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令和２年度 第７回沖縄海区漁業調整委員会議事録 

 

日時 令和２年１２月１日（火）  

午後２時００分～３時１５分  

場所 沖縄県庁２階労働委員会会議室 

 

出 席 者 

 委   員１１名 

   金城 明律 委員    赤嶺 博之 委員    上原 亀一 委員 

   池田  博 委員    照屋 直樹 委員    渡真利一夫委員 

   当真  聡 委員    大嵩 博正 委員    藤田 喜久 委員 

   新立 弘子 委員    仲宗根盛和委員 

 

 事務局職員４名 

   鳩間 用一（事務局長）   奥野 博子（主任書記） 

   太田  格（主任書記）   赤嶺 貴史（書  記） 

 

 

○事務局（鳩間）  では、ただいまより、令和２年度第７回沖縄海区漁業

調整委員会を開催いたします。 

 議事に入る前に、本日の出席状況を確認させていただきます。本日の出席

状況ですが、喜屋武委員と大谷委員と伊野波委員から事前に欠席の連絡をい

ただいております。金城委員のほうはちょっと遅れている模様です。委員定

数１５名に対して１１名の出席があり、漁業法第１４５条第１項の規定を満

たしておりますので、本日の委員会は成立しております。 

 それでは、本委員会の議事の進行につきましては、沖縄海区漁業調整委員

会運営等規則第６条により、会議の議長は会長が当たると規定されておりま

すので、以後の会議の進行を金城会長、よろしくお願いいたします。 

○金城議長  はい。では早速、令和２年度第７回沖縄海区漁業調整員会の

会議を始めます。 

 本日の議案は５件でございます。５件のうち、漁業調整規則、本日施行さ

れますけれども、この改正に伴う知事許可漁業関係について、県から４件の

諮問がございます。これを含めて５件でございます。 
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 審議に入ります前に、本日の議事録署名人を指名いたします。本日の議事

録署名人といたしまして、赤嶺委員と仲宗根委員、お二方指名いたします。

よろしくお願いいたします。 

 
［第１号議案 ウミガメの採捕承認申請について］ 

○金城議長  それでは、議案審議に入ります。 

 第１号議案 ウミガメの採捕承認申請について、事務局から説明をお願い

いたします。 
○事務局（奥野）  第１号議案ウミガメの採捕承認申請について、ご説明

いたします。議案書は１ページをお願いいたします。別添資料の１枚紙のほ

うもお願いします。本日は、漁業２件が提出されておりますので、その承認

についてご審議をお願いいたします。 

 議案書１ページ下の表は今期の承認頭数となっておりまして、本日承認い

ただいた場合、漁業については、アオウミガメが８０頭、アカウミガメが４

頭、タイマイが１９頭となる予定になっております。 

 議案書３ページをお願いします。今回の申請内容を示しております。今回

の申請についてご説明いたしますと、申請者はお二方とも八重山漁協の方と

なります。お一人目の申請数は、アオウミガメが５頭で、採捕は素手による

採捕、用途は食用、２人目はアオウミガメ４頭とタイマイ１頭で、採捕方法

は潜水器、用途は展示用となっております。２人目の方は、昨年度も申請が

ありましたが、コロナ等により採捕なしとの実績報告を受けております。 

漁業の承認数については、５ページにあります採捕承認の判断基準により承

認の頭数を決めておりまして、今回もその基準によってそれぞれ承認数を決

めております。 

 事務局からの説明は以上となります。ご審議をお願いいたします。 

○金城議長  ただいまの事務局からの議案につきまして、ご意見、ご質問

等がありましたらお願いいたします。 

（「なし」という声、あり） 

○金城議長  ご意見、ご質問等ないようでございますので、お諮りいたし

ます。 

 第１号議案 ウミガメの採捕承認申請については、申請のとおり承認する

ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  ご異議なしということで、第１号議案につきましては、申請

のとおり承認することといたします。 
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 続きまして、第２号議案に入ります前に、２号から５号まで知事許可関係

の諮問案件になります。 

 これについて、これまで何回かご説明をされておりますけれども、おさら

いの意味で、休憩をして、少し事務局から説明をしたいということでござい

ますので、おさらいの意味で説明をいただきます。 

 休憩いたします。 

○金城議長  では、再開いたします。 

 

［第２号議案 知事許可漁業の許可の基準について］ 

○金城議長  第２号議案 知事許可漁業の許可の基準について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

