるんですよ。会計法人が行

った監査を受けて指導することが望ましいという、そういう立場なんです。 

○盛田専門委員 考え方としては、合理性ということでもし考えてみますと、これはお書

きになっているように、現在では監査法人も責任を全うしなかった場合は責任を問われる

ようになっているわけです。だからいいんだという書き方になっていますが、私は逆だと

思うんです。だからこそ、全漁連みたいな、ある意味、民間の組織でありながら、しかし、

かなり全国的な重要な役割を果たしている組織が、万一、何らかの問題が起きて責任を問

われることによって、その組織の存続が危うくなったらどうするのかと、逆に私などは考

えてしまいます。 



 

 

 だから、合理性ということで言うと、監査のところは外部の監査法人に任せて、確かに

業界業種によっていろんな特徴がありますから、それにある程度習熟していただく、その

ためのいろんな準備、研究会をやっていただくことは必要かもしれませんが、そういうこ

とをやった上で監査法人に客観的にやっていただいて、その情報を基に全漁連が指導する

というのは何ら問題ないし、逆に言うとリスクからフリーになるわけですから、ある意味

合理的ではないか。 

 これは水産行政にかかわる分野だけではないので、農業も同じことが言えるんだろうと

は思うんですけれども、恐らく組合員の利益にとっても、ちょっと言葉は悪いですが、多

少利害関係人的なところがやって、なあなあでやるよりは、きちんと組織の財務状況を本

当に公正に把握してもらった方が、組合員としても、傷が大きくならないうちに発見して

くれる、こういうことが言えるんではないかなと思うんです。 

 そういう意味では、この辺りは確かにおっしゃることもよくわかるんですが、ただ、本

当の利益ということを考えると、あるいは合理性ということを考えると、ちょっとここは

要検討かなと個人的には思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○木島指導室長 お言葉を返すようで甚だ申し訳ないんですけれども、今の全漁連の監査

は、確かに全漁連というのが漁業系統内の組織であるということは否めない事実があるん

ですけれども、ただ、私どもといたしますれば、指導、また外部監査を受けて、それを受

けて全漁連がまた指導をするということ、これは二度手間になる恐れもあるんではないか。

つまり、余計に多くの方の手間がかかり、お金もかかってしまうこともあるかもしれない。

そうした場合に、よくわかっている人間が、中に先ほど申しましたように公認会計士、専

門家である方も入って、十分な議論を尽くし、監査を行って、それを踏まえて総合的な指

導を行うということの方が、実は合理的ではないのかなという感じもしたものですから、

先ほどもおっしゃられるように、全漁連に何かあったらどうするんだという話は確かにあ

るのかもしれませんけれども、そこはさておいても、今の状況で基本的には非常にうまく

いっているのかなというふうに思っているものでございます。 

○本間専門委員 では、時間ですので。 

○事務局 済みません、何点かだけお願いします。 

 まず、情報開示のところなんですが、69 ページに、組合の事業を利用するか否かについ

て判断するに当たっては、必要な情報を提供していく必要がある、これは公衆一般に対し

てもそうだという観点から見直しが行われているということは非常に理解ができるところ

なんですが、であるならば、80 ページ、要は損益計算書の方の事業区分はしますが、貸借

対照表の事業区分はしませんということだと思います。 

 これは一般預金者から見ると、お金の使い方はわかるんですが、管理の仕方がまるっき

りわからない。要は信用事業の方でどれぐらいお金が管理されていて、それをどのように

使われているか。どのように使われているかの方は分けられて開示されていますけれども、

どのように管理されているかというのはごっちゃになっていて、これは会計士であるプロ



 

 

でもわからないという状況ですということなので、分けて表示すべきだというふうに書い

ております。 

 こちらについては農協に対しても引き続き求めていきますし、これはあくまで損益計算

書を区分しているから、これでいいだろうということでは決してないと思います。片手落

ちだということを言っているつもりでございまして、その点については農協の情報開示で

も引き続きやっていきますし、漁協についてもこれでよしということにはならないだろう

と思いますというのが１点目でございます。 

 次に、２点目なんですが、81 ページ、信用事業、購買事業、販売事業が赤字で、経常が

黒になっていると、これは非常にゆゆしきことだと思っておりまして、信用事業が赤字だ

ということは、預金者から見れば預金をき損させているということです。預金をき損させ

ていることについて、補償金でそれを賄っているということであれば、預金事業としては

非常に問題です。 

 その問題を監査で指導されていると先ほどおっしゃいましたけれども、それが今うまく

いっているということは決してあり得ないと思います。実際に預金者から見て、預金保護

が図られるのは 1,000 万まででございますから、それ以上やっている人の預金がき損され

るということがあり得るならば、決してこの監査というのはうまくはいっていないだろう

というのが２点目です。 

 ３点目ですが、まさに先生方おっしゃった監査のところなんですけれども、おっしゃら

れることは、業務監査と会計監査を一緒にして、ごっちゃに考えられていて、それで全体、

漁業経営に精通した方がやるべきだという理由は理屈だと思いますが、国際基準にのっと

る会計では、会計監査と業務監査をきっちり分けるべきだと言っています。ですから、会

計監査にすれば業務などを知らなくていいんです。会計法だけにのっとってやっていただ

ければいいというのが会計基準ですから、その点、業務監査と一緒にしてしまうと、そこ

を会計基準にのっとってやっている会計の実態というのをある意味でゆがめてしまう可能

性もありますし、そういう意味ではきっちり会計監査というものを分けてやるべきだとい

う趣旨で質問を書いておりましたので、決して業務監査のところをどういうふうにするか

という趣旨ではこの質問は書いておりませんので、その点、ちょっと補足をさせていただ

きたいと思います。よろしいでしょうか。 

○本間専門委員 これは引き続き議論させていただければと思います。 

 では、次。 

○石川課長 ２番目の国際競争力の確保等についてということで、29 ページでございます

けれども、出席者を入れ代わらせていただきます。 

 お待たせして申し訳ございませんでした。 

 29 ページでございますが、漁船の建造の関係でございますけれども、漁船の建造に対し

て制限となる規制についてということでございます。 

 漁船法という法律がございまして、ここでは漁船の建改造時に限って当該漁船が建改造



 

 

許可事項と一致していることを確認するための認定制度がございます。 

 なお、漁船法上、漁船の建改造に際しての規制ということでございますが、長さ 10 メー

トル以上の漁船については、大臣または知事の建造許可を要する。 

 動力漁船の性能の基準に適合することとなっておりまして、この基準は幅と深さの比、

推進機関の馬力数の制限、制限装置について規制をしている。 

 それから、建造の申請に係る起業の認可を受けていること、その他その漁業に必要な許

可、これは漁業を営むための許可を得ているか、あるいはその他の処分の見込みがなけれ

ば建造することができないとされてございます。 

 30 ページでございますが、漁船の建造については、国際的には長さ制限が一般的である

と聞くが、我が国でトン数制限を課している理由、また、国際基準に照らして我が国独自

に課しているその他の規制があればということでございます。 

 我が国の漁船漁業においては、漁業法に基づいて漁業管理の側面から、漁船の総トン数

を漁獲努力量の指標として用いてございます。これによる許可制度を敷いておりますが、

その理由としては、総トン数は、獲った魚を入れる倉庫である魚倉の容積や網の積載能力、

網を揚げるときの揚網能力の上限を規定することになっておりまして、漁獲努力量の管理

には適切な指標と考えてございますが、長さについては、漁船の長さが同じでも２～３倍

のトン数の違いが生じる。細い船であるのか、ずんぐりむっくりの船であるのかというこ

とで、かなりのトン数の差が出てくるということでございます。漁獲能力を適切には反映

しなくなって、指標として用いることは適当ではないと考えてございます。 

 小型の漁船より大型の漁船の方が更にトン数の拡大幅が大きくなりまして、沿岸漁業と

沖合漁業との間の調整問題のみならず、漁船規模の異なる漁業間の調整問題も新たに発生

する恐れもあるということでございまして、長さではなく総トン数を指標として用いてご

ざいます。 

 なお、漁船の建造については、国際的に船の安全基準の指標としては船の長さを用いる

こともございますが、水産資源・漁業管理の観点からは漁業許可の際にトン数制限を同時

に行っていると聞いてございます。 

 また、国際基準に照らして、我が国独自に課しているその他の規制というものは存在し

てございません。 

 31 ページでございますが、漁船の検査について、建造時及び建造後の検査内容及び検査

頻度についてでございます。 

 漁船の建造許可制度の実効を確保するために、工事完成後の漁船が許可事項と一致して

いることを確認するための認定制度がございます。主な確認項目は、漁業種類、用途、操

業区域、主たる根拠地、船体、推進機関でございます。 

 漁船登録制度は漁船の実態を正確に把握することが目的で、漁船登録票の内容と登録漁

船の実態が一致していることを確認するための検認制度がございまして、この検認は５年

ごとに行われております。これはまさに登録票の中身が実態と一致しているかどうかを確



 

 

認しているわけでありますけれども、船名、所有者、使用者、漁業種類等、ここに書いて

いるような中身を確認するだけでございます。 

 一方、船舶の安全性を確保するために、船舶安全法に基づく船舶の所要設備等の検査を

国土交通省が実施してございまして、この検査頻度は、20 トン未満の船舶においては定期

検査が６年ごと、中間検査が定期検査後３年目。また、20 トン以上の船舶においては定期

検査が５年ごと、中間考査が定期検査後の 21～39 か月目に行われることになってございま

す。主な検査項目としては、船体、機関、救命設備、消防設備、航海用具などの状態とい

うことになってございます。 

 また、海洋汚染防止法に基づいて、400 トン以上の比較的大型の船舶を対象に、ビルジ、

これはエンジン等で発生する油濁排水でございますが、などの排出防止装置などの検査を

国土交通省が実施してございます。これは定期検査が５年ごと、また中間検査が、国際航

海に従事する船舶につきましては条約に基づいて毎年、その他船舶においては定期検査後

の 21～39 か月の間ということで、主な検査項目としては、ビルジ等排出設備、ふん尿等防

止設備、推進機関などの状態となってございます。 

 32 ページでございますが、漁業者から、費用負担が多大であることから、検査頻度の見

直しを求める指摘があるということでございますが、本件については、今、御説明いたし

ましたとおり、国土交通省所管の船舶安全法と海洋汚染防止法に基づく定期検査及び中間

検査への指摘というふうに考えてございます。 

 なお、漁船法については、建改造時に限って、当該漁船が建改造許可事項と一致してい

ることを確認するための認定制度がある。 

 33 ページでございますが、参入規制ということで、養殖業、定置網漁業の漁業権は、免

許の優先順位が大きく分けて、漁業者・漁協等が１、漁業生産組合等が２、３が普通の個

人、法人となっているということで、免許の優先順位を設けている理由、また、普通の個

人、法人の優先順位が低くなっている理由ということでございます。 

 まず、定置漁業権については、自ら定置漁業を営む者に適格性が認められているという

ことでございまして、これは先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、自営が原則

ということで、漁協による管理は認めないで、知事が優先順位に従って免許することにな

ってございます。 

 その優先順位は、地元漁民の属する世帯が多数参加する地元自営漁協、漁民会社、これ

は株式会社を含みますが、その優先順位が高くなってございます。 

 なお、同一の優先順位の者がいる場合には、知事が地元漁民の経営参加とか雇用条件な

どを勘案して免許することとなっております。 

 こういったこととなっておりますのは、定置漁業が一定の海域を占有いたしまして地域

資源を利用するものでございますので、沿岸の釣り、はえ縄ほかの漁業と競合する関係に

あるということで、その免許に当たっては、定置漁業によって操業を制約される地元漁民

で構成する漁協等を優先することとしているわけでございます。 



 

 

 次に、特定区画漁業権、先ほど申しました漁協の管理が原則となっているものでござい

ますが、これにつきましては、管理をする漁協が最優先ということになります。その他の

場合、管理漁協がない場合は、地元漁民の属する世帯が多数参加する地元自営漁協、漁民

会社が優先順位が高いということになってございます。 

 なお、同一の優先順位については、先ほどと同じように、知事が地元漁民の経営参加や

雇用条件等を勘案して免許するということになってございます。 

 特定区画漁業権というのは一定の海域における地域資源を利用するものでございまして、

限られた水面を総合的に利用する必要があるということで、資源や地域の状況に精通して

いる地元漁民で構成する漁協等に優先的に免許を与え、自主的に管理していただくという

制度でございます。 

 次に、34 ページから参考資料を付けさせていただいてございます。これは今、説明いた

しました免許の優先順位について具体的に、第１順位から第３順位まで、どうなっている

かというのを書かせていただいております。 

 35 ページは先ほど御説明いたしました漁業権についてでございます。 

 36 ページは「特定区画漁業権への新規参入の例」ということで、こういった漁協が管理

いたします特定区画漁業権につきましても、最近、大手企業が現地に子会社を設立しまし

て、当該子会社が特定区画漁業権の免許を受けている漁協の正または準組合員となった上

で、当該漁協が制定した漁業権行使規則に基づいて養殖を実施するという事例が書いてご

ざいます。ここにございますように、クロマグロですとか、ブリですとか、こういったも

のにつきまして、それぞれ各地で参入をされている事例があるということでございます。 

 37 ページでございますが、養殖業、定置網漁業の漁業権の行使状況がオープンに情報開

示されているかということでございます。 

 漁業権につきましては、漁業法上、物件とみなされることから、土地に関する規定を準

用することとなってございまして、養殖業及び定置網漁業の漁業権の設定等につきまして

は、当該漁業権の免許権限を有する各都道府県の免許漁業原簿に登録することとなってご

ざいます。 

 また、政令の規定によりまして、この免許漁業原簿につきましては、何人も謄本等の交

付、閲覧の請求を行うことができることとなってございます。 

 また、漁業権の免許を受けた者による行使状況の実態につきましては、各事業者が受け

た免許が相続された場合、休業による取消しがあった場合等には、その都度、免許漁業原

簿に登録をすることになっております。 

 また、養殖業に関して、免許を受けた漁協等が組合員に当該漁業権の内容たる漁業を営

ませる場合につきましては、漁協等の組合員による行使の実態までを情報開示する制度は

ございませんけれども、20 年度予算で予算要求しておりまして、先ほどもちょっと御説明

いたしましたが、養殖漁場利用に関するデータベースの構築を今、要求して計画している

ところでございます。 



 

