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日時  令和３年１月 12日(火）午前 10時から 11時 31分まで 

 

場所  三重県勤労者福祉会館 第２教室 

 

議題 

１ 議案１  漁業の許可又は起業の認可に関する取扱方針の一部改正について 

２ 議案２  とらふぐ産卵親魚の保護に関する委員会指示について 

３ 議案３  三重海区漁業調整委員会の意見の聴取に関する規程の一部改正について 

４ 協議事項１  三重海区漁業調整委員会指示違反に対する対応方針(仮称)案について 

５ 報告事項１  全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会議の結果について 

６ 報告事項２  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 

７ その他 

（１）次回の委員会日程について 

 

出席委員 

掛 橋  武   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  小林明子     大倉良繁   

 

欠席委員 

長 野 規 一 

 

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） 

係長      牧野朗彦  

（漁業調整班） 

課長補佐兼班長 多門裕史  

 係長      水谷  敦  

傍聴者 

なし 

                            計 20名                                                          
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〇掛橋会長  

それでは、ただいまから第 49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、長野職務代理が欠席で、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、小川委員と秋

山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「漁業の許可又は起業の認可に関する取扱方針の一部改正について」

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２年

12月 24日付け農林水第 24-4319号で三重県知事から協議を受けています。 

令和２年 11月 27日付け三重県規則第 67号三重県漁業調整規則第 12条第３項及び同条

第５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。今回は中型まき漁業

他の取扱いに関しての協議です。 

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。 

 

〇水産資源管理課（水谷係長） 

資料１の１－２ページが改正の理由です。漁業法及び県漁業調整規則の改正に伴い、

「漁業の許可又は起業の認可に関する取扱方針」に別に定める個々の漁業種類の「許可又

は起業の認可に関する取扱い」に関し、規則第 12条第１項第２号の規定により、許可又

は起業の認可をすべき船舶等の数を定める漁業種類を新たに定めるものです。内容は中型

まき網漁業、さよりすくい網漁業の「許可又は起業の認可に関する取扱い」を新たに定

め、小型機船底びき網漁業、機船船びき網漁業、機船船びき網漁業のうちさより船びき網

漁業、刺し網漁業について「許可又は起業認可に関する取扱い」の一部を改正します。今

回の取扱方針の改正は前回委員会で説明させていただいた固定式刺し網漁業に関する許可

又は起業の認可に関する取扱いと基本的に同じで、今回は定数漁業の部分を追加します。 

内容はこれまでの取扱方針と変更はありません。定数を定め、中型まき網漁業ではこれ

まで県漁業調整規則で定めていたたいのまき網での禁止区域が改正された県漁業調整規則

から削除となり、取扱いで禁止区域を定めています。基本的にはこれまでの取扱いをその

ままこちらに反映しています。旧の定数漁業の中型まき網漁業、機船船びき網漁業、小型

機船底びき網漁業については、現在許可の出ている数を定数としています。その他の漁業

については、新たに定数を定めるため現在の許可数から調整しています。定数の調整につ

いては昨年 12月７日から 22日に関係漁協及び漁業者に説明し、この定数で問題ないとの
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意見をいただいています。 

説明は以上です。 

 

○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。 

各漁協の確認は取れているのですね。 

 

〇水産資源管理課（水谷係長） 

はい。定数については、まき網連合会、小型機船底びき網などの各協議会、協議会等が

ない漁業種類については各漁協を通じて漁業者に直接説明しています。 

 

○矢田委員 

昔から比べるとばっち網などは操業する船が減ってきている。県は定数でどのような規

制をかけるのか。 

 

〇水産資源管理課（水谷係長） 

基本的には漁場で考えている。共同漁業権内のみの操業については、漁業権侵害となる

ため漁協の同意等が無ければ操業はできないので、定数を定めず漁協の同意を制限として

います。共同漁業権外の漁業については定数を定め管理していきます。ばっち網漁業の定

数については次回更新の前にばっち網組合と相談することとなっています。 

 

○矢田委員 

船びき網に対しても同じですか。船びき網は任意団体であり統制が取れてない気がす

る。船びき網に対してはどのように数を規制するのですか。 

 

