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事務局 
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主査    藤原由紀  

 

行政 
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 課長    藤田弘一  
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〇掛橋会長  

それでは、ただいまから第 48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、古丸委員が欠席で、出席委員が 14名ですので、委員会は成立

しています。 

委員会運営規程第 12条に基づき議事録署名者として、矢田委員と大倉委員にお願いし

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２年

11月 20日付け農林水第 24－1052号で三重県知事から諮問書が提出されています。 

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。 

今回はさんま、まあじ、まいわしの魚種別管理事項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。 

 

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（牧野係長） 

今回、当日に一部資料が差し替えとなり申し訳ございません。最終案について昨日国の

最終確認がおり、それに合わせた最終版を今日お配りさせていただきました。大きな変更

はなく字句等の修正のみになります。まず資料の説明をします。１－２ページから１－４

ページについては、資源管理方針の本体部分です。これは、前回の委員会で審議いただい

た内容が書かれており、最後の第８のところだけ若干の修正が入っています。１－５ペー

ジから１－８ページにかけては、今日お配りした資料をご覧ください。別紙で魚種ごとの

資源管理と詳細が書かれています。１－９ページから１－11ページは新旧対照表です。

１－12ページから１－19ページは国が各県に示した都道府県の資源管理方針の例です。

１－20ページから１－24ページは、従来の三重県の海洋生物資源の保存及び管理に関す

る計画です。１－25ページに今後のスケジュール、１－26ページは変更のポイントで

す。 

変更のポイントを説明します。今回は、魚種ごとに管理の方針等を記載した別紙を追記

するため、資源管理方針を変更するものです。追記する別紙は、１月から管理期間が開始

されるさんま、まあじ、まいわし太平洋系群の三種類です。資源管理の方法については、

現行の三重県海洋生物資源の保存及び管理に関する計画から大きい変更等はありません。

従来の計画と新しい方針で異なっている点は、資源の単位が今後は系群になり、まいわし
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ではなく、まいわし太平洋系群という扱いとなります。以前、日本海側の県といわしの数