 

 38 ページが漁業法、漁業登録令の根拠条文でございます。 

 39 ページでございますが、漁業権の設定を受けようとする者が免許を受けるまでのプロ

セスということで、これが透明性があるものとなっているかということでございますが、

漁業権については、すべて行政庁の免許たる行政行為によって設定される権利でございま

して、その他の原因により漁業権を原始取得することはできないことになっております。 

 そのため、漁業権の免許プロセスにつきましては、漁業法上、漁業権の設定を受けよう

とする者は、都道府県知事等が行う漁場計画、まずは知事が漁場計画を定めまして、それ

を公示する。それに基づきまして、知事に対して免許を申請することになってございます。 

 知事は、免許に関して、海区漁業調整委員会へ諮問をすることになってございまして、

海区漁業調整委員会の答申を受けた知事は、申請者の適格性、優先順位等の審査を行って、

免許または不免許を決定することとなっています。 

 この海区漁業調整委員会の会議につきましては、公開して議事録を作成して縦覧に供す

ることとなっているわけでございます。 

 40 ページが漁業法の根拠条文でございます。 

 41 ページが、今、御説明いたしました免許設定までの流れ、フローを図示したものでご

ざいます。 

 42 ページでございますが、漁業調整委員会の構成員割合及び選定方法についてというこ

とでございますが、漁業調整委員会には、海区調整委員会、連合海区漁業調整委員会、広

域漁業調整委員会という３種類がございます。 

 海区漁業調整委員会というのは、大臣が定める海区に設置されるということで、今、64

海区に設定されております。 

 連合海区漁業調整委員会につきましては、複数の海区の区域を合した海区ということで、

現在、44 の海区に設置をされております。 

 広域漁業調整委員会というのは、太平洋、日本海・九州西南域及び瀬戸内海に設置をさ

れております。 

 各漁業調整委員会の構成員とその選定方法についてですが、海区漁業調整委員会は、原

則として 15 人の委員で構成されることになっておりまして、うち９人は選挙で選ばれた漁

民、６人は知事の選任による学識経験委員及び公益代表委員となってございます。 

 連合海区漁業調整委員会は、各海区漁業調整委員会の委員の中から選出される各同数の

委員により構成されることになってございます。 

 広域漁業調整委員会につきましては、各海区漁業調整委員会の委員が県ごとに互選をし

た代表者各１人、大臣が選任した学識経験者３人並びに太平洋及び日本海・九州西広域漁

業調整委員会におきましては、大臣が選定した者７人で構成をされております。 

 43 ページから 44 ページにかけましては、これらの根拠法でございます。 

 45 ページでございますが、漁協の資格要件となっている従業員数や漁船規模などの見直

しを行って、漁業振興に貢献する能力と意欲を有する者にも組合員資格を与えることによ



 

 

って、漁協などへの投資や技術移転が促進されると考えるがということでございます。 

 漁協につきましては、中小零細な漁民、これは漁業を営む個人等でございますが、その

経済的社会的地位の向上等を図るための活動を行う協同組織という位置づけとなってござ

います。これによりまして、漁民を中心とした組合員のための直接の奉仕ということが目

的となってございます。 

 漁協の組合員資格について、漁協への投資や技術移転の促進のためにその要件を見直す

べきという考え方につきましては、漁協は相互扶助の精神に基づいて、説明いたしました

ような目的を達成するための共同組織でありますことから、適切ではないと考えておりま

す。 

 ただ、実際には、大手水産会社が、先ほどもちょっと御説明いたしましたように、子会

社を現地に設立して円滑に事業を行っている例は各地で見られているところでございます。 

 46 ページでございますが、現在、経営体数及び就業者数が一貫して減少して、就業者の

高齢化も進んで、後継者不足に直面している。このような状況から脱して、生産性の大幅

な向上と産業としての競争力を回復するために、免許の優先順位を廃止するなどの競争環

境を整備して、個人、法人を問わず漁業に意欲のある者などの操業や参入を積極的に促し

ていくべきということでございます。 

 養殖業や定置漁業のような漁業権に基づく沿岸漁業への新規参入につきましては、漁協

への組合員としての参加、あるいは地元漁業者と共同経営すること、こういったさまざま

な道が開かれているところでございまして、これまでも各地域で新規参入が実際に行われ

ている例があるということでございます。 

 また、特定区画漁業権のような組合管理漁業権につきましては、これは免許を持つこと

と、漁場を管理することと、それから漁業を営むことが分離をされておりまして、漁協自

身は漁業を営まない、漁業を営む者が漁協の定める漁業権行使規則に定められた資格を有

する組合員という位置づけになっているわけでございます。 

 もとより、漁業を営むに当たっては、自然の恵みである水産資源を持続的に利用するこ

とが不可欠でございまして、このために新規参入に当たりましても、水産資源の収奪的、

枯渇的な利用を招くことがないよう適切な資源管理が行われること、限られた水面が多種

多様な漁業者によって総合的に利用されることという観点から、十分な調整を図ることが

必要と考えてございます。 

 このようなことから、養殖業や定置漁業については、漁業権の免許に当たって優先順位

を設けているところでございまして、参入規制を撤廃して新規参入者に広く付与する仕組

みとすることにつきましては、地先水面の環境や生態系に精通した地元漁業者の主体性を

重んじた資源管理活動、こういった現行の仕組みが損なわれて、水産資源の持続的利用の

確保ができなくなるのではないか。あるいは短期的な投資と収益性重視の運営によって水

産資源の収奪的、枯渇的な利用を招きかねないのではないか。あるいは漁業法が目的とす

る漁業調整を円滑に行いつつ、水面を総合的に利用することによって水産資源の持続的な



 

 

利用を確保することに反するのではないかといった恐れがあるのではないかと考えてござ

います。 

 また、沿岸漁業につきましては、日本は地先のさまざまな漁業に対応するために漁業権

制度によって海域として管理しているのに対しまして、諸外国は個別の許可制によって個

々の漁業・資源ごとに管理を行っているという違いはございますが、一定の参入規制を行

っている点については同様だというふうに考えております。 

 48 ページは、参考でございますけれども、漁業管理制度の必要性ということで、今、説

明をいたしました漁業権、あるいは許可制度に基づく制度がどうして必要なのかというこ

とで、図示などで御説明をさせていただいているわけでございますが、同じ水面について

も、各種漁業が複合的に行われるという状況になっていて、こういった高度な漁場利用を

可能にさせるための調整、その結果としての許可、免許といったものが必要になってくる

ということでございます。それを図示をさせていただいたものでございます。 

 49 ページが、先ほどちょっと同じような資料で説明させていただきましたが、我が国の

漁業管理制度の仕組みと基本的な考え方について、各種のインプット、テクニカル、アウ

トプットのコントロール、それから関係漁業者の話し合いに基づく資源回復計画などが法

的に行われて、実施をされていると、そういうことが図示してございます。 

 次に、50 ページでございますが、これも先ほど見ていただいた資料の中にもございまし

た。漁業管理制度の仕組み、免許の実態でございます。 

 51 ページは、漁業の種類の概略でございます。 

 52 ページが、漁業管理制度について、沿岸漁業において漁業権制度がとられて許可制度

がとられていない理由でございますが、漁業者の数が大変膨大な数であること、また、多

種多様な漁業が行われていることから、漁業者ごとに個別に許可を与えるとした場合には

膨大な許可件数となる。また、各種の漁業調整や資源管理を行政が直接行うことになるこ

とで、多大な公的管理コストが必要となるということでございます。 

 このために、漁業者の組織する漁協に漁業権として免許して、各種の漁業調整、資源管

理を地域の実情に通じている漁協が主体となって、民の方で自主的に管理をさせようとい

うのが現行の漁業権の仕組みでございます。 

 平成 20 年の漁業権切替えに向けて、実は先ほど御説明いたしましたような考え方に基づ

きまして、定置漁業権、それから特定区画漁業権に関して、留意した取扱いとしてやって

ほしいということは、都道府県に対しても助言をしているところでございます。 

 53 ページでございますが、今度は許可漁業の関係で、大臣許可、知事許可それぞれにつ

いて、許可隻数の算定根拠及び決定プロセス、また、そういったものが透明性のあるもの

となっているかということでございます。 

 大臣許可漁業たる指定漁業については、漁業法上、大臣が指定漁業の漁業種類ごとに許

可の総隻数を公示して、その隻数の枠内で漁業者の申請に基づいて許可するという仕組み

を取ってございます。 



 

 

 この公示を行うに当たっては、あらかじめ水産動植物の繁殖保護、または漁業調整その

他公益に支障を及ぼさない範囲内において、かつ当該指定漁業を営む者の数、経営その他

の事情を勘案して、許認可隻数等を定めることになってございます。 

 また、公示すべき事項を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聞くこととな

ってございまして、当該審議会の議事録等の公開によって、この根拠、プロセスは透明性

があるものとなってございます。 

 知事許可漁業につきましては、都道府県漁業調整規則の規定によりまして、知事が漁業

種類ごとに許可の最大限度（定数）を公示いたしまして、その定数の枠内で漁業者の申請

に基づいて許可するという仕組みを取っていると承知してございます。 

 この公示を行うに当たっては、あらかじめ水産資源の繁殖保護、または漁業調整等の事

情を勘案して定数を定めることとなっていると承知しておりまして、公示すべき事項を定

めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聞くことになってございます。こ

の委員会の会議の公開、議事録の縦覧が行われておりますので、これにつきましては透明

性があるものと考えてございます。 

 根拠条項につきましては 54 ページに付けてございます。 

 55 ページでございますが、大臣許可、知事許可を得た船舶、漁業を営まなくなり、新た

に許可を受けることが可能な船舶が生じた場合、それがオープンに情報を開示されている

かということでございます。 

 まず、大臣許可漁業たる指定漁業につきましては、漁業法上、許可を受けた者から許可

船舶の使用権を取得して、新たに許可の申請を行う。許可の承継と呼んでございますけれ

ども、こういった形で行われる参入がございます。 

 それから、許可を受けた法人と合併することによって地位を承継するという、合併の形

での参入の形態もございます。 

 それから、資源に余裕がある場合には、追加公示により許可隻数が増隻されることによ

る参入機会の付与がありまして、この追加公示に当たっては、水産政策審議会で審議され

た上、その議事録等は公開されることになってございます。 

 知事許可漁業についても、大臣許可漁業に準じて都道府県漁業調整規則において規定さ

れていると承知をしてございます。 

 56 ページには、承継許可が行われた許可隻数の推移を付けてございます。 

 57 ページには、建設業からイカ釣漁業に参入した事例についての新聞記事を付けてござ

います。 

 58 ページでございますが、創業・参入等への支援ということでございます。新規創業が

積極化するような支援策を講じる必要があるということで、現在、漁業への新規創業や他

産業からの参入について、どのような措置を講じ、また、今後新規創業や他産業からの参

入を拡充させるべく、どのような措置を講ずるべきと考えるかということでございますが、

これまでも御説明しておりますように、他産業から漁業への新規参入については、最近、



 

 