〇水産資源管理課（水谷係長） 

基本的に漁業者団体や組合を通じて定数を決めていきたいと考えています。船びき網の

任意団体である船びき網組合についても、今までイカナゴ漁の操業規制などしっかりと管

理をしていますので、定数を定めるにあたっては船びき網組合を通じて決めていきたいと

考えています。 

 

〇矢田委員 

 わかりました。 

 

○藤原委員 

ばっち網と船びき網は漁船のトン数で 10トン以上か 10トン未満の違いだけで同じ漁業

をしていて実態は一緒です。10トン以上の船には定数の規制があり、10トン未満の船は

定数の規制がかからない。今の漁船の推力では 10トン以上の船も 10トン未満の船も同じ

網が曳ける。何が違うのかある程度行政としても整理をしてかなあかんのかなという思い

は以前からあります。 
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〇水産資源管理課（水谷係長） 

今までは、ばっち網のみ定数を定めていましたが、今回の改正で船びき網にも同じよう

に定数を定めることにしています。 

 

○小川委員 

まき網漁業について地元の漁民から操業区域を変更してほしいとの意見が多数出た場合

の対処の仕方を聞きたい。可能ですか。 

 

〇水産資源管理課（水谷係長） 

まき網漁業の区域変更については、まずは漁業者間で話をしていただき、組合を通じて

県に相談してください。 

 

○小川委員 

許可の有効期間中でも変更できるのですか。 

 

○水産資源管理課（多門課長補佐兼班長） 

許可の許可期間内に調整が整った場合には許可に条件を付けたり、制限を加えることも

可能であり、対応を考えさせていただきます。 

 

○藤原委員 

 1－32ページの１の（２）いわし船びき網漁業、一そういわし船びき網漁業について教

えてください。 

 

〇水産資源管理課（水谷係長） 

紀南漁協に関する漁業許可です。 

 

○藤原委員 

静岡や神奈川県では船びき網を一そうで行っている。紀南漁協には残っとるの。 

 

〇水産資源管理課（水谷係長） 

はい。 

 

○西川委員 

さわら流し網漁業の漁業時期は変更できますか。 

 

〇水産資源管理課（水谷係長） 

関係漁協や漁業者間の調整がつけば可能です。 

 

○掛橋会長  

ほかにご意見はありませんか。 
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それでは、議案１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１については、県原案どおりとされたい旨回答するこ

ととします。 

続きまして、議案２「とらふぐ産卵親魚の保護に関する委員会指示について」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。 

この指示は産卵期のとらふぐ親魚の産卵場とその周辺での採捕を制限するもので、令和

２年１月 14日に初めて発動し、今回継続して発動するかどうかご審議をお願いするもの

です。２-１ページ、２-２ページをご覧ください。左側のページが指示の改正案、右側が

現行の指示です。下線部分が変更箇所ですが、変わるのは告示日、指示の有効期間と漁業

法の根拠条文の変更です。内容の変更はありません。指示の有効期間は令和３年２月１日

から令和４年１月 31日まで、告示番号は第１号、告示日は１月 22日を予定しています。 

ご審議よろしくお願いします。 

事務局からは以上です。 

 

〇掛橋会長  

ただいまの説明についてご意見はありませんか。 

 

○藤原委員 

昨年度に初めて出した指示なので、禁止期間について遊漁者から意見などはありました

か。 

 

〇事務局（内芝主幹） 

 事務局に問い合わせ等はありませんでした。 

 

〇水産資源管理課（水谷係長） 

 県庁にもありません。 

 

〇淺井委員 

 ふぐ漁を行う若い人が喜んでくれています。指示の継続をお願いします。 
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○木村委員 

試験研究又は増殖用種苗供給のための採捕はこの限りではないとのことですが、実際に

定期的に試験研究等は行われているのでしょうか。 

 

○事務局（内芝主幹） 

水産研究所でとらふぐ関係の調査をしています。 

 

○木村委員 

定期的に県の水産研究所が調査しているのですか。 

 

○事務局（内芝） 

 調べます。 

 

○木村委員 

去年色々教えていただいて、しっかり県で研究されていることが分かりました。今後も

続けていただければと思います。 

 

○掛橋会長 

ほかにご意見はありませんか。 

それでは、議案２については事務局原案どおり発動してよろしいですか。 

 

〇委員 

（異議なし） 

 