量の融通等がありましたが、今後は日本海側は対馬暖流系群となり、融通が出来なくなり

ます。２つ目は管理区分が従来は漁業種類ごとに分けられていたのですが、今後は知事管

理区分が管理区分の基準となります。知事管理区分は、漁業種類以外にも例えば操業期間

・時期で区分けすることも出来ますし、操業水域で分けることも可能となります。本県は

従来の通りの漁業種類を区分としています。 

３つ目は漁獲可能量の配分方法についてあらかじめ記載することとなっています。従来

は国から漁獲可能量が示された後、この計画の中には配分方法・配分ルールについては記

載していませんでした。本県では過去の漁獲実績をもとに按分して配分しており、その内

容をあらかじめ方針の中に書くこととなっています。４つ目は、報告の期限を計画の中に

明記するようになりました。５つ目は、これまでの若干量という表記が現行水準という表

記に変わります。現行水準の場合、努力量管理が必要と国から言われており、県の管理区

分の中で現行水準で管理する区分については、漁獲量の多い漁業について隻数等の上限を

設けて上限数を記載しています。 

４つ目として今回、さんま、まあじ、まいわし太平洋系群の３つのうち、配分があった

のは、まいわし太平洋系群のみです。まいわし太平洋系群については従来通り漁獲実績に

基づき、中型まき網漁業と船びき網漁業に配分する予定としています。資源の回遊予測が

なかなか難しいため一部を留保として県で確保したいと考えています。留保には中型まき

網漁業、船びき網漁業以外のその他漁業で獲られる漁獲量を含むこととしています。 

本日の差し替え内容について説明します。別紙１とあるページの無いところで、赤字で

修正した資料です。国の確認で若干字句の修正がありました。別紙１－１、第２の１ 三

重県さんま漁業の１が無くなったこと、（１）②対象とする漁業の表記について、三重県

に住所又は主たる「事業所」とあるところが「事務所」に変わり、「その他の事業所の所

在地がある漁業者が営む」が「その他の事業所の所在地がある者が」に変っています。こ

れは三重県に漁業の本拠地がある方、三重県で漁業されている方が対象ということです。

（２）で「漁獲量等の報告に係る期限は、次の通りにする。」という表記がなくなり、

「漁獲量等の報告に係る期限は、陸揚げした日からその属する月の翌月の 10日までとす

る。」となりました。別紙１－２のまあじについても同じ第２の（１）の②と（２）の字

句修正となっています。 

別紙１-３のまいわしについても、３三重県まいわしその他漁業のところで、（１）の

②と（２）の字句修正となっています。差し替えの内容は以上です。 

 細かいところを今日お配りした１－９ページの新旧対照表に基づいて説明します。 

資源管理方針の第８個別の水産資源についての具体的な資源管理方針に、特定水産資源に

ついての具体的な資源管理方針は準備が整ったものから別に定めることとすると書いてあ

ったものを、「別紙１-１さんま」から「別紙１-３まいわし太平洋系群」までに、それぞ

れ定めるものとするとしています。その下の別紙１-１のさんまからは全て新規となって

います。ポイントを説明します。さんまについて従来は敷網漁業について近年は若干量が

三重県に割り当てられており、三重県の敷網漁業についても若干量で今まで配分してきて

います。１－21ページが従来の三重県海洋生物資源の保存及び管理に関する計画での書

き方ですが、今回の資源管理方針においては、敷網漁業も含めた全ての漁業を一括りにす



 

- 5 - 

るという事で、１－９ページの第２の１の（１）の②対象とする漁業は三重県に住所又は

主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がさんまを採捕する漁業ということで、三

重県以外の都道府県や代理許可を受けた漁業を除いた漁業については、全て一括りでの管

理となっています。第４漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

で、さんまについて三重県は現行水準で割り当てられていますので、数量管理はしませ

ん。その代わり、漁獲量管理するよう国から言われており、県としては操業に差し支えな

い形での記載をしています。さんまを獲る事を目的とした敷網漁業は、さんま棒受網につ

いて現行の許可から減らさない方針で取り扱っており、努力量は実際の操業に規制がかか

らないものと考えています。 

続いて、まあじについては、近年は、若干が県に割り振られており、中型まき網漁業、

定置漁業について、１－21ページから１－21のとおりそれぞれ若干という配分を従来は

していました。こちらもさんまと同様に中型まき網漁業、定置漁業も含めた全ての漁業を

一括りという形で管理することとしています。１－10ページで三重県には数量が割り当

てられておりませんので、努力量管理となります。このため第４の漁獲可能量による管理

以外の手法による資源管理に関する事項について、中型まき網漁業は網船の許認可隻数の

上限、定置漁業は免許の件数に上限を設けることを通じて漁獲努力量を制限すると表記し

ています。 

続きまして、１－10ページの別紙１－３、まいわし太平洋系群になります。まいわし

太平洋系群については、従来は中型まき網漁業、船びき網漁業、定置漁業、敷網漁業で割

り振っており、中型まき網漁業、船びき網漁業にはトン数を明示して割り当て、定置漁

業、敷網漁業については、若干という形で割り当てていました。新しい資源管理方針にお

いも、中型まき網漁業と船びき網漁業については数量を明示して割り当てることとし、定

置漁業、敷網漁業はその他漁業として現行水準として数量を割り当てない漁獲努力量管理

とします。漁獲努力量管理について、具体的には過去の漁獲実績などをみると、定置漁業

がほとんどの漁獲量を占めており、定置漁業の免許定数を上限とすることで、努力量を制

限することとします。 

１－11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ついては、漁獲可能

量の知事管理区分の配分基準をあらかじめ方針に示すことになっています。直近３ヵ年の

漁獲実績に応じ、その他漁業実態を勘案してそれぞれの知事管理区分に按分することとし

ています。また、農林水産大臣から国の留保枠の配分があった場合は、当初に漁獲可能量

を管理区分ごとにした比率に応じて、留保を配分する書き方をしており、国の留保が配分

された際に海区委員会に諮問せずに速やかに資源管理方針が変更出来るようにしており、

漁業者が安心して漁業を継続できるようにしています。これは、去年からの運用をそのま

ま引用しています。 

１-25ページのスケジュールで、今回は１月からスタートするサンマ、マアジ、マイワ

シ太平洋系群についての諮問ですが、今後、３月に４月から管理がスタートする、スルメ

イカとクロマグロ、６月には７月から管理がスタートするマサバ及びゴマサバについて今

回と同様の別紙を作成するための諮問させていただく予定です。 

説明は以上です。 

ご審議宜しくお願いします。 
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○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。 