幾つかの事例がございます。 

 本年３月に閣議決定された新たな水産基本計画におきましても、「国際競争力のある経

営体の育成・確保と活力ある漁業就業構造の確立」を掲げてございます。６本柱があると

申しましたが、そのうちの一つの柱として掲げてございまして、その実現のために、漁業

分野以外からの新規就業や異業種事業者による新規参入を促進して、活力ある漁業就業構

造を確立することを重要な政策の一つとしてございます。 

 更に、今回の漁業法の改正におきまして、先ほども御説明いたしましたが、構造改革の

観点から、指定漁業につきましても、試験研究、新技術の企業化のための操業を行う漁業

者に対しては許可等の特例を設けて、新規参入を促進しようとしてございます。 

 また、具体的な支援措置として、先ほどもちょっと御説明いたしましたが、キャリア活

用型支援事業を設けてございまして、漁業以外の分野の異業種の事業者・起業家の方々が

持つノウハウや技術を生かして、水産資源を活用した起業や新ビジネスの事業化について

も支援をしてございます。 

 また、養殖業における他産業からの参入等につきましては、養殖漁場の確保がカギとな

るということで、利用可能な漁場の存在、あるいは参入の条件が整っている地域の情報を

参入希望者が利用できるような情報提供の仕組みの整備ですとか、地域の漁業者との調整

を円滑に進めるためのモデル的な事例づくりを進める必要があると考えてございます。 

 59 ページでございますが、水産業をめぐりましては、消費流通構造の変化や国際化の進

展、水産物の世界的需要の高まりといった新たな情勢変化にも直面してございますので、

こうしたビジネス環境の変化を的確にとらえて、異業種で培ったさまざまなノウハウを漁

業でも活用して新たなビジネスモデルを構築していくことが大事だと考えてございます。 

 60 ページには、先ほども御説明しましたキャリア活用型再チャレンジプラン支援事業と

いうことで、ビジネスプランを募集して、優秀なものにつきまして補助をしまして、漁村

での起業を促進していくというものについての事業の仕組みを図示してございます。 

 61 ページでございますが、さまざまな参入形態があるだろうということで、１つは漁業

者との共同会社・ＬＬＰ等による参入もあるでしょうということで、イメージでございま

すけれども、図示をしてございます。 

 また、62 ページについては、自営による参入の場合のイメージでございます。 

 63 ページは、企業等の生産委託による参入ということで、企業が漁業者に生産委託をす

るといったような形で参入をしているものもあるということで、そのイメージでございま

す。 

 64 ページでございますが、こういった新規創業を積極化させるためには、政策金融にお

いても、民間金融分野においても、さまざまな融資制度が用意されて、利用しやすい環境

が整備されているけれども、現在、漁協、農林漁業金融公庫において、どのような創業支

援融資がなされ、制度化されているか。また、今後、新規創業を拡充させるべく、どのよ

うな創業支援融資の整備を図るべきと考えるか。また、創業時等の資金調達を円滑化する



 

 

ために、公的機関による保証制度の存在が重要だけれども、漁業における保証制度の内容

についてということでございます。 

 まず、新規就業者に対しましては、沿岸漁業改善資金制度というのがございまして、都

道府県は、青年漁業者等が漁業経営を開始するのに必要な資金の無利子融資を行ってござ

います。また、漁協系統資金である漁業近代化資金におきましては、漁船・漁具取得資金、

施設資金、種苗資金等の漁業者を対象とした各資金を借り受けることが可能となってござ

います。更に、近代化資金等の漁業系統資金からの貸付が困難な場合は、農林漁業金融公

庫資金を借り受けることもできることになってございます。 

 現行の制度は、漁業者が操業に必要な設備等の整備のために長期・低利で借り受けるこ

とができる資金制度として定着してございまして、今後とも各種資金の利用を促進してま

いりたいと考えてございます。 

 漁業における保証制度としては、中小漁業融資保証法に基づきまして、中小漁業者等の

漁業経営に必要な資金の融通を円滑にするために、貸付等について、その債務を保証する

ことを主たる業務とする漁業信用基金協会の制度、それから独立行政法人農林漁業信用基

金の仕組みがございまして、信用基金の方は、その保証等について保険を行っておるわけ

でございますが、その保証等について必要な資金の融通を行う制度が整備をされてござい

ます。 

 65 ページには、青年漁業者養成確保資金の仕組みについて、若干参考資料を付けてござ

います。 

 66 ページは、中小漁業融資保証保険制度の概要について、写しを付けてございます。 

 以上、Ⅱのところの御説明でございます。 

○本間専門委員 ありがとうございました。 

 29 ページのところから始めたいと思います。漁業資源の観点からトン数、つまり、国際

基準に合わせていく方向というのは特に必要ないということで、むしろ望ましくないとい

うお考えなんでしょうか。 

○石川課長 先ほども 30 ページの方でも御説明をさせていただきましたが、トン数、要す

るに長さだけで漁業の資源管理をやろうとすると、先ほども申しましたように、普通、船

というのは、細い船体のもの、それから、同じ長さでもずんぐりむっくり型の船をつくっ

て、たくさん魚を積めるようにするものでかなり大きさが違ってくるということで、資源

管理のためには、長さだけではなくて、やはり総トン数ということで縛りをかけるのが適

切だというふうに我々は考えてございまして、これは国際的にも、船の安全基準という観

点では長さの指標は行われているということでございますけれども、水産資源、漁業管理

の観点では、漁業許可を行うに対してトン数制限を行うということは国際的にも行われて

いるというふうに我々は考えてございます。 

○本間専門委員 だから、管理の仕方をどこでするかということで、漁獲高そのものの管

理ということであれば、形というよりは、実際のフローといいますかね、とれているその



 

 

ものでチェックをするということで、大きくすることができれば、その中にどんと積んで

しまうという、２～３倍のトン数の違いがあるということがあるんですけれども、外形基

準だけでは勿論ないんですけれども、そこから押さえていくということについてはもう少

し議論が必要かなという気が個人的にはしております。 

 これに関しては何か。 

○盛田専門委員 例えば、外国では新しいタイプの漁船で、双胴船みたいなものがあるみ

たいですが、ああいうのはやはり長さ制限から来ているんですか。 

○石川課長 そうですね。ノルウェーなどで新しい船が建造されて、設備なども充実して

いるというような話は聞いているんです。双胴船というのは余り実例はないのかもしれま

せんけれども、一般的にはヨーロッパなどの船は日本の漁船に比べてずんぐりとした、魚

倉がいっぱいあって、いっぱい積めるような船になっているというふうに聞いてございま

す。それは先ほど申しましたとおり、そういった大きな船をつくればつくるほど、漁獲に

対する圧力は上昇してくる。漁獲圧力が増えることについて一定の歯止めをかけていかな

いと、やはり資源管理という目的は達成できないんではないかなというのが我々の考えで

ございます。 

 一方で、漁船員の方の福利厚生のために、例えば居住室などの環境をよくするというこ

とは必要だと考えておりますし、また国際的にも漁船については労働条約がございまして、

これが統一化されたということがございます。例えば、お休みになるベッドの大きさとか、

居室の大きさだとか、そういったことが決められてきておりますので、そういう場合につ

いてはトン数制限を上げていくというようなことも、我々は設備基準の改定の中で対応し

ているところです。 

○盛田専門委員 だから、漁業の効率性、あるいは競争性の部分と、今おっしゃった漁船

に乗っていらっしゃる方の福利厚生等のところで、長さの制限をした場合、あるいはトン

数で制限した場合のメリット・デメリットというのは、どういうふうに考えたらよろしい

んでしょうか。 

○石川課長 長さ制限にした場合、我々はデメリットの方が大きいと思っているので、ど

うしてもそっちの方が頭の先に行ってしまうんですけれども、デメリットは先ほど申し上

げたように、漁獲圧力というものがどうしても上がってくる。また、本当にそのことが経

営的に有利なのかどうか。特に燃油などが上がって、そちらの方のコストなども相当かか

るということになったときに、船の省エネ化などのことにも逆行する恐れもあるんではな

いかと考えています。 

○盛田専門委員 効率は悪いわけですね。 

○石川課長 ただ、勿論、乗組員の福利厚生のための居住室の環境アップなどについての

トン数の増加ということは、これは認めるべきだということでやっているわけです。 

 また、長さでやるということに関して、メリットを言えということであれば、それは外

形的に、単に前から後ろまでの長さを測れば済みますので、そういう意味では検査、監督



 

 

という手間が、要するに、今やっている検査などの手間はかなり簡素化されるかなという

ことは言えるんではないかとは思います。 

○盛田専門委員 あと、資源管理上の問題があるとおっしゃいましたけれども、確かにそ

れはそうでしょうね。ただ、それぞれの船、例えばこれは、資源管理のところは国際的な、

この前は遠洋とか沖合の話ですね。国際的な交渉である程度枠組みが決まったりとかしま

すね。しかし、一旦その枠組みがある程度決まって、それが守られるという形で資源管理

は保全されるというふうに前提しますと、今度はしかし、個々の漁業者にとってみれば、

漁業自体の効率性、生産性のところでやはり競争になってくるわけですね。そういうとこ

ろでもし我が国の漁業者に不利があると、それもまたちょっと困ったものかなと思うんで

すが、そういうことは余り考えなくてよろしいんでしょうか。 

○石川課長 確かに国際競争力の強化は必要だということで、基本計画の中にも位置づけ

て、そういった形態の国際競争力の向上を図ろうとしているところでありますけれども、

一方で日本国内の事情を言いますと、漁業というのは、日本の場合は特に四季折々に旬の

魚があって、多種多様な漁業が営まれている。あるときにはサケ、マスをとっていた船が、

また別のときにはサンマをとっているとか、さまざまな魚種に、一年じゅうの中でも操業

形態を変えて操業しているということがあります。そういった非常に複合的な経営が行わ

れていますので、ある特定の漁業種類で大型の船がどんとあらわれてくるということにな

ってきますと、これが結局、ほかの漁業種類などへの影響、他の漁業種類との調整、こう

いったものも起こってくる。そういう意味で、いたずらに船体を大型化させることに関し

ては、資源管理上の問題に加えて、そういった漁業調整上の問題もあるというふうに考え

ております。 

○盛田専門委員 長さでやってしまうと、どうしても幅を広げたりという形で大型化、大

型化というふうにいってしまう、そこのところがコントロールが難しくなるというふうに

考えていらっしゃるんですか。 

○石川課長 特にここに書いておりますように、長さが長い船ほど容積を増やせる余地が

出てきます。そうしますと、例えばまき網などの船が更に大型化して、沿岸漁業などとの

調整が更に難しくなるというような問題も考えられます。 

○盛田専門委員 そうすると、トン数でやった方が、船体はどう設計しようと自由だから、

例えば燃費の効率とかという面ではいいとか。ただ、先ほどおっしゃったように、従事さ

れている方の福利厚生ということで言うと、ちょっとそこのところが犠牲にされる面も場

合によっては出てくる可能性があるということですか。 

○石川課長 そこのところは、福利厚生を確保するためのトン数の増というのは認めるよ

うに設備基準を改正したということでございます。 

○盛田専門委員 ありがとうございました。 

○本間専門委員 次の検査のところは、検査の内容についてはお話いただいて、しかし、

管轄しているところが違うから、ここは玉がなかなか返ってこないというか、こちらの方



 

 

でも少し検討する必要があるかなという気がしております。ここの分野で言うと、一番大

きいのは 33 ページ以降の。 

○事務局 その前に、１点いいですか。ここで質問をお書きしましたのは、今回、閣議決

定では、水産基本計画の中におきまして、漁船の設備、トン数、操業条件、各種検査に関

する規制緩和を図っていくというような記述がございましたので、この検査について、ど

ういうような取組みをなされる予定なのかをお聞きしたいと思って質問をしたんです。 

○石川課長 今ちょっと、では計画を話してください。 

○随行者 基本計画では、遠洋漁業のところで、漁船の設備、トン数、操業条件、各種検

査に関する規制の緩和を図るというような言葉が出てまいりますけれども、設備のところ

は先ほど課長からお話をしましたように、ＩＬＯの関係で、漁船員の居住空間を増やすよ

うな場合の一定のトン数の増トンを認めるということを今回措置をしまして、そのことは

書いております。 

 それから、操業条件については、今、海域を決めておりまして、そういった海域をある

程度広げますとか、そういったことを今回の一斉更新でもやっておりまして、そういった

ことを書いております。 

○本間専門委員 今の段階では、長さに切り替えてトン数制限を廃止する方向ということ

は特に考えていないということですか。 

○富岡総括課長補佐 それは、長さということにしますと、いろんな弊害が出てくるんで

はないかというふうに考えております。 

○本間専門委員 ３の参入規制のところなんですが、基本的な認識として、日本の漁業が

相当に衰退していて、そこの一つの突破口といいますか、漁業の復活といいますか、そう

いうことの切り口の一つとして、参入規制をもっと緩めていくということで検討している

わけなんですが、ここで定置漁業権以下、優先順位として、地元の自営漁民の保護、そこ

に住んでいる人たち、あるいは今、漁業を営んでいる人たちの権利といいますか、そこを

優先するという、当初の漁業権に対する考え方というのは理解できるんですけれども、そ

れが逆に言えば、マイクロのといいますか、住んでいる人たちの話と、それから日本の漁

業全体の話として、今、参入規制で、参入を促進することによって、もっと効率的な漁業

を営める人たちの参入を促していくという方向が望ましいと個人的には考えているわけで

すけれども、そこと旧来の考え方とのそごといいますか、その辺りをどうお考えなんでし

ょうか。 

 端的に言いますと、今の漁業権の優先順位が日本の漁業の活性化の足かせになっている

部分というのは全くないとお考えなのかどうか。問題点について、問題があるかないかと

いうことについて、まず水産庁さんとしてはどういうふうにお考えなのか、その辺りをち

ょっと聞かせてもらえますか。 

○石川課長 これは先ほども御説明しましたとおり、漁業権というのは、沿岸の地先の一

定の水面で、特に固定的な定着性のある資源を利用するということが内容になっておりま



 

 