○事務局（太田）  ２号議案は、７ページをお願いします。知事許可漁業

の許可の基準についてです。 

 沖縄県漁業調整規則は、１１月３０日に交付されまして、本日から施行と

なっています。新しい規則の第１１条５項及び第７項に規定された許可の基

準を定める必要があります。つきましては、同行の規定に基づき、沖縄県知

事より当委員会に意見が求められていますので、ご審議願います。 

 それで、先にスケジュールのほうですが、この許可の基準については、行

政手続法の意見公募が必要な事項ということで、１０月３０日から１か月間

の意見公募をしていまして、ただ、意見がなかったというところです。本日

１２月１日に改正漁業法と規則が施行されまして、その諮問で、異議ない答

申が得られれば、許可の基準を制定するという流れになっております。 

 ８ページが、知事からの海区委員会宛ての諮問の文書、９ページ目がその

概要です。赤嶺からも説明あったと思うのですけれども、特に２番ですね。

２番のほうに、規則、許可手続の流れというところをちょっと見ていただき

たいと思うのですけれども、①に現状の確認という作業をします。これは、

公示に先立って、申請の見込み数の事前確認、公示の内容、これを漁業許可

の取扱方針で定めていまして、これを事前に各組合とか許可を受けた漁業者

に確認する、②の公示の内容について、ここで申請がこのぐらいの数だとい

うことで、そういった案をこの海区委員会で諮問する、そして、その申請期

間と制限措置の内容を公示して募集するという流れになっています。次に、

申請いただいたものについては、まず、最初に適格性の基準で許可をするか

しないかを審査します。これは、前に少し説明があったと思うのですが、法

令違反とか暴力団関係者でなければ、基本的にはここは通るというもので

す。その次ですね、⑤ですけれども、この申請数が公示した許可等をすべき
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数を超えた場合に、初めてこの許可の基準に基づいて優先順位づけが行われ

るというものです。 

３番の概要の１行目だけちょっと読みますけれども、この許可の基準とい

うのは、原則として許可を受けている者が優先されるよう、許可をすべき者

の優先順位を定めるというのが、第一前提というか、基本的な考え方です。 

 １０ページ目に関係法令、上のほうが漁業調整規則第１１条で、下のほう

に行政手続法があります。許可をするかしないかの基準が、この審査基準と

いうのに当たるので、この法の審査基準に該当するというものです。 

 １１ページのほうに案がありますので、これで説明したいと思います。 

１１ページは、この許可の基準の案です。第１のところを読みますが、「規

則第１０条に規定する適格性を有する者による申請の数が、規則第１１条第

１項の規定により知事が公示した許可等をすべき船舶等の数又は漁業者の数

を超えるときは、次の各号に掲げる知事許可漁業ごとの優先順位に従い、許

可等をすべき者を決定するものとする。」ということで、漁業種類ごとに４

つに分けています。１号がいるか漁業、底魚一本釣漁業及び固定式刺網漁業

で、第１位については、当該漁業を営んだ、またはこれに従事した経験があ

る者というのが１位になっております。次に、第２号ですが、まぐろはえ縄

漁業及びかつお一本釣漁業については、次の順位ということで、第１位は、

大臣許可漁業の承継許可を受けた者または対象船を譲り受けた者。これは、

大臣許可を持った船を譲り受けても、大臣許可も得られる見込み、得られて

いると、そういう状態のときには、優先して知事の許可も与えましょうとい

うものです。３号は、さんご漁業ですね。さんご漁業についての第１位は、

当該漁業の許可を受けている者としました。第４号です。小型まき網漁業、

潜水器漁業、小型定置網漁業、敷網漁業及び追込網漁業については、次の順

位による。第１位は、操業区域内において、漁業権対象種を採捕すること、

または操業することについて、当該漁業区域の漁業権者の同意を得た者とし

ております。この４号に当たっては、共同漁業権内でやる場合に、漁業調整

上問題が起こりやすいものについて挙げてあります。当然、漁業権者の同意

を得た者が、優先順位が高くなるようにしております。２位以下も一応定め

てはあるのですが、実質的になかなかこの２位、３位という基準を使ってい

くというのは、今あまり想定はしていないのですが、事前に確認した、まず

希望の数を聞いて、その数を公示します。その中で、申請数を上回ったとき

に、初めてこの基準が用いられるということになります。この第２のほうに

なりますが、前項の規定において同順位である者の優先順位は、次の順序に

よると。この上の順位づけでも、それでもまだ並んだ場合については、１号
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で、１年以内に漁業に関する法令及び沖縄海区漁業調整委員会指示に違反し

ていない者としました。第３のほうに、それでも決まらなかった場合は、く

じを行って許可等をする者を決定するとしております。説明は以上です。 

○金城議長  ただいまの説明及び議案につきまして、ご意見、ご質問等が

ありましたらお願いいたします。 

 特にございませんでしょうか。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  それでは、ご意見、ご質問等ないようですので、お諮りいた