〇掛橋会長 

全員異議が無いようですので、議案２については、事務局原案どおり発動することとし

ます。 

続きまして、議案３「三重海区漁業調整委員会の意見の聴取に関する規程の一部改正に

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３をご覧ください。３-８ページから３-10ページは意見の聴取に関する規程の現

行のもので、平成７年２月に制定され平成 12年と平成 18年に一部改正があったもので

す。漁業権免許をしない等の行政処分において海区漁業調整委員会が知事に対して意見を

述べるため行政手続法に準じて意見を聴取する手続きを定めたものです。令和２年 12月

１日から施行された改正漁業法及び同法施行令での根拠となる条項の変更や加除された規

定において改正するものです。３-１ページから３-６ページが今回の改正を告示する案で

す。新旧対照表での改正を考えています。下線部分が修正する箇所ですが３-７ページで

説明します。変更内容の概要で、１以前からあった「漁業の免許をしない場合」等の漁業



 

- 8 - 

法の条項ずれ、２「漁業権の分割・変更に係る不許可」、「休業中の漁業許可の不許可」

処分に係る行政手続法の新規摘要（法第 76条第 1項、第 88条第 1項）、３沿岸漁場管理

団体の指定の取消し処分、損失の補償に係る処分の意見聴取の新設（法第 116条第２項・

第３項、第 177条第 14項において準用する同条第６項）、４〇〇「の規定による処分に

係る意見の聴取」を○○「の規定による意見の聴取」とし、関係する漁業法の根拠条項を

入れました（第２条、第 13条、第 14条）。新旧対照表の法第 71条第５項などが相当し

ます。５行政手続法の準用について、漁業法施行令の条項ずれで、令第９条第１項に変わ

りましたのでそれに基づいた表現にしています。６文書等の閲覧の手続の条文が漁業法か

ら削除、旧第８条が削除されたことから以降条ずれと摘要ずれ、削除に伴う用語説明追加

（第 10条第３項）、７行政手続法の文字を採用し「弁明書」を「陳述書」に変更、８開

催の公示方法の変更（第４条第２項）で、掲示板の掲載を削除しています。変更箇所は以

上です。 

告示番号は第２号、告示日は令和３年１月 29日で、公表日から施行の予定です。文面

については法務･文書課と事前協議を済ませてありますが、若干字句の修正等が入る可能

性があります。 

ご審議よろしくお願いします。 

事務局からは以上です。 

                     

〇掛橋会長  

ただいまの説明にご意見はございませんか。 

 

〇委員 

 （意見なし） 

 

〇掛橋会長 

 それでは、議案３については事務局原案どおりとしてよろしいですか。 

 

〇委員 

（異議なし） 

 

〇掛橋会長 

全員異議が無いようですので、議案３については、事務局原案どおり改正することとし

ます。言い回し等の微修正については会長一任でお願いします。 

続きまして、協議事項 1「三重海区漁業調整委員会指示違反に対する対応方針(仮称)案

について」を協議します。 

事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（内芝主幹） 

資料４をご覧ください。対応方針案作成の経緯は、うみがめ採捕の承認をした方で承認

を受けた期間外での採捕や承認された頭数を超えて捕ってしまっていたことが生じたため
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です。指示違反の際の基準や方法を決めておいたほうが今後審議や事務作業がやりやすい