して、そういう意味で、いわば一種のローカルコモンではないか、そういった資源を利用

するものだというふうに理解しておりまして、そういったものの管理は、やはり地域の人

たちが主体となって自主的に行うという今の仕組みは合理性があるなというふうに考えて

ございます。 

 一方で、新規参入などについて、漁村の活性化のためにも外部の資本、技術の導入と、

こういったことも必要ではないかということで、先ほど説明いたしましたような、さまざ

まな形態の参入というのも実際見られておるところでありますし、また、それを促進させ

るようなことも我々行政としても実際に今、やっているところでございます。 

 それから、こういった優先順位の規定が障害になっているかということでございますけ

れども、先ほども申し上げましたとおり、例えば自営の場合のところで、漁協が実際どれ

ぐらいの免許を受けている実績があるのかということを見ますと、会社組織のものの方が

多いというような実態もありますので、この自営の部分に関しては、優先順位の規定とい

うことが参入の足かせになっているという実態というのも、必ずしもないのではないかな

というふうに考えてございます。 

○本間専門委員 例えば、当該子会社がということなんですけれども、子会社をつくらな

いと漁協には入れないということがあって、そこは、実態として子会社をつくって入って

いるんではないかということはおっしゃるんですけれども、それがいわば一つの障害にな

っているということも聞くわけです。だから、むしろ、36 ページ等々で例を挙げられてい

るようなところでも、別に子会社ではなくて、大手企業そのものを漁業組合の組合員とす

ることがどうしてだめなんだということなんです。 

 そうすると、組合のそもそもの設立の目的がという話になってくるんですけれども、ち

ょっと先走っていってしまうと、漁業権の管理団体としての性質と、協同組合としての性

質、２つを持たせていることが一つは問題なんではないかと、そこに行き着いてしまうん

です。まず、漁協、あるいは水協の制限、つまり上限を設けていることの合理性と、それ

から、漁業管理団体としての漁協と、協同組合としての漁協と、そこのそごはどうお考え

になっているかという、そこの２点をお伺いできればと思います。 

○石川課長 まず、大手企業の参入につきましては、確かに 36 ページにあるような子会社

設立の上で組合員になっていただく方法、それから、さっきも幾通りか方法がありますよ

という資料を出させていただいておりますけれども、あるいは共同経営ですとか、生産委

託ですとか、さまざまな形の参入の仕方はあるだろう、また、そういった実態もあるもの

というふうに承知しておりまして、そういう意味では、いろんな形での参入の仕方は実際

にワークしている部分はあるんだろうと思っております。 

 それから、漁協の漁場管理団体としての性格と、それから協同組合組織としての両立と

いう問題でございますが、これについては、確かに沿革的なことを申し上げますと、戦後、

現行の漁業法を制定する際に、そのことが問題になって、漁民公会といった、漁業権を管

理するための団体を独自に設けてはどうかということが検討された経緯があるというふう



 

 

に承知しております。それについては、当時の漁村の実情から見て、漁民公会と、それか

ら漁協という２つの団体を並立させていくほど漁村に余裕はないということで、漁協に漁

業権の管理をさせるのを原則とすると、これは特定漁業権と共同漁業権についてでござい

ますけれども、そういう整理がなされたというふうに承知をしているわけでございます。 

 こういった漁村の実態といいますか、そういった中で幾つもの団体をつくって管理させ

るということが、現在の漁業者なども少なくなっている中で、それがまたいいのかどうか

というのはちょっとまた考えていかなければいけない課題なんではないかなと思います。

現行の漁協による管理で、漁協の方も大型化などもしておりますけれども、支障が生じて

いるというふうにも思ってはいないということでございます。 

○盛田専門委員 要は、管理と利用、両方の話なんですね、今の話はね。管理の方は管理

の方で、資源の維持、保全というような視点でやる。一方で、利用もしかし図っていかな

ければいけないというところで、利用を十分にやっているやっていないというところを、

果たしてきちんと評価する仕組みがあるのかないのかというところなんですね。管理に関

しては、いろんな、ＡＢＣであるとか、額であるとか、いろんな方向があるとは思うんで

す。沿岸についても、そういうような考え方が恐らくあるんでしょう。 

 漁業権というのはどちらかというと、物件とどこかに書いてありましたけれども、財産

権的な性格がどうしても出てきてしまうので、確保だけして十分使っていないという実態

もないわけではないだろうという気がするんです。問題は、利用度についてきちんと評価

して、ある一定の、最低限の利用もやっていないところに漁業権が行かないような仕組み

になっているのかどうか。 

 そこのところが、決まり事、例えば 52 ページでも説明されましたが、平成 20 年の漁業

権切替えに向けた基本的考え方で、都道府県に対しては、こうやってきちんとやれよとい

うことをおっしゃっていることはわかるんですが、それはしかし、あとの担保が取られて

いるのか取られていないか、そういうことは何らかの検討、あるいはフォローがあるのか

どうなのかというのは、私個人的にはやはり懸念されるんです。 

 しかし、あくまでも漁業の場合は、養殖以外はキャッチングですから、資源の保全とい

うことが第一優先するべきだとは個人的には思っておりますが、そうは言いながらも、し

かし、権利の上にあぐらをかいて、利用がきちんとされるべきところをされていないので

あれば、そこはやはり何らかの形できちんと評価をして対処をするということを、こうい

うふうに助言するだけで果たして済むのかどうかというところをちょっと懸念しておりま

すが、そこら辺、お考えをお聞かせいただければと思います。 

○石川課長 まず、漁業権は、先ほど御説明いたしましたとおり、地元の漁民を中心とし

た方々に自主的に管理をさせているというのは、資源の状況なり、現地の漁業の在り方な

どについて、やはり現地の方々が一番よく御存じであると、漁場についてですね。勿論県

の方もそういった担当者もいて、その調査などもしてございますけれども、例えば漁業調

整に関する職員が何人ぐらいいるのかということになると、どこの県でも数人程度という



 

 

ことなんではないかと思います。実際の漁場のことを知って、資源の状況なども知ってい

る現地の方々が中心になって資源を管理して、また適正な漁場の配分などもやっていくと

いう現状のシステムがまず適当なやり方であるし、また行政の負担も軽いというふうに考

えてございます。 

 その中で、十分利用の仕方がなされていない部分もあるんではないかという御指摘でご

ざいます。確かに、管理団体、あるいは地域によってやり方が違いますので、あるいは資

源の状況が違いますので、先ほども申しましたように、空き漁場が出ているところとか、

そういったものもあろうかと思います。 

 それについて、52 ページの方で、県に対して我々が助言しているというのは、例えばマ

グロの養殖など、新しい技術で、これまでは、例えば波が荒くて養殖には適さないとされ

ていたようなところでも、かえって海面が空いていて大きな養殖施設などの設置が可能で

あるということであれば、新しい養殖のための区画漁業権の設定といったこともできるよ

うになっているのではないか。そういった地域の資源を有効に生かして、まずは漁業権の

前提となる漁場利用計画をきちんとつくってくださいということを、まずは知事の方にお

願いをしているということでございまして、これは関係者の方々からの要望なども聞いた

上で、漁場条件の調査を徹底的に行っていただいて、適正な漁場計画を立てていただくと

いうのが第一のお願いをしているところでございます。 

 それから、52 ページの②で書いてある免許の適格性審査を十分に行うということについ

ては、例えば管理をする人と行使をする人が一体化してしまっているような事例があるん

ではないかというような指摘もあるので、そういったものについては、特に単一体になっ

ているようなものについては、自営している実態に合わせて自営者の方に免許をするよう

なことが現行法のやり方として適正だというふうに考えていますので、そういった適格性

の審査をしてくださいということを助言しております。 

 それから、行使料の徴収に関して、いろいろ負担が重いというような御指摘もあるんで

すけれども、漁場の管理をするに当たって必要な費用を徴収すること自体は認められたこ

とでありますし、漁協の内部で総会にかけて行使料の徴収について透明な形で決めていた

だくことについて、行政の方からとやかく言うことではないと考えてございますが、こう

いった徴収が必ずしも透明に行われていない事例もあるんではないかという御指摘もある

ことから、きちんと総会にかけて、しかも行使料の積算根拠についてもきちんと明らかに

した上で、組合員の了解を得て、理解と協力を得て徴収するようにしてくださいというよ

うなことを助言をしているところでございます。 

 こういったことについて、我々としてもやっております上に、先ほど来御説明いたしま

したように、実際に空き漁場が生じている部分については、現在、確かに、どこにどれぐ

らい空いているのかということが見えにくいということがありますので、これについては

データベース化をしまして、参入を考えていらっしゃる方ともマッチングができるような

形でデータを情報提供していきたいと考えているところでございます。 



 

 

○本間専門委員 漁業権の設定の話で、調整委員会ですね、県知事に諮問するときの議論

の、どういう具体的な材料を判定基準にしているんでしょうか。調整委員会の議論を経て、

都道府県知事が免許を出すというのはわかるんですけれども、具体的に、その申請者が適

当であるかどうかということの判断基準みたいなものは何か、各都道府県でそれなりにガ

イドラインみたいなものがあるのか、その辺りの具体的な審議内容、議事録を見ろと言わ

れればそれっきりなんですけれども、その辺り。 

○石川課長 具体的な法定の基準以上にガイドラインみたいなものがあるかというと、各

県の事情を全部チェックしたわけではありませんけれども、そういうガイドラインは必ず

しもないんではないかと思います。ただ、これまでの、例えば漁業権についても、戦後か

ら、かなり長い年月にわたって、勿論５年ないし 10 年の存続期間があって、切り替えられ

て更新してきているわけでありますけれども、積み重ねというものがありますので、そう

いったものでこれまでの操業状況とか、他の漁業との調整の問題、こういったことについ

て主に判断、勿論現地の資源の状況や関係者の要望といったことがあろうかと思いますけ

れども、そういったものを勘案して決められるということなんではないかと思います。 

 それから、優先基準の働かせ方ということでありますけれども、実態問題を申し上げる

と、かなりの部分、申請を上げる際に現地で調整がなされていまして、先ほど来言ってい

ますように、優先規定が適用されると言われている漁協でも、実態は免許されている割合

は低いと申し上げましたけれども、これは現地で事前に調整が行われている事例もあるん

ではないかと考えておりまして、そこのところは、優先順位の規定を働かせて、複数の申

請が上がってきて、それを、こっちは許可、こっちは不許可というふうにした事例という

のは、例えば前回の平成 15 年の切替えの際には、定置漁業で全国で３件程度と伺っており

まして、大体のところは現地で調整済みのものが上がってきて、それを確認して免許され

ているというのが実態ではないかと思います。 

○本間専門委員 それから、もう一つは、優先順位、優先ですから、事情によってはこれ

に従わない場合も、調整委員会では出す可能性はあるわけですか。 

○石川課長 法定された優先順位を踏み外して、優先順位を判断するのは知事なんですけ

れども、複数の申請が上がってきて、上の優先順位にある人を外して別の優先順位にある

人を入れるという、優先順位だけの観点でそれをやるということは、それは法律違反とい

うことになります。 

○本間専門委員 時間もあれですから、事務局の方で何かあれば。 

○事務局 １点だけ、現在、データベースの対象は特定区画漁業権で、その他の定置漁業

権とか、そちらの方を対象にされていないのはなぜなんでしょうか 

○石川課長 これは、特に特定区画漁業権については、免許がされていても、その中で複

数の人たちが操業しているわけです。その中で埋まっている部分もあれば空いている部分

もある、それが見えないというのが現状で、定置などについては、例えば漁場計画を公示

したけれども、免許されていないというのは既に、それはそれで結果として明らかになっ



 

 

ているんで、それを改めて、現在見えているものをデータベース化することはない。見え

ていない部分ですね、実際、免許はあって、一部は使われているんだけれども、使われて

いない部分もあるよというものについて、ビジブルにしようという考え方でやっているん

です。 

○事務局 よろしいでしょうか。 

 引き続き資源管理の方をお願いします。 

○石川課長 また席を入れ代えさせていただきます。 

○事務局 済みません、時間が押して申し訳ございません。そうしましたら、引き続きま

して。 

○石川課長 お待たせして申し訳ありません。 

 それでは、１ページのところから、資源管理、説明させていただきます。まず、国連海

洋法条約によって、国が自国内の水産資源の保全と管理の責任を持つとされていることに

ついて、我が国の資源管理についても、この方針に沿って資源管理を行っていると理解し

てよいかということでございます。 

 平成８年に我が国は海洋法条約を批准して、同年７月 20 日から効力を生じてございます。

この条約については、排他的経済水域における海洋生物資源について、その漁獲可能量を

決定する等の保存、管理措置を沿岸国に義務づけておりまして、我が国においても当該義

務の的確な履行を図っていくことが必要でございます。 

 このため、我が国におきましても、「海洋生物の保存及び管理に関する法律」を制定す

るなど、従来から講じている漁業の許可、操業に関する諸規制とともに、同条約が規定す

る義務にのっとって、積極的に資源管理施策を展開しているところでございます。 

 ２ページでございますが、科学的根拠に基づくＡＢＣの設定によって行う資源管理は、

国際的にも広く採用されている方式として認識してよいか。併せて我が国においても科学

的根拠に基づくＡＢＣの設定によって資源管理をしていると理解してよいかということで

ございます。 

 海洋法条約におきましては、先ほども申しましたとおり、自国の排他的経済水域におけ

る海洋生物資源の保存、管理に当たって、入手可能な最良の科学的根拠を考慮するという

ふうに規定されておりますので、各国におきましては、ＡＢＣという名前の指標を用いる

かどうかは別としまして、何らかの科学的根拠に基づいてこれらの資源の管理が行われて

いるものというふうに認識をしてございます。 

 ただし、その精度については国とか資源によってもさまざまであるというふうに考えて

ございます。 

 我が国におきましては、排他的経済水域における海洋生物資源の資源管理におきまして

は、各種調査に基づく科学的知見を基に資源管理に努めているところでございます。 

 ３ページでございますが、我が国のＡＢＣの算定根拠・方法・決定プロセスについて、

また、欧米等の代表的な漁業国と異なる特徴的な点ということでございます。 



 