します。 

 第２号議案 知事から諮問のありました知事許可漁業の許可の基準案につ

いて、特に異議ない旨答申するとしてよろしいでしょうか。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  ご異議なしと認め、第２号議案につきましては、異議ない旨

答申することといたします。 

 

［第３号議案 許可の有効期間の設定について（諮問）］ 

○金城議長  続きまして、第３号議案 許可の有効期間の設定について、

事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（赤嶺）  １３ページをお開きください。許可の有効期間の設定

についてです。沖縄県漁業調整規則第１１条及び第１４条第１項の許可に当

たり、今後、一斉更新による許可手続が取れるようにするため、規則第１５

条第１項に定める有効期間（３年または５年）よりも短い有効期間を設定で

きるように措置したいとしています。この短い有効期間を設定することにつ

きまして、規則第１４条第２項の規定に基づき諮問をいたします。 

 内容としましては、１５ページ目をお開きください。短い有効期間という

ことなのですが、有効期間の満了日が、今そろわない運用、全くばらばらに

なっているというものを一斉更新に向けて満了日をそろえるように有効期間

を調整するとするものです。今の運用の状況につきましては、ここにお示し

しているのですけれども、１番の（１）、許可の有効期間の管理についてと

いうことで、本県におきましては、これまでいるか漁業以外のすべての許可

について、随時申請に応じて許可を行っております。その有効期間も、規則

に定めるとおり、有効期間の開始日から３年ということで設定してきまし

た。そのため、約２，２００件発行されている、ほぼ全ての許可の有効期限

がそろっておらず、個々の許可の更新について、県としてなかなか管理が行

き届かない状況にあります。同じ理由から、許可の手続にご協力いただいて
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おります漁協さん等におきましても、管理が難しく、原則許可を受けた者ご

自身によって管理されるべきではありますが、実態としては、有効期限切れ

のまま許可漁業を操業しているような状況も多々見受けられます。許可切れ

による操業は無許可操業となりまして、罰則も非常に重いということもあり

ますので、今後一斉更新等により、有効期間を一律管理できるような対応が

求められているところであります。（２）として、許可数管理への対応につ

いてです。今回、規則改正に伴いまして、本県においては許可数管理の適用

範囲を、まぐろはえ縄や潜水器漁業などへ拡充したところです。今後適切に

許可数管理を行うためには、許可の有効期間をそろえることにより、一定数

をまとめて更新する、いわゆる一斉更新といいますが、それをできるように

する必要があります。そこで、２の今後の運用についてですけれども、将来

的には、毎年、半年ごとのタイミングで一斉更新を行うということを目指し

まして、令和２年１２月１日、本日以降の許可に当たりましては、その有効

期限の満了日を半年ごとにそろえていく運用としたいと思います。これに伴

い、者によっては、３年または５年よりも若干短い許可の有効期間を設定す

ることになる見込みです。つきましては、このことについて、規則１５条第

２項の規定に基づき、別紙案のとおり設定することとしたいということで、

諮問します。 

 有効期間のイメージにつきましては、１６ページにお示ししているのです

けれども、例えば、６月に公示して、許可をできるようにしますと。許可を

受け付けるのですが、人によって許可の申請のタイミングがばらばらになっ

てきますので、そのタイミングによって、後ろの期間はもう決まりますの

で、どうしても丸々５年とか３年ではなくて、少し短い許可の期間となりま

す。ただ、１７ページに具体的な設定の案ということでお示しをしているの

ですが、表になっていまして、漁業種類ごとに５年と３年が設定されていま

す。右のほうにいきますと、有効期間の満了日の案、ちょっと読み上げます

と、「有効期間の満了日から起算して５年の範囲における５月３１日又は１

１月３０日のうちのもっとも遠い日」ということで、５月３１日か１１月３

０日のどちらかに、有効期間の満了日を合わせていくとなっています。これ

によって、許可の有効期間、若干短くなるのですけれども、最大でも半年ま

でです。半年を超えないように案を考えております。 

 説明としては以上になります。ご審議よろしくお願いします。 

○金城議長  ただいまの事務局からの説明につきまして、何か議案につき

ましてご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

○当真委員  すみません。一番短い有効期限が半年ということになるの
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か。 

○事務局（赤嶺）  違います。 

○当真委員  違うのか。 

○事務局（赤嶺）  ３年の許可だと、最低でも２年半。 

○当真委員  ２年半は有効期限がある。 

○事務局（赤嶺）  有効期限として確保しています。 

○当真委員  ５年だったら。 

○事務局（赤嶺）  ５年だったら４年半。短くするといっても、半年まで

にしますよということです。 

○当真委員  はい、分かりました。オーケーです。 

○金城議長  ほかにございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

○上原委員  休憩。 

○金城議長  休憩します。 

○金城議長  再開します。 

 ご質問等ございませんでしょうか。 

（「なし」という声、あり） 

○金城議長  特にご意見、ご質問等ないようでございますので、お諮りを

いたします。 

 知事から諮問のあります知事許可の有効期間の設定案については、異議な

い旨答申することとしてよろしいでしょうか。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  ご異議なしと認め、第３号議案につきましては、異議ない旨