のではないかと考え今回協議事項として挙げています。 

指示違反に対しては漁業法第 120条第８項で知事への裏付命令申請をすることは規定さ

れていますが、その他については決められていません。４-１ページから４－２ページが

対応方針案です。対応方針の名称も仮称です。参考にしたのが、４-３ページから４-５ペ

ージの沖縄海区の処分方針です。４-６ページ、４-７ページが太平洋広域漁業調整委員会

指示で、沿岸くろまぐろ漁業の承認制の違反者への対応及び処分方針（案）です。これも

一部参考にしています。対応方針の対象は会長名で承認証を発出するうみがめの指示とさ

んごの指示を考えています。うみがめについては、承認証に基づかない遺がい処理報告は

反映させていません。対応の種類はⅠ注意、Ⅱ警告、Ⅲ知事への裏付命令申請、Ⅳ承認の

取消しで、違反の度合いと回数は第３のとおりです。初回で軽度の場合はⅠ注意、２回目

Ⅰ注意、３回目Ⅱ警告ですが、未承認等重度の場合には１回目からⅡ警告となり、２回目

にはⅡ警告とⅢ知事への裏付け命令申請を考えています。承認の取り消しについては第３

の２で再度の警告に従わない違反者に対して、会長が特に悪質であると認めるときは、承

認を取り消すことができるものとするとしています。２の者に対しては、警告として文書

で指導した日又は知事への裏付命令を申請した日から１年間は、新たな承認申請に対し承

認は行わないとし、これも処分に該当します。第４違反回数で１第３の１の違反回数は、

同一違反者に対して行った違反内容ごとに回数を通算するとしています。当海区では１年

更新の指示が出されており、指示が更新されても違反回数を引き継ぐことを想定していま

す。第５処分に関する手続きは、太平洋広域漁業調整委員会指示を参考としています。別

表 1は未承認の場合は重度、承認証の不携帯は軽度などとしています。違反項目の頭に

「U」が付けている項目はうみがめの指示に対する項目で「U」が付いていない項目はさん

ごも含めて考えています。目安としてこのような案を作りました。今後、委員会指示の違

反に対してあらかじめ決めておいた方が動きやすいのではと考え協議させていただきまし

た。案として定まりましたらパブリックコメントを行うことも必要と考えています。また

方針を作らないという選択もあると思います。ご協議をよろしくお願いします。 

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。 

 過去に他県で遊漁船とイカ釣り船との間でトラブルがあった際も、法的にはなかなか難

しいこともあったと聞いている。委員会の指示に従わない場合は知事への裏付命令申請と

なることでよろしいですね。 

 

○事務局（内芝主幹） 

命令申請するときは委員会で議案として審議させていただくこととなります。 

 

〇藤原委員 

 委員会でとらふぐ産卵親魚の保護に関する指示を審議した際もいろいろ議論があったわ

けですが、指示に対して罰則がない。今回の対応方針案の対象はうみがめとさんごという
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ことでよろしいですか。 

 

○事務局（内芝主幹） 

 はい。おそらく委員会指示違反で一番多いのは真珠の標識の設置の委員会指示と考えて

います。今回は承認証を交付するうみがめとさんごの委員会指示を対象と考えています。 

 

○掛橋会長 

 委員会指示はそれ自体に強制力はなく知事の裏付命令により初めて強制力を持つとされ

ている。今回は知事への裏付命令申請などを行う際の基準をあらかじめ定めるものです。

委員会指示にはとらふぐ産卵親魚の保護など資源を管理していくうえで漁業者の期待が大

きい指示もある。委員会指示の発動は大きな意味を持つと思いますので、それを踏まえて

議題を協議して頂きたい。 

 

○秋山委員  

現実に基づいて提案されている訳ですから、多少なりとも指示の効果が出てくると思い

ます。 

 

○藤原委員  

全国的な状況を教えてほしいんですけれども、うみがめの指示は三重県でも全国と同じ

ような扱いになっていると思うんですが、さんごは採れるところとそうでないところとあ

る。行政機関が研究のためとか種苗を採るために特別採捕を県知事からとってきとる事実

があると思うんです。例えば、うみがめを捕ってはダメですよということを調整規則で縛

ることはできないのか、他県の状況や水産庁はどういう見識なのか、わかる範囲で結構で

すので教えて下さい。 

 

○事務局（内芝主幹） 

うみがめの採捕の禁止について調整規則で規定している県を把握していません。 

 

○藤原委員 

 指示では罰則もなくあまいため、このような対処方針を提案したと思うんやけど、全国

的な流れで、ひとつ格上げし県の漁業調整規則で制限する方がうみがめの資源保護には効

果的じゃないんかな。 

 

○平賀委員 

 これを読む限り、承認申請した人が違反したときの罰則ですね。 

 

〇秋山委員 

承認証ということは申請書を提出しているんでしょ。捕らせて下さいと。 
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〇平賀委員 

捕らせて下さいと申請を出している人達への罰則に関するものですね。でも、世の中は

承認申請をせずに捕ってる人がおって、その方がダメというのが当然ある。全ての者を禁

止するということだったらいいけども、正直に申請した人たちは違反をしたら罰則があ

り、じゃあ今度は申請書を提出しませんよとならないかな。 

 