 

 ＡＢＣの算定の基礎となる対象資源の評価につきましては、調査船調査による情報、こ

れで産卵量とか稚仔量等を調べてございます。それから、漁船による漁獲情報、漁獲量、

漁獲努力量などです。それから、水揚港における情報としまして、とれた魚の年齢などに

つきまして調べてございます。それから、海洋環境の動向に関する情報ということで、水

温ですとか塩分、潮流などのデータも収集してございます。こういった情報を解析するこ

とで、現存の資源量や資源動態を推定しまして、資源の状態（水準・動向）を把握すると

いうことで行われております。 

 ＡＢＣは、これらの資源評価結果に基づいて、漁獲等の影響を推定して将来予測を行う。

こういった、今、持っているデータに基づいて来年以降の予測をするということでござい

ますので、資源の維持、あるいは回復シナリオに基づいて、当該資源が生物学的に持続的

な利用が可能と判断される漁獲量として算定をしてございます。 

 具体的な作業としては、水産庁から研究機関に委託して行っておりまして、内部や地域

ブロック等での検討会を通じた資源研究者間の検討結果とか、あるいは漁業関係者等の意

見を集約、そういったことを経た上で、最終的に全国資源評価会議、あるいはパブリック

コメントにかけた上で取りまとめを行って、水産庁が公表してございます。 

 資源評価における資源調査の方法や、そこから得られた情報から資源量を推定する手法

等としましては、基本的に欧米等諸外国及び地域漁業管理機関とも同様のプロセスを経て

行われていると考えてございまして、特に大きな差異があるわけではありませんが、ＡＢ

Ｃの算定を行うに当たっての考え方や結果の精度につきましては、これは国によってとい

いますよりは、むしろ対象となる資源の特徴・状況や、当該資源を漁獲する漁業の実態等

に応じて差異があるものというふうに承知をしてございます。 

 ４ページでございますが、ＡＢＣの算定根拠・方法・決定プロセスについて、漁業者か

ら「信頼がおけない」等の指摘があるが、水産庁としてこれらの指摘をどう考えるか。こ

れらの指摘を算定根拠・方法・決定プロセスに反映させていく方針かというとこでござい

ます。 

 ＡＢＣ算定の基となります資源量の「将来予測」につきましては、現存資源の今後の推

移に加えて、将来発生する新規加入群の資源量についても推定して加算する必要がござい

ます。これについては、ある程度の不確実性が伴うものでありまして、特にイワシやサバ

類等の浮魚につきましては、海洋環境の変化によりまして加入量等が大きく変動すること

が知られております。 

 ただし、資源の評価結果と、その後の漁獲状況が異なる場合に対しまして、漁業者から

おっしゃるような指摘がなされていることは真摯に受け止めておりまして、資源予測精度

の向上は大きな課題であるというふうに認識しております。 

 このことから、これら新規加入群の多寡等の資源状況につきまして、より正確に予測が

できるように、海洋環境の変化等が資源に与える影響や、そのメカニズムを解明する取組

みが行われております。 



 

 

 また、資源評価の実施後に新規加入群の状況について新たな情報が得られて、それによ

って資源量についての再考が必要と判断される場合におきましては、速やかに資源の再評

価・ＡＢＣの再算定を行うということでございまして、５ページにはサバ類のＡＢＣを再

評価、あるいは再々評価した 18 年、19 年の事例もございますので、そのことについて参

考資料を付けさせていただいてございます。 

 ６ページでございますが、発表された資源評価対象の 52 魚種のうち、現在、ＡＢＣが算

定されている魚種数、算定されていない魚種があるとすれば、算定しない理由ということ

でございますが、現在、資源評価を行っている 52 魚種、90 系群のうち、ＡＢＣを算定し

ているのは 38 魚種、76 系群でございます。 

 一方、一部の魚種につきましてはＡＢＣの算定を行っておりませんが、これはＡＢＣの

算定を行うに足りるだけの生物学的な知見が十分でなかったり、あるいは当該資源につい

て、資源回復計画等に基づく具体的な資源管理措置を実施するに当たって、量的な管理よ

りもむしろ体長制限や漁期制限等の質的な管理の方がより適切と考えられることによると

いうことでございます。実際、されていないものはここに掲載しているとおりでございま

す。 

 我が国周辺水域における資源評価対象種の選定に当たっては、ＴＡＣ制度、資源回復計

画、国際交渉等の資源管理施策上の必要性に対応して適宜見直しを行っているところでご

ざいます。 

 ７ページですが、科学的根拠に基づいて資源管理を行うんであれば、ＡＢＣ以下にＴＡ

Ｃを設定しないと持続的な水産資源の利用ができないと考えるが、見解を伺いたいという

ことでございます。 

 ＴＡＣの設定につきましては、先ほども申し上げました資源管理法に基づきまして、対

象魚種の資源動向、科学的知見を基礎としまして、当該資源に係る漁業の経営等を勘案し

て行うこととされております。これにつきましては、水産政策審議会の意見を聞いて大臣

が定めることになっております。 

 なお、経済上の要因を勘案する点におきましては、これは条約においても同様の規定が

されているところでございます。 

 このＴＡＣ設定の際に参照するＡＢＣは、５年なり 10 年程度の中期的に資源を「維持」

あるいは「回復」させるなどの目標を達成するために、翌年１年間の漁獲量として設定さ

れる水準で算定されておりますが、資源の今後の動向をどう評価するのか、これは維持、

あるいはさまざまな回復シナリオがあり得るわけでありまして、さまざまな数値が算定さ

れるものであります。提示されたＡＢＣを超えるＴＡＣを設定する場合でも、資源の維持、

あるいは回復のシナリオを十分考慮して設定をしているところでございまして、直ちに持

続的な水産資源の利用を損なうものではないというふうに考えてございます。 

 ＡＢＣを上回ってＴＡＣを設定している主な要因といたしましては、日本沿岸で広域に

回遊して、漁場形成の変動が大きい浮魚類につきまして、良好な漁場が形成された場合、



 

 

当初配分量が不足する県などに対して、数量を追加配分するための調整枠を設定している

こと、あるいは一部の魚種において海洋環境条件により資源状態が急激に変動するといっ

た魚種特性やＴＡＣ引下げによります漁業経営への影響を勘案しているところでございま

す。 

 ８ページでございますが、ＡＢＣの算定数量に基づくＴＡＣの設定に係る決定プロセス

及び直近のＡＢＣ及びＴＡＣの数量ということでございますが、ＴＡＣ設定のプロセスの

概要としましては、まず科学的知見として資源調査結果に基づき算定された、さまざまな

ＡＢＣを活用し、漁業経営の事情等を勘案しつつ、魚種ごとにＴＡＣ（案）を作成しまし

て、その後、漁業者・都道府県等との調整を行った上で、水産政策審議会の意見を聞いて

定めております。 

 具体的には、資源管理法で規定されました「資源管理基本計画」というものがございま

す。この基本計画の案を水産政策審議会に諮問して、その計画に定める基本理念や中期的

な管理方針にのっとって毎年の設定を行ってございます。 

 なお、直近のＴＡＣ魚種ごとのＡＢＣとＴＡＣ数量につきましては、これは昨年の 11

月 10 日の水産政策審議会に提出しました資料で、９ページから 11 ページにわたりまして

付けさせていただいているところでございます。 

 12 ページですが、ＡＢＣが算定されているにもかかわらず、ＴＡＣが設定されていない

魚種があるけれども、その理由、併せてＴＡＣの対象魚種の拡大に関する考えということ

でございます。 

 ＴＡＣの対象魚種は、ここに書いてございますような、採捕量が多く、経済的価値が高

い魚種、資源状況が極めて悪く、緊急に保存・管理を行うべき魚種、我が国周辺で外国漁

船により採補が行われている魚種、こういった基準のいずれかに該当する魚種の中から、

漁獲可能量を決定するに足るだけの科学的データ、それから知見が蓄積されているところ

のものを海洋生物資源の保存管理に関する法律施行令で指定しているところでございます。 

 現在、上記条件を満たす魚種としましては、７種が政令指定をされておりますが、今後

の魚種の追加につきましても、この基準に照らして検討をしてまいりたいと考えてござい

ます。 

 13 ページでございますが、ＡＢＣが算定されているにもかかわらずＴＡＣが設定されて

いないということは、その魚種については持続的な利用ができない可能性がある。または

持続的な利用ができる可能性があるにもかかわらず、その状況を放置していると考えられ

るということでございます。 

 我が国では従来から漁業法等に基づきまして、いわゆるインプット、入り口の規制を、

漁船の隻数等の規制を行ってきたところでありますが、これらを通じて漁獲対象資源の適

切な利用を図ってきたというふうに考えてございます。 

 ＴＡＣ等漁獲可能量の設定は、これら資源管理の一手法として提示された方策でありま

すが、量的側面のみを規定したＴＡＣによる管理が水産資源の管理として唯一無二のもの



 

 

ではないというふうに考えておりまして、魚種や対象とする漁業種類に応じて、さまざま

な管理手法を駆使することが必要だというふうに考えてございます。 

 このため、ＴＡＣの対象種となっていない場合であっても、持続的利用に向けた取組み

が放置されていると結論づけているのは必ずしも適当ではないのではないかと考えており

まして、漁業法などに基づく管理のほかに、緊急に資源の回復を図ることが必要な魚種を

対象とした資源回復による取組みなど、資源の持続的な利用を図るための措置が多方面に

わたって講じられているところでございます。 

 14 ページですが、ＴＡＣが制定されている魚種について、ＡＢＣを大幅に上回って設定

されているものについての理由。また、ＴＡＣの設定について、法律で「漁業の経営その

他の事情を勘案して定める」とあるが、その数量的根拠が算出されているかということで

ございます。 

 平成 18 年時点でＴＡＣがＡＢＣを上回って設定されている魚種につきまして、まず、1

8 年ＴＡＣにおいて、浮魚類でありますマアジ、マイワシ、それから、マサバ及びゴマサ

バにつきましては、ＴＡＣとＡＢＣの比が 1.4～ 1.6 となってございます。この主な要因は、

先ほども申しましたように、浮魚類については漁場の形成というのがかなり変動するとい

うことで、良好な漁場が形成された場合に当初配分量が不足する県に対して、形成状況に

応じた数量を追加配分するという調整枠が設けられているといった事情があるということ

でございます。 

 また、スケトウダラにつきましては、18 年におけるＴＡＣとＡＢＣの比が 1.7 となって

ございますが、これは、近年、スケトウダラ資源のＡＢＣ値は下がってきてございまして、

毎年ＴＡＣの引下げを行っておるところでございますが、スケトウダラへの依存度が高い

漁業経営に対する激変を緩和するように「漁業の経営」等を勘案して、関係漁業者の了解

できるぎりぎりの水準で設定しているためでございます。 

 漁業経営の事情を勘案する場合に、関係漁業者の最近の漁獲水準や他の魚種の漁獲状況

を目安にして検討が行われておりますが、各々のＴＡＣ魚種に依存する漁業種類や経営状

況は非常に多岐に上るものでございますので、そのすべてについて数量的根拠を算出して

対応しているものではございません。 

 なお、ＴＡＣ設定に当たっては、ＡＢＣをベースとしない場合におきましても、ＡＢＣ

算出時のさまざまな漁獲シナリオ、維持または回復シナリオ、いろんなシナリオがあり得

ますので、それに応じた漁獲水準を参考としてございます。 

 15 ページでございますが、ＡＢＣを大幅に上回ってＴＡＣが設定されているということ

は、その魚種については持続的な利用ができない、または、その状況を容認していると考

えられるが、見解を伺いたい。一方、ＡＢＣを大幅に下回ってＴＡＣが設定されていると

いうことは、その魚種について有効な活用がなされていない、または有効な活用を制限し

ていると考えられるが、見解を伺いたいということでございます。 

 現在、ＴＡＣの対象魚種につきましては、資源管理基本計画におきまして中期的な資源



 

 