 

○木村委員 

いままで県境を越えた広い範囲で実際に融通はあったんですか。 

 

○水産資源管理課（牧野係長）  

融通はできましたが、三重県では県境を越えた融通はしたことがありません。ＴＡＣ配

分に合わせて配分するので国もまいわしとしてしか管理してなかったのですが、今は対馬

暖流系群と太平洋系群を分けていますのでそれぞれ配分方法も変わってきます。 

 

○木村委員  

三重県に関しては実質的にはあんまり変わらないっていうことですかね。 

 

○水産資源管理課（牧野係長）  

三重県に関してはそうです。平成 30年に島根県からさばを欲しいと言われたんですけ

れども、対馬暖流系群のさばなのでお断りしました。そういった事が今後は出来なくなり

ます。 

 

○木村委員  

分かりました。 

 

○平賀委員 

魚種によって他県との兼ね合いというか、系群でそれぞれ関係する県が違ってくるの

か。 

 

○水産資源管理課（牧野係長） 

 太平洋系群は北海道から青森、岩手、宮城ときて太平洋沿岸の大分県、宮崎県までで

す。鹿児島県は太平洋系群ではなく日本海の対馬暖流系群になります。 

 

○平賀委員 

さんま、まあじについても全国一緒ですか。 

 

○水産資源管理課（牧野係長） 

 全国一つにまとめられています。 

 

○藤原委員 

 くろまぐろの調整について、他県の漁業者が熊野に水揚げした場合報告は三重県として

はカウントしない解釈でよろしいか。 
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○水産資源管理課（牧野係長） 

そうです。それは他県の船の数量になり他県が管理します。 

 

○藤原委員 

  今後、行政にも気をつけて欲しいのが、くろまぐろで県内の漁業者が他県で水揚げをす

るなかでその数量が三重県に計算されていなかったということを聞いたことがある。三重

県の漁業者が水揚げしとるんやけど他県の水揚げになり、数量が三重県の数量になってこ

なかった経験がある。割り当てなど三重県の漁業者に数字的に損にならないよう願いた

い。 

 

○水産資源管理課（牧野係長） 

くろまぐろは、そういうことが実際ありました。平成 30年にその問題が提起され、国

に訴えかけて若干数量が増えた経緯があります。当初の計算方法に県外分を回していただ

くことで一部入って来たというのはあります。ＴＡＣとなっている魚種については、まい

わし、まあじ、さんまとあり、さんまについては、県内の許可を持った漁業の許可では県

外に水揚げされておらず全て把握出来ていると思っています。北海道の許可や大臣許可の

船も一部あるんですけども、それは北海道の管理の数字になりますし、大臣管理の数字と

なりますので、三重県では管理しなくても良くなり、今回のＴＡＣ魚種につきましては今

のところ問題無いと考えています。 

 

○掛橋会長 

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２年

11月 20日付け農林水第 24－1053号で三重県知事から諮問書が提出されています。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。 

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。 

 



 