○事務局（内芝主幹） 

 未承認採捕は、承認を受けずに採捕することですので申請はない。 

 

○平賀委員 

 承認申請しないで捕っとる人もおるわね。食べとる人もおるわけやでさな。そういう人

らには全然対処せず申請した人たちにのみ注意とか、度重なったら許可しませんよという

ことだけやね。なんか、おかしいような気がする。以前からうみがめとかさんごの指示を

出す時も調整規則でできないのかと委員会で協議し、翌年位に調整規則でやろうってなっ

たと思うけど、結局今まで委員会指示になっとる訳やね。さんごの時も１年後に調整規則

でやろやって話やったと僕は記憶している。実際承認なしで捕っとる人を全然対象とせ

ず、ある程度捕らせてくださいと目的をもって申請した人たちが違反したから罰則ってい

うのがなんかおかしい。 

 

○掛橋会長 

 承認制の違反だけの対処方針ですか。 

 

○事務局（内芝主幹） 

 対象はうみがめとさんごです。 

 

○古丸委員 

 承認を得てない人がどれだけ違反行為をしているのか、どれだけ問題になるのか。具合

悪いぞってなれば、承認を今後出さないというだけだと。実態がどうなのかがポイントか

なと思いました。一定の歯止めにはなるかと思いますが。 

 

○木村委員 

 どのくらい実効性があるのかという感じがします。この方針を作って何か意味があんの

かちょっと疑問です。 

 

○掛橋会長 

 いかがですか。事務局の提案どおり進めるのかどうか。ほかにご意見はありませんか。 

 

〇藤原委員 

 今の現状を踏まえて、この形で良いと思う。 
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○掛橋会長 

 このことについて、事務局の提案する方向で進めていくこととしてよろしいですか。 

 

〇委員 

（異議なし） 

 

○掛橋会長 

 全員異議が無いようですので、そのように進めることとします。 

続きまして、報告事項 1「全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会議の結果に

ついて」、事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（林事務局長）  

資料５をご覧ください。 

５-１ページにあるとおり、全国海区漁業調整委員会連合会第 55回東日本ブロック会議

は書面による議決により行うとして令和２年 11月２日付けで千葉海区漁業調整委員会会

長から議案の送付があり、11月 10日掛橋会長に当委員室にて審議をいただき全ての議案

を承認するとして回答しました。さらに、５－２ページ、５－３ページにあるとおり 11

月 24日付けで千葉海区会長から議決の結果として第１号議案から第３号議案まで全て原

案どおり承認された旨の報告がありました。 

 各議案内容について説明します。５－４ページからがブロック会議資料で、５―６ペー

ジからが第１号議案令和３年度総会に向けた要望事項についてです。５-７ページのⅠ海

区漁業調整委員会制度について及びⅡ沿岸漁場の秩序維持については令和２年度に続き各

海区からの要望はありませんでした。Ⅲ太平洋クロマグロの資源管理については５-７ペ

ージから５-13ページまでが各海区からの要望内容です。５-13ページに当海区の要望が

あり、内容は８月 18日の委員会において協議したとおりです。令和２年度に太平洋クロ

マグロの資源管理について要望した海区は、経緯や内容の見直しなどはありますが令和３

年度も継続して要望しています。なお、５-10ページに新たに福島海区が遊漁船業者や遊

漁者についても国が主体となって採捕制限等の規制を導入することを要望しています。５

-14ページから５―25ページまでがⅣ沿岸資源の適正な利用についての要望です。当海区

が提案した沿岸カツオ資源と沿岸サンマ資源についての要望は５―24ページから５―25

ページにあります。カツオについては当海区以外にも５－20ページ千葉海区、５－21ペ

ージ東京海区から同様の要望が継続されています。サンマについては５－14ページ北海

道連合海区、５－20ページ千葉海区から同様の要望が継続されています。５－26ページ

から５－28ページのⅤ外国漁船問題等についてと５－29ページから５－30ページのⅥ海

洋性レジャーとの調整等については、要望内容に大きな変更はなく継続ですので省略させ

ていただきます。 

 次に５－31ページをご覧ください。第２号議案次期役員の選出についてです。５－32

ページからが議案内容となり、全漁調連の現役員の任期満了に伴い、令和３年度総会にお

いて実施される東日本ブロック選出の役員候補です。参考②全漁調連の役員選出の調整ル

ールをご覧ください。会長の項目で令和３年５月から令和７年５月の 17 期は東日本ブロ
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ックが会長選出ブロックとなります。役員候補の選出について、会長選出ブロックへの全