管理方針を定めて、それに則して、資源の持続的利用を図っていくように毎年のＴＡＣ設

定を行うこととなっております。 

 このＴＡＣ設定の際に参照するＡＢＣは、中期的に資源を「維持」あるいは「回復」さ

せる等の目標を達成するために、翌年１年間の漁獲量として適当な水準として算定されて

おりまして、ＡＢＣは資源の今後の動向をどう設定するか、維持をするのか、あるいはさ

まざまな回復シナリオを講じていくのかによりまして、さまざまな数値が算定されるもの

でありますが、ＡＢＣを超えるＴＡＣを設定している場合であっても、資源の維持あるい

は回復のシナリオを十分考慮して設定をしているところでございまして、直ちに持続的な

水産資源の利用を損なうものではないと考えてございます。 

 ＡＢＣを大幅に下回ってＴＡＣを設定することについては、サンマについては、漁獲量

に増加により漁獲金額が減少する傾向が顕著であることから、将来に向けて安定的な供給

を確保するという観点から、ＴＡＣを安定的に設定するということでございます。 

 ただ、養殖用餌料の需要や輸出の増加などを踏まえまして、各地の漁業者とか加工流通

業者の意見も聞きまして、平成 19 年にもＴＡＣの増枠を行ったところでありまして、今後

も重要の状況等を踏まえたＴＡＣの設定に留意をしていくことになってございます。 

 また、「北太平洋公海域におけるさんま資源利用の在り方検討会」を８月に設置をして

おりまして、これまでサンマの漁獲を行っていないトロール漁業やまき網漁業関係者も参

加しまして、具体的な需要・販路等をも念頭に、今後のサンマ資源の利用の在り方も含め

て検討を行っているところでございます。 

 16 ページでございますが、魚種によって、ＡＢＣを上回る、あるいは下回るＴＡＣの設

定がなされている理由ということですが、18 年ＴＡＣにつきましては、ＡＢＣを上回るＴ

ＡＣとなっているものが、こちらに書いているような、スケトウダラ、マイワシ、マサバ、

ゴマサバでございますが、これについては先ほど(5)のところでもお答えをしたところでご

ざいます。 

 スケトウダラにつきましては、依存度が高い漁業経営に対するＴＡＣ引下げによる激変

緩和ということでございます。 

 それから、マアジ、マイワシ、マサバ、ゴマサバにつきましては、広域に回遊して漁場

変動が大きいものについての調整枠の設定。 

 それから、マイワシ、マアジの一部系群で、海洋環境条件によりまして資源状態が急激

に変動するという魚種特性を踏まえて、漁業経営への影響を勘案しているところでござい

ます。 

 また、ＡＢＣを下回るＴＡＣとなっているサンマにつきましては、(６)でお答えしてお

りますが、漁獲金額が減少する傾向が顕著である。とり過ぎて漁獲金額が下がっている傾

向があることから、将来に向けて安定的な供給を確保する観点から、ＡＢＣが増加した場

合でも、需要への対応に配慮しつつ、ＴＡＣを安定的に設定することとしているためでご

ざいます。 



 

 

 17 ページですが、ＴＡＣの設定及びその決定については、数的根拠が不透明で、かつ一

旦決定されたＴＡＣも漁業者の意見で変更されているといった指摘がある。今後は、ＴＡ

Ｃの設定及び決定については、数的根拠を用いた透明性のあるルール化が必要と考えると

いうことでございます。 

 ＴＡＣ設定に当たりましては、これまでも申し上げたとおり、対象魚種の資源動向を基

礎に、当該資源に係る漁業の経営等を勘案して行うこととされておりまして、水産政策審

議会の意見を聞いて大臣が定めることになっております。 

 数的根拠が不透明であるという指摘につきましては、恐らく魚種ごとのＡＢＣ値の選択

とか、調整枠の設定、あるいは複数の系統群に分かれている魚種の数値の統合など、最終

的なＴＡＣ数量の算出に複雑な作業がありますことから、一般の方々から見て、その根拠

がわかりづらくなっているものではないかというふうに推察しております。 

 また、一度決定されたＴＡＣが変更されているという指摘につきましては、漁場形成等

を踏まえて、漁期途中であっても調整枠の利用に基づく配分の変更を実施したり、あるい

は科学者による、先ほども申し上げましたが、資源の再評価なども行っておりますので、

ＴＡＣの再設定が行われているといったことから、この点を指すものと思われますが、こ

れらについてはＴＡＣの運用にとって避けて通れない措置であると考えておりまして、こ

れらの必要性について理解を求めていくことが必要だというふうに認識してございます。 

 ＴＡＣの数量につきましては、これまでもパブリックコメントを経た上で、その算定に

当たっての考え方を説明した資料とともに水産政策審議会に諮ってきておりますが、今後

とも本手続の中で十分な説明を行って、透明性の確保にも留意しつつ適切な対応を図って

まいりたいと考えております。 

 18 ページでございますが、現在、設定されたＴＡＣについて、漁業者にどのように配分

し、実際の漁獲をどのように監視し、漁獲数量をどのように把握しているのかということ

でございますが、ＴＡＣの数量配分につきましては、「海洋生物資源の保存及び管理に関

する基本計画」によりまして、資源ごとに全体数量、操業区域別の数量、更に指定漁業別

及び都道府県別の数量を定めるといったことで配分を行っておりまして、個々の漁業者へ

の配分は行っておりません。 

 漁獲数量の把握につきましては、オンラインシステム、一部ファックスによりまして、

市場の水揚げ伝票に基づく数量データを所属漁業団体等を経由して、国の業務委託先であ

る漁業情報サービスセンターで集計をしておりまして、この数量情報を随時把握している

ところでございます。 

 なお、前月分の数量につきましては、翌月 10 日までを基本として報告を求めておりまし

て、ＴＡＣ枠の消化率が高くなってきた場合には、より短い間隔で報告を求めております。 

 19 ページですが、ＴＡＣを超過することが予測された場合の対応ということでございま

すが、ＴＡＣ対象魚種の漁獲量がＴＡＣを超過することが予想される場合には、団体等を

通じて採捕の抑制等について要請を行うほかに、魚種によっては必要に応じて採捕に関す



 

 

る指導や停止命令を実施することとなります。 

 20 ページでございますが、2006 年度漁期のサバ類の漁獲において、自主的な操業停止を

求める行政措置がなされたと聞くけれども、その措置はＴＡＣの超過前になされたものか、

また超過後になされたものか。併せて、ＴＡＣ法においては、「採捕の数量がＴＡＣの数

量を超える恐れが著しく大きいと認めるとき、採捕の停止に関し必要な命令をすることが

できる」とされているが、今回の行政措置がＴＡＣ法に照らして妥当なものと考えている

かということでございます。 

 2006 年漁期のサバ類の指定漁業（大臣管理；大中型まき網分）のＴＡＣの超過に関しま

しては、同年９月以降、北部太平洋水域においてサバ類の高水準な漁獲が続いたことから、

水産庁から、ＴＡＣ管理団体でありますところの全国まき網漁業協会に対して、口頭、そ

れから文書でＴＡＣの遵守、それから漁獲の抑制を要請したところであります。 

 更に、３月上旬になりまして、大中型まき網分のＴＡＣが超過していたことが明らかに

なったために、同団体に対して、６月末までの間、サバ類を目的とした操業を自粛するよ

う求めるとともに、今後、かかる事態を招来しないよう、次漁期に関する改善措置計画の

策定を要請しております。具体的な採捕自粛を求めたこの措置は、ＴＡＣ超過を確認した

後のものでございました。 

 なお、これらの経過の中で行われた一連の行政措置については、ＴＡＣ法に照らしても

妥当なものではないかというふうに考えてございます。 

 なお、上記サバ類のＴＡＣにつきましては、大中型まき網がその配分量（33 万 2,000 ト

ン）を６万 3,000 トン超過したものでございますが、総漁獲数量は 61 万 2,000 トンでござ

いまして、全体のＴＡＣ量 65 万 5,000 トンを超過してはいないということでございます。 

 21 ページでございますが、現在、個別漁獲割当制度について、導入の可否の検討を行っ

ていると聞くが、その検討内容及び進捗状況ということでございます。 

 個別の漁獲割当制度については、個々の業者に一定の漁獲量が割り当てられるために、

過剰投資の抑制とか操業の効率性の改善が図られるという利点がある一方で、割当量が低

価格魚によって満たされてしまうことを避けるために、価値の低い小型魚が洋上で投棄さ

れる。 

 割当量を超過した漁獲した場合に、これを隠蔽するために漁獲量の虚偽報告が行われる

のではないか。 

 行政が個々の漁業者または漁船に割当てを行って、その漁獲量を直接把握する必要があ

るとともに、小型魚の洋上投棄や漁獲量の虚偽報告等を防止するための管理取締費用が増

加するなど、管理コストが高いといったような問題点が考えられておりまして、現在、こ

ういったメリット・デメリット等を踏まえて、その導入について検討しているところでご

ざいます。 

 具体的には、本年５月に関係業界を対象に「第１回個別漁獲割当方式に関する検討会」

を開催したところでありまして、この中では、当方からＩＱのメリット・デメリット、諸



 

 

外国における取組み状況等について説明した上で、各業界に対してＩＱの導入が及ぼす影

響について検討するようお願いをしたところでありまして、現在、これらを基に関係業界

と個別の意見交換を行っているところでございます。 

 なお、現在、個別漁獲割当制度につきましては、昨年の４月からミナミマグロについて、

本年の９月から日本海ベニズワイガニにつきまして、導入をされているところでございま

す。 

 22 ページ、これは参考資料で冒頭御説明いたしました、アメリカにおける、議会で報告

されたＩＴＱのメリット・デメリットなどについての参考資料を付けさせていただいてご

ざいます。 

 23 ページでございますが、ＴＡＣの厳守について、現行のいわゆるオリンピック方式は、

漁業者間の過剰競争やＴＡＣの超過をもたらす要因となっていて、持続可能な水産資源の

利用のためには、他国でも導入されている個別漁獲割当制度の導入が必要と考えるが、見

解を伺いたい。併せて、既にミナミマグロ等の一部の魚種で導入されている個別漁獲割当

制度の対象魚種の拡大について、問題があれば具体的な問題点ということでございます。 

 ＴＡＣの管理につきましては、漁業者や漁船の数が諸外国に比べて日本の場合は格段に

多い。例えば漁船の隻数で見てみますと、アメリカが約３万隻、豪州が約 5,000 隻、ニュ

ージーランド約 1,800 隻、アイスランド約 1,600 隻、ノルウェー約 8,000 隻に対して、我

が国は約 22 万隻となっているということでございます。 

 また、多くの魚種を対象として多様な漁業種類が存在する。他方、諸外国においては、

例えばアイスランドではタラ類が水揚げの約半分を占めるとともに、ノルウェーでは４つ

か５つの魚種で水揚げの８割近くを占めるといった単純な魚種構成になっているところで

ございます。 

 こういった我が国の実情に即して、漁獲量のチェック等の管理コストが低く、関係者に

理解されやすいという利点を有するオリンピック方式を現在は基本として実施していると

ころでございますが、この管理の枠内におきましては、ＴＡＣを漁業種類別・海域別等に

割り当てまして、資源の利用の適正化を図っていること。それから、漁業法等に基づく漁

獲努力量自体の管理も行われていること。それから、漁業者の自主的な話し合いに基づく

秩序ある操業が行われるよう協定制度も設けていることなどによりまして、できるだけ適

正な資源利用が実現するように措置をしてきているところでございます。 

 特に我が国のように、漁業者や漁船が漁獲対象資源に対して相対的に多く、旬や産地に

よって魚の価格も大きく変わる。外国の場合は加工向けなどで契約して、比較的安定的な

価格で納入されている事例が多いんですが、日本の場合は毎日のように価格が変動すると

いう状況に照らせば、個別漁獲割当制度を導入したからといって、過剰競争がなくなると

いうことは必ずしも考えられない。更に、ＴＡＣ超過の恐れがそれによって払拭されるこ

とにはならないのではないかと考えてございます。 

 いずれにせよ、個別漁獲割当制度に関しては、ＴＡＣ対象魚種であるか否かにかかわら



 

 

ず、メリット・デメリットがございますので、これらを踏まえて、現在、その導入につい

て検討しているところでございますが、その問題点としては、先ほど来申し上げているよ

うな点が挙げられてございまして、実効性の上がる仕組みを構築するという観点から、ど

のようにして過度の規制とか行政コストを必要としない管理体制を整備するかということ

が、特にこの場合、重要な観点ではないかというふうに考えております。 

 25 ページについても、先ほど御説明しました諸外国での漁業管理の状況について、参考

資料を付けさせていただいてございます。 

 26 ページでございますが、現在、ＩＱ制度が導入されているミナミマグロにつきまして、

配分された漁獲可能量に比べて漁船数が過剰で、採算に見合う漁獲量が確保できないとい

う指摘がある。しかしながら、今後の水産業分野においては、意欲ある経営者が創意工夫

を発揮して自由に競争できる環境を整備することが必要で、個別漁獲割当制度の導入にお

いても一定のルールの下、競争を促すことが可能なＩＴＱ制度の導入を前提に検討すべき

と考えるということでございます。 

 ＩＴＱ制度につきましては、ＩＱ制度と同様のメリット・デメリットがあるのに加えて、

割当量に譲渡性が付与されるために、ある漁業者が自分に割り当てられた割当量の全量を

消化する見込みがない場合には、割当量を他の漁業者に譲渡することによって無駄のない

資源利用が期待できるというメリットがある一方で、譲渡を通じまして特定の漁業者に割

当量が集中して、それに伴って漁村の崩壊の恐れがある。あるいは割当量が市場原理に基

づいて取引されることによって、だれがどれだけの割当量を保有し、それに基づいてどれ

だけの漁獲量を上げているのかということを適時適切に管理することが難しくなるといっ

た問題点がございます。 

 また、諸外国においても、一部の国を除いて、特定の魚種でＩＴＱ制度が導入されてい

るという状況であるにすぎず、実際に導入された事例を見ても、アラスカにおいては、ギ

ンダラ、オヒョウなどについてのＩＴＱ制度の導入によりまして漁船の統合が進んだ一方

で、地域によっては加工場の閉鎖や水揚港の集中によって漁村の疲弊が進んだというよう

な指摘もございます。 

 こういったことに加えて、これまでオリンピック方式を基本とした資源管理を行ってき

ている中で、現在のところ、漁業者の間でＩＴＱ制度を導入するべきというコンセンサス

は得られていない。 

 それから、ＩＴＱ制度を導入するためには、大きな行政コストをかけずに各漁船の漁獲

量を正確に把握するための管理体制が必要になりますが、割当量の譲渡を伴うＩＴＱ制度

におきましては、ＩＱ制度以上に漁獲量の管理が困難になるとともに、多大な行政コスト

も必要になるといった問題も存在すると考えてございます。 

 このように、我が国においてＩＴＱ制度を導入することにつきましては、資源管理上の

問題に加えまして、漁業振興上・地域振興上の影響も十分に斟酌しなければならないと考

えておりまして、ＩＱ以上に難しい問題があって、慎重に検討する必要があるものと考え



 