- 8 - 

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（牧野係長） 

本日お配りさせていただいたのは２－９ページと２－10ページの漁業法施行規則と、

２－11の知事管理漁獲可能量の設定ポイントです。ポイントの下線部が追記した箇所に

なります。先ず資料の説明からさせていただきます。２－２ページが今回の設定の内容で

す。２－３ページが令和３管理年度のまいわしＴＡＣ配分算定方法、２－４ページ、２－

５ページにまいわしの過去５ヶ年の漁業種類ごとの漁獲数量と今年の漁獲量予想、２－６

ページは国からのさんま、まあじ、まいわし太平洋系群の当初配分通知、２－７ページか

ら２－10ページまでが関係法令の抜粋となっています。 

２－11ページの設定のポイントにしたがって説明します。先程の議案１と同じような

かたちで、さんま、まあじ、まいわし太平洋系群の３つの資源について国から配分量が示

されましたので、県内の漁獲可能量の配分を設定するための諮問です。２－11ページの

２番目で改正後の漁業法では、県全体の漁獲可能量を「都道府県別漁獲可能量」といい、

知事管理区分、三重県の場合は漁業種類でしか管理区分は無いんですけれども、知事管理

区分毎の漁獲可能量を「知事管理漁獲可能量」といいます。また、管理期間は「令和〇〇

年管理年度」といいます。 

３番目でさんま、まあじ、まいわし太平洋系群のうち今回都道府県別漁獲可能量が配分

されたのは、まいわし太平洋系群のみで 60,000トンです。参考までに令和２年は

145,000トン配分されており 60,000トンまで減ったことになります。まいわしの配分に

ついては従来どおり直近３か年の漁獲実績に基づいて、中型まき網漁業と機船船びき網漁

業に配分し、三重県に割当てられた漁獲可能量の１割をその他漁業の漁獲量の配分も含ん

だ留保と設定させていただきたいと思います。２－３ページが令和３管理年度のまいわし

ＴＡＣ配分算定方法です。回遊魚の場合は算出根拠となる年がなるべく新しいほうが現状

の漁獲実態に合っていると考えており、平成 30年と平成 31年の漁獲実績と今年の令和２

年 11月、12月までの漁獲量を予測した数量の３か年平均から中型まき網漁業と機船船び

き網漁業、その他漁業で漁獲割合を出し、都道府県知事管理量の 60,000トンの１割を留

保した 54,000トンを中型まき網漁業と機船船びき網漁業の漁獲割合で按分し、百の位を

四捨五入して、中型まき網漁業に 36,000トン、機船船びき網漁業に 18,000トンとしまし

た。２－４ページが過去５か年の漁獲実績と令和２年の漁獲予想です。まき網の平成 28

年の漁獲量は４万トン近くあり、これくらい漁獲されると若干数量が足りなくなり、そう

いう場合は留保から持ってくることになると思います。船びき網についても平成 29年と

平成 30年には 20,000トン以上獲っているので、その際は県の留保から配分するよう運用

をさせていただきたいと思います。また、県で留保は持ちますが、国でもまいわしについ

て留保を持っていますので、県の漁獲量が 60,000トンの 75％である 45,000トンを超え

たときには、国からそのときの計算方法で今後足りなくなるであろう数量を自動的にもら

えるかたちで今運用されています。２－５ページが定置網ほかの漁獲実績などで平成 28

年は 1,000トンを超えていますが近年は概ね 500トンから 300トンで推移しており、留保

を含めてその他漁業で 6,000トン配分していますので、このうち 5,000トンについては中
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型まき網漁業と機船船びき網漁業が足りなかったときに使える数字と考えています。 

説明は以上です。 

ご審議よろしくお願いします。 

 

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。 

 

〇藤原委員 

 いわしについては 60,000トンということですが、回遊魚は想像以上に漁獲される時が

あろうかと思います。その場合どれ位まで国からの割り当てが配分されるのか、行政とし

ての想定をお聞かせ願います。 

 