漁調連役員の割り当ては５－32ページの上段の表にあるとおり、会長１名、副会長２

名、理事２名、監事２名で、結論を先に申し上げると当海区は副会長候補となりました。

次に選出経緯を説明します。５－33ページ参考③で東日本ブロックでは、あらかじめ役

員の輪番表が作成されており、17期の役員として星印の監事２名は無条件で北海道連合

海区と東京海区です。会長候補は理事の海区からこれまでに会長や全漁調連の事務局を務

めていない岩手、福島、静岡の各海区の会長が話し合い４年間の任期のうち前期を静岡、

後期を福島が務め、会長でない時は他方が職務代理の付いた副会長を務めることに決定さ

れました。選出ルールに副会長候補は会長候補者となった海区の会長が依頼するとされて

おり、静岡、福島それぞれの会長から当海区会長に対し職務代理が付かない副会長への就

任依頼があり案として受諾しました。当海区の次期会長は全漁調連の副会長候補となり、

全漁調連の役員会や関係省庁への要望活動などの用務が新たにに加わることになる予定で

す。 

次に５－35ページ第３号議案次年度開催海区についてをご覧ください。次年度は東京

海区が開催海区です。 

 事務局からは以上です。 

 

〇掛橋会長 

ただいまの説明についてご意見はありませんか。 

  

〇委員 

 （意見なし） 

 

〇掛橋会長 

 続きまして報告事項２「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」水産資源管理課から説明をお願いします。 

 

〇水産資源管理課（牧野係長） 

 資料６をご覧ください。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、第２くろまぐろの漁獲可能量について三重県の知事管理

量に関する事項と第３くろまぐろの知事管理量について、採捕の種類別、海域別又は期間

別の数量に関する事項のうち小型魚に関する数量等について関係者の合意の上、変更しま

したので報告します。６-８ページが新旧対照表、６—１ページから６—７ページが溶け込

み版です。６—９ページで変更箇所について説明します。今回の変更は２回分の配分変更

です。１回目は 11月 27日付で県の留保から中型まき網漁業に追加配分しました。変更理

由で、中型まき網漁業で１日１ﾄﾝ以上の水揚げがあるなど積み上がりが見られたため、10

月に定置に配分した数量と同等の 4.7 ﾄﾝを再配分しました。関係者間の調整ははかれてい

ます。２回目は 12月 24日に県の留保からの各漁業種類への追加配分と養殖用種苗漁業の

漁獲実績に合わせた数量の変更です。養殖用種苗の漁獲実績が 1.9 ﾄﾝで確定したので残り

2.6 ﾄﾝと合わせた県の留保から漁期終盤にかけ小型魚の漁獲枠の消化を図るために各漁業
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種類に 6.2 ﾄﾝずつ等配分しました。また、第６管理期間の今期から来期である令和３年４

月からの第７管理期間への県の繰越上限が 3.4 ﾄﾝであるため、上限以内の 3.1 ﾄﾝを県の留

保として残しています。  

報告は以上ですが、令和２年９月に国は漁業法の改正に伴う新たな資源管理の具体的な

工程を示した「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」を公表しており、今度、水

産庁担当者から県内３か所において説明会が開催されることとなりましたので案内させて

いただきます。 

以上です。 

 

〇掛橋会長  

ただいまの説明についてご意見はありませんか。 

 

〇委員 

 （意見なし） 

 

〇掛橋会長 

 続きましてその他事項１「次回の委員会日程について」事務局から説明をお願いしま

す。 

 

〇事務局（内芝主幹） 

次回委員会 

２月９日（火）10時から 場所未定 

議題（予定） 

ＴＡＣ計画の変更 

真珠養殖いかだへの標識の設置に関する委員会指示 

太平洋広調委の結果 

 

〇掛橋会長 

これをもちまして委員会を閉会いたします。 

 