 

てございます。 

 28 ページでございますが、水産政策審議会で、一部の漁業者から、ＩＴＱ制度が日本の

漁業になじまないという指摘があったと聞くが、どういう理由でなじまないという指摘を

しているのかということでございます。併せて、政策として導入する場合の懸念、問題点

ということでございます。 

 ＩＴＱ制度につきましては、本年２月に開催された水産政策審議会の資源管理分科会に

おきまして、割当量の譲渡を通じて力のある企業による寡占が生じる可能性があるという

指摘がなされたところでございます。 

 なお、我が国におきましては、政策としてＩＴＱ制度を導入する場合に、譲渡を通じて

特定の漁業者に割当量が集中するなどの問題点、あるいは諸外国における導入状況に加え

て、こちらの指摘にあるような、現在のところ、漁業者の間でＩＴＱ制度を導入するべき

とのコンセンサスはない。 

 また、先ほども申し上げましたけれども、大きな行政コストをかけずに各漁船の漁獲量

を正確に把握するための管理体制が必要なんですが、割当量の譲渡が伴うＩＴＱ制度につ

いては、ＩＱ制度以上に漁獲量の管理が困難となるとともに、多大な行政コストも必要に

なるといったことが特に懸念されております。 

 以上が資源管理についてでございます。よろしくお願いいたします。 

○本間専門委員 ありがとうございました。 

 初めの１、２、３ページですけれども、ＡＢＣの科学的根拠の信頼性をどうやって保っ

ていくかということだと思うんです。ヒアリングして私などが驚いたのが、本当に漁業者

が信頼していないというか、そこを確立しないと、なかなかＩＴＱの問題なども解決して

いかなくてという印象を私は持っているんです。ＡＢＣの信頼というか、学術的にやって

いるというんだけれども、漁業者はそんなのはおかしいと言って、調整ということがおか

しいんだと思うんだけれども、調整して出す話ではなくて、やはり信頼だと思うんです。

そこをどう確保するのかというのが、すごい大きな問題だなという気がしておりますけれ

ども、まず、その辺り。 

○石川課長 これについては、先ほども御説明しましたとおり、確かに漁業者から毎回、

資源評価会などを開きますと、現場の実態と違うんではないか、自分たちがとっている現

状と違うんではないかというような御指摘があって、十分御信頼が得られていない部分は

あって、それは真摯に受け止めなければいけないというふうな認識でいるところでありま

す。我々としては、今の科学的な技術水準をもって、予測できる最大限の努力をしている

つもりではあります。 

○本間専門委員 そのそごがどこから来ているんでしょうかね。つまり、漁業者がたくさ

んとりたいという気持ちがあるのは勿論わかるんですけれどもね。 

○木實谷課長 資料の５ページをごらんいただきたいと思いますけれども、これはサバの

ときのＡＢＣの再評価の例でございます。サバの表がございますけれども、「当初評価（1



 

 

7 年実施）」というのがございます。例えばマサバの太平洋系群ですと、当初８万 2,000

トンということで算出しているわけでございますけれども、実際に漁期が終わった 19 年に

なってから見直してみると、例えば、ここは 17 万 5,000 ぐらいでよかったということです

と、倍ぐらい差があるわけです。 

 ですから、漁業者の実感というのは、漁業をやりながら、途中途中でいろいろ出てくる

んだと思うんですけれども、やはりこの程度、これはマサバですので、資源の大変動があ

るということで、ちょっと特殊な例かもしれませんけれども、このぐらいの変動はあると

いうことです。あるということをみんなが共通認識を持った上で運用すればいいと思うん

ですけれども、今、どちらかというと、ちょっと悪い言葉で言うと、ＡＢＣがひとり歩き

しているようなところがありましてね。ＡＢＣの単一のものを信じろと言うから、これと

違うではないかという話が出るんで、一つの資料として、当然ある程度の幅、これは未来

の予測ですから、特に加入分です、加入量の予測ですから、当然そのぐらいは誤差がある

ものだということの共通認識を持って運用していくことがこれから肝要かなというふうに

思うんです。一つ、こういう例として、ＡＢＣのとらえ方として、ちょっと念頭に置いて

いただきたいなと思うんです。 

○本間専門委員 例えばＡＢＣでプラスマイナス幾らという形で、誤差を含んだ形で設定

した場合、どうしても漁業者の方としては上の方を取ってくれという要求は出てきますね。

だから、使い方というか、後で再評価とか、再々評価ということを、資源の変化によって

やらざるを得ないのかどうか。つまり、再評価をやるということになると、期待があるわ

けですね。期待を売り込んでしまって、どうせあれは変わるんだ、あるいは変わる方向で

プッシュできるんだという思惑が働くような気もする。 

○木實谷課長 ただ、後々でも、正しいものがわかる以上、やはりそこに近づけていくと

いうのが科学的態度だと思いますし、それを前提にしてＴＡＣも再評価が行われた場合に

は変更するというのも、これも必要な手続かというふうに思います。 

○本間専門委員 どうぞ。 

○盛田専門委員 このＡＢＣ、いずれにしろ自然界に泳いでいるものを測定するんで、誤

差があるのは当たり前なんですが、今までのバイアスはプラス側に偏るか、マイナス側に

偏るか、何かそういう傾向みたいなものはありますか。 

○木實谷課長 例えば浮魚ですと大変動しますから、どうしても資源が、今、サバですと

ちょっと上向きかなという感じがあるんですけれども、そういったときはＡＢＣはどうし

ても後追いで、過去のデータを使いますから、過小評価ぎみになるときがあります。 

○盛田専門委員 それはある程度、循環変動みたいな形になっているんですか。それとも、

トレンドとしてですか。 

○木實谷課長 浮魚というのは、御存じのとおり、数年置きに例えば卓越年級が出て、そ

れがどのぐらい生き残っていくか、残していけるか、それで変動していきますので、かな

り。 



 

 

○盛田専門委員 でも、それも常時変わっているわけですね。 

○小田巻課長 ＡＢＣを計算するときに、先ほど御説明しましたように、魚の年齢組成、

その資源の年齢組成とか、あと、卵稚仔とか、それの生残率といっておりますけれども、

それと加入してくる、漁獲対象になる、そこのところが、年齢構成がわかれば、人口のあ

れと同じように、次の年にどれぐらいになるかがわかるんですけれども、一番わかりにく

いのが加入してくる加入率というか、そこが、例えば水温が低いとふ化率が非常に落ちて

しまうというようなところがありまして、このサバの例だと、平成 16 年の場合は非常によ

くて、そのときに非常に大きい加入があった。ただ、これは、卵は別に漁獲するわけでは

ありませんので、加入してきてようやくわかるというようなところがありまして、現在、

環境とか、水温とか、流れとか、そういうのによって、どれだけ加入が変わってくるか、

その辺については、本当にサバのようにいい加入があるとＡＢＣが増えてしまう、そこの

ところを今、研究しているというところではございます。 

○盛田専門委員 いずれにせよ、そこは精度を高めていただくにしろ、私が言いたいのは、

特別ＡＢＣの算定にバイアスが、いろいろトータルで見ると、後でプラスになっているこ

とが多いんだよとか、マイナスになっていることが多いんだよということがなければ、そ

れは平均化すればいい話なので、そうなると漁業者に理解していただくような努力をして

いただくしかないのかなという考え方なんです。だから、問題はＡＢＣにバイアスがかか

っているか、かかっていないかというところだと思うんです。それがないということであ

れば、それはそれで努力していただく。説得というか、理解をしていただくということで

いいと思うんです。 

 もう一つ、ちょっと気になったのは、関係者のヒアリングの中で、水産庁の研究機関の

データだけでは信頼がおけない、我々の取っているデータも入れろみたいなことをちょっ

とおっしゃった方がいたんですが、そこら辺は考えられるんでしょうか。 

○小田巻課長 基本的には、水産研究所なり、水試、勿論漁業者団体の漁獲量という数字

そのものは提出していただいてやっているんです。あと、計算方式とか、先ほどの環境の

変化というのをどう織り込むかというところが、漁業者の直感と研究者の判断が違うとい

う格好で、ある意味では資源の研究者というのは、現在の状況を判断して、変なバイアス

がかからないような格好で算定はしているんですけれども、漁業者の方というのは、現場

の感覚と違う、どうも魚がたくさんいそうだとか、その辺のところが。 

○盛田専門委員 いるときはいろいろ感じるけれども、逆に言うと、過大にＡＢＣを評価

した場合は、要するにとり過ぎにつながるわけですね。 

○小田巻課長 そういう意味では、現在、資源の研究者に評価してもらっていますけれど

も、それは変なバイアスはかからないように、上とか下ではなくて、加入率は例えば平均

を取るとか、そういう格好で一応、計算はしてもらっております。ただ、先ほどの説明の

ように、サバのように資源自体が変動するというときには、平均を取るということが、結

果から見ると、こういうような、そのときは少なく見積もっていたという格好にはなって



 

 

しまうんですけれども、特にバイアスをかけて何か判断しているということはない。 

○盛田専門委員 循環変動みたいなものは、今のところは織り込んでいないということな

んですか。 

○小田巻課長 一応、卵稚仔の量とか、そういうので変動量を見込むのですけれども、そ

れ以上のものは、特に周期性というのが、これが本当に周期性を持つかどうかというのは

わからないところがあります。 

○盛田専門委員 比較的には必ずしも言えないということ。 

○小田巻課長 はい。 

○本間専門委員 年間で設定するということが望ましいのかどうか、普通考えると、ＡＢ

Ｃで変更があってもいい、ＡＢＣはそれこそ、例えば四半期ごとでも見直しをするみたい

なことがあってもいいと思うんですけれども、それを反映させるさせ方、つまりＴＡＣの

決め方なんですね。それを反映して、ＴＡＣに反映させる場合も、１年ではなくて、やは

り半年だとか、四半期はちょっと頻繁過ぎるということがあるかもしれませんけれども、

ＡＢＣはＡＢＣとして確立させておいて、ＴＡＣのときに反映のさせ方をもう少し柔軟性

を持ってといいますか、年間ではなくて半年ぐらいで、次の半年に反映させるという、そ

ういう仕組みは考えられないんですか。 

○木實谷課長 ＴＡＣは、この制度ができてからしばらくの間は、歴年だけでやってきた

わけですけれども、その後、それぞれの魚種に応じた、漁期に合わせて、４月－３月にし

たり、あるいは７月－６月に変更して運営してきています。また、今、言われましたよう

に、そのときどきで新しいデータなり得られた時点で、その再評価なりがなされたときに

は、またＴＡＣも見直すという形でやっています。この水産政策審議会自体もその都度開

いていただいていますので、年４～５回は開催されて見直す、必要に応じて見直すという

形で今、運営してきております。 

○本間専門委員 そういうことはやられているということだと、やはりＡＢＣの信頼性と

いうことになるのかな。ただ、一定のＡＢＣの変更に伴ってＴＡＣが、連動の仕方だと思

うんですね。 

○木實谷課長 ＡＢＣとＴＡＣの話なんですけれども、ＡＢＣ自体も、今、ＡＢＣと名付

けた場合は１つに設定されて、リミットとターゲットがありますけれども、それ以外の回

復シナリオ、あるいは維持シナリオというのがあり得るわけです。これは研究者の方から、

あと２つぐらいは提示されておりまして、ＴＡＣをつくるときも、ＡＢＣと名付けられた

ものを採用しない場合でも、ほかのシナリオではどうかとか、そういうことを基本にして

まずやってきているわけでございます。 

○本間専門委員 だから、そこの幅を持たせて、連動の仕方に何かルールがないといけな

いかなという気がするんですね。今、例えばＡＢＣのプラスマイナスの範囲でＴＡＣを定

めるといった規定はないわけでしょう。 

○木實谷課長 それはございません。ただ、基本的には、それぞれ魚種ごとに、ＴＡＣも



 

 