〇牧野係長  

国の来期の留保は、243,300トンという資料をいただいています。まいわし太平洋系群

で数量が割り当てられているところは、大中型まき網と北海道、岩手県、三重県だけで

す。青森県や宮城県など他の県は数量が割り当てられていないのでこの留保のなかに含ま

れることになり、この留保のうち何トン配分されるかは不明です。国からの留保の配分に

ついては、国が計算方法をあらかじめ示しており、都道府県の漁獲可能量の 75％を超え

たときが、第一条件となります。それと過去の漁獲実績から超えた時点から先の期間にど

れ位獲れるかというのを出し、それと今の漁獲量を観て足りなかった分を自動的に計算し

てもらえるようになっています。基本的に全て国で計算方法を決めてしまっていますの

で、県として請求をしても計算方法に合わなかったら貰えない場合もあります。こちらで

はどうしようもなく、手続きとしては煩雑ですけれども、国の留保があるうちは足りなく

なったらまたくるという自動的に何回も何回も貰えることになっています。 

補足ですが第３管理期間のまいわし太平洋系群の数量は 973,000トンです。過去の正確

な漁獲量を把握してないんですけど、700,000トン位と聞いていますので、過去の実績か

らすると 200,000トン位の余裕はあるのかなと感じています。 

ここで２－11ページ下線部の説明が抜けていましたので、説明させていただきます。

改正後の漁業法では知事管理区分間での融通や留保から知事管理区分への配分、要は県の

数量が変わらずに県のなかで数字を変える場合は、軽微な変更となり、海区への諮問や大

臣の承認が不要となりました。今まではそういったことも全て海区に諮問させていただ

き、答申もらって国に計画の変更をし、変更が承認された時点で効力が発し、そこからま

た漁業が再開できるというかたちだったんですけれども、今後はそういったものが不要に

なって、法律上は事後報告だけでよくなっています。今後、県の内部での数字の融通につ

いては、今までどおり漁業者間や漁業間の調整はさせていただきますので、法律に基づい

て海区への事後報告として運用をさせていただけたらと思うのでその点についてもご審議

いただけたらと思います。国から留保が再配布されてきたときも自動配分させていただい

ていますので、その時も計画変更が必要なんですけれども変更の諮問が事後報告になりま

す。それと県のなかでのまき網と船びきとか、また県の留保からの配分については、海区

へは事後報告にさせていただければ、速やかに配分ができると思っていますので、よろし
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くお願いします。 

 

〇掛橋会長 

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。 

 

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については県原案どおりとされたい旨答申するこ

ととします。 

 

〇水産資源管理課（牧野係長） 

議案２とは別ですがお配りした新たな資源管理の推進に向けたロードマップ資料の説明

をさせてください。前回、平賀委員から現行のＴＡＣ管理はどのようになっていくのかと

の質問をいただきました。これは９月に水産庁が公表した資料です。水産庁では 12月か

ら１月中位までに全国での説明会を計画しており、国から案内あり次第委員の皆様に連絡

いたしますので、その際はご参加いただければと思います。 

 

〇掛橋会長 

続きまして、議案３「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２年

11月 19日付け農林水第 24－4268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の第 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。今回は固定式刺し網漁業の取扱

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） 

資料の数字に１ヶ所間違いがあり、その修正を議案の説明のなかでさせていただきます

ので修正をよろしくお願いします。 
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 ３－１ページが協議書です。３－２ページが制定の理由で、固定式刺し網漁業の期間満

了にともなう新たな漁業許可を行うため、漁業の許可又は起業の認可に関する取扱方針及

び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を一部改正するというこ

とで、今回協議をさせていただきます。３－３ページは三重海区漁業調整委員会への諮問

事項で、１点目は規則第 12条（新規の許可又は起業の認可）第３項による諮問で、新規

の許可又は起業の認可を行う場合は、公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定め

る必要があり、その理由及び内容について諮問を行うことになっており、該当箇所は取扱

方針の第３と第４になります。２点目は規則 12条（新規の許可又は起業の認可）第５項

による諮問で、許可又は起業の認可をすべき船舶の数が公示した船舶等の数を超える場合

の許可の基準を定める必要があり、その理由及び内容について諮問を行うことになってお

り、取扱方針の第２になります。取扱方針の新旧対照表について説明をさせていただきま

す。先に諮問事項の２点目の船舶等の数を超える場合の許可の基準について説明させてい

ただきます。新旧対照表は３－４ページから始まります。日付が両方抜けていますが現行

は 11月 18日付で制定されており、そちらの数字が抜けており申し訳ございません。今回

固定式刺し網漁業を設定するにあたり、３－５ページ第２にあります許可等の基準を今回

定めさせていただきます。なお、内容については、現行の取扱方針にある許可の基準、い

わゆる順位付けをそのまま準用したかたちになっています。ただ、内容のなかで少し変わ

ってきているところもあります。今回の法改正によって許可を受けた者の責務として漁獲

成績報告書の報告が求められることになっています。そのなかで許可を有効に適切に使っ

ていただくために第１位の順位のところでは漁獲実績がある者となります。今までは継続

申請の場合は１位となっておったんですけれども、今回、許可の考え方が継続というもの

が無くなり、一斉更新時というものが無く、期間満了でもう１度新規の申請ということに

なります。従いまして、全期間での漁獲実績がある者が１位との考え方とさせていただい

ています。３－６ページ第２位についても漁獲実績がある者として第１位と同じような文

言になっておるんですけれども、第１位との違いは、この許可を新しく受けるときに船舶

もしくは船のエンジンの馬力数を大きくした場合に第２位とさせていただこうと考えてい

ます。この許可は船舶ごとの許可にあたり、考え方としては船舶も漁具であるというイメ

ージとなります。従いまして、船を大きくする、エンジンの馬力数を大きくするというこ

とは、漁具の漁獲能力を上げるという考え方になりますので、第１位の場合とは違い、第

２位で審査をさせていただきながらということです。第３位承継で、漁獲実績がある者の

従事者が当該漁業の許可を受けた船舶を譲り受け、借り受けた場合など当該船舶を使用す

る権利を取得して申請した場合。第４位従事者自立で、従事していた方が自立して申請す

る場合で第３位以外の場合。第５位当該漁業経験者で、当該漁業を営み又はこれに従事し

た経験がある者が申請した場合であり、漁獲実績のない方が第５位に入る考え方になりま

す。第６位転換で、今まで他の漁業を行っていた者が、県が作成する計画、現時点ではそ

のような計画はありませんが、定める場合もありますので、県が作成した計画に基づき、

当該漁業転換する場合。第７位が沿岸漁業経験者で、第８位が沿岸漁業以外経験者、第９

位が漁業未経験者という順位とさせていただいています。なお、３－７ページ（２）以下

の順位付けについても今までの定数漁業の考え方をそのまま引き継いでいますので、今回

の説明については省略をさせていただきます。３－８ページ以降は全て今回第２を設けた
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ことによる条ズレです。以上が取扱方針の説明です。続いて３－10ページからの固定式