しくは別のシナリオが示されていたら別のシナリオ、それをベースにして、あとは配分上

の管理ロスみたいなものがどうしても出ますので、ここで漁場形成に応じて留保するとか

ありましたけれども、どうしてもその分がございますので、その基になるのは、やはり研

究者が出した、そういうシナリオ、それを使って漁場の変動分をちょっと加えたぐらいで

大体設定して運営してきている。 

○本間専門委員 そこが我々には非常に不透明といいますかね。別に調整、形成はいけな

くて、こうこうこうなって、こんな結果が出ましたということまでは求めませんけれども、

ＡＢＣに基づいて、幅を持たせて、こういう範囲で大体運用されるんですよという、その

辺りのルール化が必要なのかなという気もしているんです。 

○木實谷課長 ９ページ以降の、例えばＡＢＣから実際ＴＡＣはどうなって、備考欄にど

ういうことを勘案したかを書いていますけれども、これは一応、水産政策審議会などにも

提出して、この過程を一応、説明して、ＴＡＣの設定ということをやってきているわけで

す。だから、ＡＢＣが出た後に、漁業者と所要の調整をするわけです。今のような話をし

て、どういう回復シナリオを取ろうか、維持しようか、それから、漁場の形成による配分

をどうしよう、その辺を調整した後で、このＴＡＣの案をつくって、そして水産政策審議

会にかける。その過程については、審議会の場では、時間の制約がありますけれども、説

明しておりますし、すべて、この資料も公表になっていますし、議事録も勿論出ています。

我々としては、できるだけ透明化を図ってやっているつもりなんですけれども、勿論まだ

まだ不十分ということであれば、更にもうちょっと詳細に説明していくとか、いろいろ方

法はあると思います。 

○盛田専門委員 回復シナリオとおっしゃっているのは、要するに、人為的に資源回復計

画を実施した場合のことをおっしゃっているんですか。 

○木實谷課長 例えば、研究者が推奨するＡＢＣでも、どのぐらいで回復させたいか、し

かもどの程度までというところが、今、漁業系は厳しいので、当面は維持でもいいではな

いかとか、そういうものをどう選択するかなんですね。それとも、休漁してもすぐ回復し

たいか。あるいは、しばらくは現状維持でもいいのか。その辺りの判断があるわけですね。 

○盛田専門委員 その場合、回復シナリオか維持シナリオ以外で、更に減っていくという

場合でも、承認されることはあり得るわけですね。ＡＢＣを超えるということは。 

○木實谷課長 通常はありません。 

○盛田専門委員 それはないですか。 

○木實谷課長 はい。勿論、考え方としては、減るというのはまず取りようがないんです

けれども、ただ、実際に配分するときに、今の漁場係数というのはさっき言っていますけ

れども、そういうものを使ったり、それまで入れてしまえば、そういうことになるという

ことかもしれませんけれども、考えの基に立つ、「ＴＡＣの基礎とする数量」という欄が

真ん中にございますけれども、これを出すときは、このＡＢＣを出したときの考え方とい

うのを、ＡＢＣそのものではないかもしれないけれども、採用してきているわけです。あ



 

 

とは、その配分にかかるロス分がどうしても出ますので、それを勘案している。 

○盛田専門委員 ただ、そこに明記されているように、漁業経営の動向ですか、何ですか、

要するに、経営事情を考慮するというのが入っていますね。それで、しかし、回復シナリ

オ及び維持シナリオを下回る場合ということを認められることもあり得るんでしょう。 

○木實谷課長 理論的にはあり得ます。 

○盛田専門委員 それはしかし、実際にはやっていないんですか。 

○木實谷課長 実際にはやっていない。考え方としてはですね。 

○盛田専門委員 最低限、維持シナリオというふうに理解してよろしいですか。 

○木實谷課長 ＴＡＣの基礎とするときはそうなんです。ただ、配分の都合上、ちょっと

数量は多くなることはあります。 

○盛田専門委員 調整は別の話。 

○木實谷課長 はい。ただ、それで、結果的には漁獲量がそんなことにはならないように

運用するという努力をしているわけです。 

○盛田専門委員 ついでにちょっといいですか。調整枠のところがあるんですが、これも

わかる話と言えばわかる話なんですが、そうしましたら、ある程度調整枠をあらかじめＴ

ＡＣの中に確保しておくという考え方はできないんですか。 

○木實谷課長 現在はそういうふうにＴＡＣの中で留保しているわけです。だから、ＡＢ

Ｃに、今の大臣管理分ですと、浮魚についてですけれども、1.3 を掛け、知事管理漁業分

は 1.5 を掛け、その分をオンした形でＴＡＣを設定するわけです。ですから、ＴＡＣのト

ータルが全体のＡＢＣとの比で見ますと、1.4～1.6 になるとかいうのは、それが大きいと

ころです。 

○盛田専門委員 だから、ＡＢＣの中に収まるように、ＴＡＣの中で、そういうＴＡＣを

設定して、そこに調整枠を設けておくという考え方はできないんですか。 

○木實谷課長 そうしますと、恐らく最終的な現実の漁獲量がＡＢＣを大きく下回ること

になってしまう。 

○盛田専門委員 ＡＢＣは下回っても、ＡＢＣもある意味中期的な、動態的なものですか

ら、資源が回復すれば、最終的にはまたＡＢＣが増えてＴＡＣも増えるという形になりま

せんか。 

○木實谷課長 ただ、それはちょっと安全に見過ぎる形になるんですね。ＡＢＣは恐らく

結果的に漁獲量が本当はそこになるのが望ましいとして出されているわけですから、割り

振った数量が例え上でも、最終的に漁獲量がそれになればいいし、もしＡＢＣで割り振っ

たときにロス分が出れば、それはやはり過小利用と言いましょうか、資源の有効利用がな

されていないということになってしまうのかなと思います。 

○盛田専門委員 そうしますと、ＴＡＣとＡＢＣの比が 1.4、1.6 というのは、結果的に漁

獲量というのはＡＢＣに大体イコールになってくるという、こういう水準なんでしょうか。 

○木實谷課長 かなり近いですね。勿論魚種によって下回るものも、若干上回るものもご



 

 

ざいます。 

○盛田専門委員 これぐらいに要するに掛け目をつけておかないと、置いておかないと、

逆に言うと、漁獲量はそういう位置に。 

○木實谷課長 下回ってしまうだろうということです。 

○盛田専門委員 そういう実態なんですか。 

○木實谷課長 はい。 

○本間専門委員 時間ももう 10 分以上過ぎているんですけれども、ＩＴＱの話をちょっと

お聞きしたいんです。メリットはあるんだけれども、デメリット、例えば 21 ページに①②

③というものがある。ＩＴＱを導入している国に関しては、こういう問題点をどう克服し

ているのか、そういうことについての調査といいますか、研究といいますか、そういうの

は何か検討された経緯はあるんでしょうか。 

○石川課長 現在、これまでもヨーロッパですとかアメリカの事例については若干行政と

しても調査してきておりますし、現在、農林水産政策研究所などでもＥＵの事例などにつ

いて、かなり詳しい研究などもやっていただいているところでございます。例えばアメリ

カで一部の漁業者について、過剰に集積して寡占の弊害が出るというようなことに対して

は、一定の、これも魚種、地域によって違うんですけれども、シェアを占める上限を定め

るとか、あるいは地域の中から水産業がなくなってしまう、漁村の疲弊ということに関し

ては、例えばアラスカの特にネイティブの方々が住んでいらっしゃるところについては、

漁村の範囲内でしか譲渡を認めないというような制度があるというふうに承知してござい

ます。 

○本間専門委員 寡占が進むこと自体については、これも意見が分かれると思うんです。

つまり、きちんと売買できるんであれば、大手といいますか、そういうところでむしろ数

少なく効率的にやっていった方が望ましいという考え方もあるでしょうし、その意味では、

寡占が進むこと自体が必ずしも悪いことなんだとは個人的には思っていないところがあり

ます。 

 それから、①②③も、性善説に立つか、性悪説に立つかというところもあるんですけれ

ども、あとは３番の管理取締費用のところは、これはいろいろ工夫の余地があると思うん

です。常に全量管理が必要なのか、あるいは抜き打ち的な話で、ランダムなチェックとい

ことであれば、十分管理ができるんだという考え方もあるでしょう。その意味では、ＩＴ

Ｑに関しては、個人的には是非前向きに取り組んでいただきたいなという部分があります

ので、また引き続き進行状況等、お話を聞かせていただければと思います。 

○木實谷課長 個別割当については、勿論我々もどこまでやれるかということで今、検討

しているわけでございますけれども、特に今、管理コストの点を言われましたけれども、

我々もこれが非常に難点があるなというふうに考えております。そういったことを含めて

考えると、今、性善説、性悪説と言われましたけれども、いずれにしろ、漁業者の納得を

得てやっていかないと、そういう規制というのは、漁業の世界ではあらゆるルールがそう



 

 

ですけれども、まず守られない。 

 ですから、今、ちょっと時間をかけてやっているのは、漁業者の納得、理解を十分得て

やらないと、こういう管理コストにもはね返ってくる話でして、自分たちがやるんだと、

そういう気にならせないと、まず守られない。しかも、それをチェックするというのは、

もし漁業者が守る意思が必ずしもないものを守らせるとなれば、これはもう尋常でない管

理コストを考えなくてはいけなくなるわけです。ですから、そういったことで今、漁業者

との協議をやっているところです。 

 ただ、ＩＴＱには、我々としては、最初の話でもありましたように、今のＴＡＣ制度を

漁業者に信頼してもらうというのが、今まで、それなりには努めてきたつもりですけれど

も、まだ不十分。その中で、例えば今の個別割当制度もいい面もあるわけでしょうから、

何かできないかなというのは今、検討している。ですから、今のＴＡＣの中でできるもの

で何かＩＱはできないかなというのは検討しております。ただ、ＩＴＱというのは、更に

もっと先を行く話ですから、今はまずＩＱでやるのに適当なものはないかというところを

検討している最中でございます。 

○石川課長 あと、私の方からも一言言わせていただくと、寡占の弊害に関しては、特に

諸外国の一部の事例では、例えば漁業を実際に営まない人が権利を持って、権利だけ売買

させていって、実際に漁業をやる人がいわゆる小作人的な立場でやって、しかも投機的な

動きがあって、取引価格が高騰してしまって、漁業者への悪影響が生じるといった事例も

あると言われていますので、そういったものへの検討も必要になろうかと思います。 

 コストについては、先ほど管理課長が説明しましたとおりですけれども、実際に民間の

方々で割当てを取引していただこうということになれば、安心して取引をしていただける

だけのきちんとした基盤づくりというのが行政として当然必要になってまいります。それ

はかなりの程度、きちんと個別の割当量、漁獲量の把握というのができるという前提でな

いと、みんなばからしくて売買などはする気にならないということになろうかと思います。 

 実際、今やっているミナミマグロなどの事例を見ましても、結局、どういうふうにやっ

ているかというと、あれは水揚港が限定されていまして、静岡地区と神奈川県の三浦に限

定されていますので、実際に個別にどれだけ漁業者が幾ら揚げているかというのを第三者

的にチェックするために、静岡地区には３人の検査官を配置していますし、神奈川地区に

も１地区の検査官を配置してやっているということでございます。これを全国的にやって

いくとなると、多大なコストがかかる。 

 ただ、漁業者の方々にとっても、ミナミマグロの事例で言えば、１匹１匹、とれたもの

について、このマグロはどこの船でとったものであるというタグを購入していただいて、

それを全部付けていただくという手間をかけてやっていただいている。そういった負担も

生じているということでございますので、そういった行政のコスト、漁業者のコストも考

慮していかなければいけないと考えております。 

○盛田専門委員 今の問題は、それぞれの漁業の種類によって相当話は違うのかなという



 

 

気がします。遠洋などでは考える余地もいろいろある部分があるんだろう。遠洋などは、

沖合もそうなのかもしれませんが、海外との競争ということもこれからかなり考えていか

なければいけないような時代に入っているんではないかと思います。そうなると、やはり

ある程度効率化につながるような仕組みを考えていかなければいけない。 

 ただ、これは一般論として言えることですけれども、それをやるとなると、行政コスト

をかけないという考え方は本当にそのとおりだと思うんですが、ある意味、政府の資源の

振替えということは、全体としてコストを増やさないまでも、その分野がコストが必要な

らば、そこはかけなければいけないという考え方も実は大いにあろうかと思っているんで

す。システムを変えれば、今までのような事前チェック方式から事後モニタリング方式み

たいな形に変えていくと、これは必ずそういう人員配置をしておかないと、モラル・ハザ

ードが起きてしまいます。今までのような、我が国みたいにムラ社会でやっていた仕組み

とは違う部分を、恐らく遠洋とか沖合は考えていかなければいけなくて、それに応じたシ

ステムを考えていかなければいけない段階だとは個人的には思っていますので、これは 22

万隻全部やるというのは勿論不可能でしょうからね。そこのところは、ただ、少し戦略的

に、個人的には水産庁としてはお考えがあってしかるべきかなと思っております。これは

お答え要りません。 

○本間専門委員 事務局の方で何か。 

○事務局 よろしいでしょうか。 

○本間専門委員 長時間どうもありがとうございました。 

 

 