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新旧対照表について説明をさせて

いただきます。なお、固定式刺し網漁業の取扱いについては 11月８日時点で定数を定め

ない漁業については定めさせていただいており、そちらに今回定数化をする漁業について

追加するかたちの改正となっています。１については、改正前の（３）上記以外の漁業種

類の日付が、平成 30年２月１日から令和３年３月 31日までとなっており有効期間が１月

31日に満了するため、今回の方針で令和３年２月１日から３年間の令和６年１月 31日ま

でとしています。改正前の２では定数ではありませんので、許可又は起業の認可を申請す

べき期間を定めないとしていましたが、今回定数漁業化するこの固定式刺し網漁業につい

て申請期間を設ける必要があり、改正後の２の（２）に令和２年 12月７日から令和３年

１月８日までの１か月以上の申請期間を設けました。３－11ページが改正前には無かっ

たくるまえび刺し網漁業、かれい刺し網漁業を新設しています。改正後のかれい刺し網漁

業の１番下にある隻数で 39と入っているところは 38になりますので修正してください。

なお、こちらの定数については有効期間満了に伴う新規の許可にあたり、関係漁協と調整

し現許可数をベースに減ってしまったところが殆どになりますが現許可者が許可を受けた

いという数字を挙げていただいており、その数字を入れています。改正後のくるまえび刺

し網漁業の漁業を営む者の資格について鳥羽市国崎町、同市相差町、又は志摩市阿児町安

乗、同市阿児町国府ということで国府が改正前から追加と見えるんですけれども、こちら

は６年前の取扱方針を改正した際に以前は営む者の資格は各漁協単位で記載をさせていた

だいていました。そのため志摩市阿児町の前については、安乗漁協と記載されていまし

た。その場合、実は安乗漁協の範囲が安乗地区と一部の国府地区を含んでいることが３年

前の更新時に分かり、今回、国府地区をもう一度入れて元に戻す作業をさせていただいて

います。従いまして、ここの地区が増えたということではなく、元に戻したというかたち

で地区を増やさしていただいておりますのでご留意いただきますようにお願します。同じ

くかれい刺し網漁業の漁業を営む者の資格にも国府地区が入っていますが、同じ理由で

す。営む者の資格については、漁業者又は漁業従事者とし、きちんと定義をさせていただ

いています。３－12ページは、今回、志摩地区でいせえび刺し網漁業の新規の許可を行

うにあたり、追加で入れさせていただいた部分になります。こちらについても前回の取扱

方針から黒字の部分は変わっていません。今回の改正箇所は隻数を 54ということと、漁

業を営む者の資格で布施田地区が追加で入っていますが、こちらもこの許可は平成 14年

に新設された許可ですが、その当時、片田地区、布施田地区、和具地区、御座地区、越賀

地区で協定を結んでおり、今まで運用をしていました。その後、志摩の国漁協への合併、

それから外湾漁協への合併の過程のなかで、布施田地区が抜けていることが今回分かり、

元に戻すかたちでこちらも追加させていただいています。その他については同じような修

正です。３－13ページは取扱方針の許可の条件の設定についてです。こちらも修正部分

は、制限措置と一緒の修正になっており、これまでの取扱方針からの修正部分はありませ

ん。それから、３－14ページについても同じく許可の要件の追加になりますが、こちら

もこれまでの取扱方針と同じです。３－15ページは、７その他必要事項を定める内容と

して水産資源の状況が著しく悪化している場合は許可をしませんと設定しています。それ

については今回、固定式刺し網漁業に定数区分が入ってきたことで、この名前がついてい
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たかれい刺し網漁業、いせえび刺し網漁業、きす刺し網漁業以外の漁業種類については、

漁獲対象となる水産資源が減ってきている場合、許可等については水産試験場等々との調

整を図りつつ、現状を聴き取りしながら許可をしていくこととすることでこの文言を追加

しています。説明は以上です。 

ご審議よろしくお願いします。 

 

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。 

 

〇藤原委員 

社会情勢、漁業環境が変わってくるなかで、若い子がやりたいとなった場合は、定数の

ため現状の実績がある人が優先なんやけど、新規就業者が他地区から出た場合には色々順

位はあるけれども、可能というという考え方でええんやね。 

 

〇水産資源管理課（水谷係長） 

まず漁業を営む者の資格として、住所を縛らせていただいています。こちらは、過去か

らの漁協もしくは隣の漁協との調整が図られたなかで許可区域が定められて、それに基づ

いた要望を県にいただいたと認識しています。従いまして、今回、定数化させていただく

なかで、現在、この漁業を営むものの資格というものは、これまでの取扱方針からの引継

ぎで策定していいます。従いまして、また３年後の許可更新の時等に、実際、国からも営

む者の資格をあまり縛りすぎるのはいかがなものかということもいただいており、資格を

広げることもひとつ方法だと思います。ただ、その場合、県が勝手に広げるというのもな

かなか考えづらい部分があり、漁協と相談をさせていただきながら、例えばこの地区要件

を鳥羽市に住所を有する者とか、そういうかたちで広げるということもひとつ考えられる

と考えています。 

 

〇西川委員 

狩り刺し網は固定式刺し網になるんですか。 

 

〇水産資源管理課（水谷係長） 

狩り刺し網は網を動かすかたちになりますので、刺し網漁業としての許可になります。

固定式刺し網ではありません。こちらにつきましても１月開催の漁業調整委員会で共同漁

業権の外に出る許可については、定数を定めさせていただいて、ご審議いただきたいと思

っています。 

 

〇掛橋会長  

ほかにご意見はありませんか。 

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。 
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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、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４「くろまぐろ養殖業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。 

 

〇事務局（内芝主幹） 

資料４の４－１ページをご覧ください。 

この指示は、平成 24年 10月 26日付け農林水産省指令 24水管第 1698号において、下

線部分２（１）で、「平成 23年に当該区画漁業で用いられた天然種苗の活込尾数よりも

増加することのないよう」にすることが求められており、くろまぐろ養殖業を内容とする

区画漁業で用いられる１年当たりの天然種苗の活込尾数の制限に関することについて発動

しているものです。平成 31年に更新された区画漁業権のうちで、委員会指示を継続して

発動するかどうかご審議をお願いするものです。４－12ページをご覧ください。委員会

指示に基づき今年１月以降報告のあった天然種苗活込尾数の 11月 20日時点の集計結果で

す。区 1501、区 1502－２、区 1503についてそれぞれ活込されており、全て８割未満とな

っています。次に４－２ページ、４－３ページをご覧ください。左側のページが指示の改

正案、右側が現行の指示となっています。下線部分が変更箇所ですが、変わるのは告示番

号、告示日、指示の有効期間です。内容の変更はありません。指示の有効期間は令和３年

１月１日から同年 12月 31日まで、告示番号は第８号、告示日は 12月 15日を予定してい

ます。続いて４－４ページ、４－５ページをご覧ください。事務取扱要領の新旧です。下

線部分、制定年月日と４の有効期間が変更となります。報告書の様式の変更は４－６ペー

ジから４－11ページです。委員会会長「宛て」となっていたものを「様」と変更し、押

印を不要とするものです。 

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。 

 

〇藤原委員 

４－12ページの活込尾数のなかで、奈屋浦、甫母須野、二木島はどういう訳でこ委員

会指示対象外になってるのですか。 

 

〇事務局（内芝主幹） 

これは委員会指示を作るときに養殖尾数を増やすものにつきましては、委員会指示の対

象となり、変えない区画は、そのままにしておきましょうという話し合いがされていたよ
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うです。 

 

〇藤原委員 

天然の稚魚は全く入れていないという意味では無いんやな。 

 

〇事務局（内芝主幹） 

指示の対象外については、こちらでは把握していません。 

 

〇事務局（林事務局長） 

委員会指示対象外については先程説明しましたように活込尾数を増やさないということ

で、当時指示の対象には入らなかったのですが、指示対象外の活込尾数については、水産

振興課に報告されており、報告が委員会に来るものと県庁に行くものとの２通りありま

す。 

 

〇藤原委員 

資源管理課はこの経緯についてどうですか。 

 

〇水産資源管理課（水谷係長） 

確認させていただきます。 

 

〇掛橋会長  

ほかにご意見はありませんか。 

この件に関しては、調べていただくということで、また報告をお願いいたします。 

それでは、議案４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４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５「三重海区漁業調整委員会運営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５をご覧ください。 

これについては、５－３ページ、５－４ページが現行の運営規程です。５－１ページ、

５－２ページが改正案です。変わるところは第１条趣旨の施行令の条項ずれです。施行令

第 25条第３項から第 14条第３項の規定に基づきと改正しています。５－５ページが施行
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令の抜粋です。令和２年７月８日付政令第 217号で公布された「漁業法施行令の一部改正

について」が本日施行されました。改正する箇所は第 25条が第 14条にずれた箇所のみで

す。附則を最後につけ、本日から施行する予定です。 

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。 

それでは、議案５については事務局原案どおり改正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５については、事務局原案どおり改正することとし

ます。 

続きまして、その他「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 

１月 12日（火）10時から 

勤労者福祉開会 第２教室 

 

議題（案） 

漁業許可方針の一部改正 

  とらふぐ産卵親魚に関する委員会指示 

  委員会の意見の聴取に関する規程の一部改正 

全漁調連東日本ブロック会議の結果 

太平洋広域調の結果 

くろまぐろ知事管理量の報告 

 

○掛橋会長 

ありがとうございました。 

これをもちまして委員会を閉会いたします。 
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