答申することといたします。 

 

［第４号議案 知事許可漁業の制限措置の公示について（諮問）］ 

○金城議長  続きまして、第４号議案 知事許可漁業の制限措置の公示に

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（赤嶺）  ２０ページ目をご覧ください。漁業法等の一部を改正

する法律が令和２年１２月１日に施行されたことを受け、令和２年１１月３

０日以前に許可を受けていた者に係る許可の制限措置の内容について、令和

２年１２月１日以降に施行される改正後の規則の規定に基づいて改めて定

め、公示する必要があります。この公示につきまして、規則第１１条第３項

の規定に基づき諮問しますというものですが、内容につきましては、２２ペ

ージ目から説明させていただきたいと思います。１、施行日における、ここ
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でいう施行日というのは、１２月１日時点のことを含めます、における制限

措置の公示についてということで、令和２年１１月３０日以前に許可処分さ

れた許可につきましては、この施行日、１２月１日の施行時において、旧法

から新しい法律に基づく許可とみなされますので、その制限措置、改正前に

おける許可の内容につきましても、これは公示したものとみなされるとされ

ております。しかし、行政の透明性の観点から、対外的にその制限措置とい

うものを明確にするため、施行日において、現在有効な全ての許可に関し、

その制限措置の内容を公示する必要があるとされています。制限措置の内容

としましては、この２で示しているものになっています。（１）から（５）

まで、漁業種類、操業区域、漁業時期、漁業を営む者の資格といったもの

を、漁業種類ごとに定めております。この制限措置の内容は、令和２年１１

月３０日以前より許可を受けている者について、その許可の内容を、新しい

法でいうところの制限措置というものに読み替えて公示するということとし

ておりますので、今許可を受けている許可の内容を、該当する制限措置の項

目へ落とし込んで整理したものとします。 

 次、２３ページ目ですね、何が変わるのかというところを少し、表でお示

ししています。ここで、左側にありますのが、旧規則、旧法に基づく許可の

内容とされている項目です。右側が新法、新規則に基づく制限措置とされて

いるものになっています。この許可の内容を、右側にある制限措置というも

のに読み替えるのですけれども、赤字の部分、変えることになるのですが、

②の船舶の総トン数としていたものは、ここに数の概念が入ってきます。漁

業者等の数も定める。③で操業区域としているものはそのままで、④の操業

期間としているものが、言葉がちょっと変わりまして、漁業時期という言葉

に変わります。⑤で漁業を営む者の資格ということで、住所とか住所要件に

なりますが、そういったものを定めます。こういったもので読み替えられは

するのですけれども、ちょっと変わりますので、それを改めて１２月１日時

点でお示しするというものが、この公示になります。 

 具体的な公示の案が、２４ページから２９ページ目まででお示ししていま

す。かなり多いので、ちょっとポイントを絞って説明させていただきたいの

ですが、２４ページ目の１で、「許可又は認可をすべき船舶等の数又は船舶

の総トン数又は漁業者の数その他の制限措置」という項目があり、この内容

を定めるということになります。具体的な内容としまして、まぐろはえ縄を

見ていただきますと、操業区域は沖縄県地先海面、漁業の時期は１月から１

２月、船舶の総トン数というのは、５トン以上から２０トン未満の船です

と。許可すべき船舶等の数の欄なのですけれども、今ここでゼロというふう
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に記載しています。ゼロと記載していますのは、これは、あくまでもこの公

示自体は新規の許可を募集する公示ではなくて、今の許可を受けている方の

条件を示すだけのものですので、そういった意味でゼロというふうに記載し

ます。ただ、許可数の管理を行う漁業になりますので、今、許可は実際に何

件発行されているのかということを、この括弧書きの中でお示ししていま

す。まぐろはえ縄ですと、許可を受けている隻数、船舶の数が１２７隻と、

本日の時点でなっております。漁業を営む者の資格を、沖縄県に住所を有す

る者と記載しております。かつお一本釣漁業と底魚一本釣漁業を見ていただ

きますと、許可すべき船舶等の数のところが、括弧書きが抜けています。そ

れは、許可数の管理を今のところ行わないということにしておりますので、

あえて括弧書きで何隻ということは、ここでは公示をしておりません。めく

っていただいて、２５ページ目です。潜水器漁業、ここから潜水器が２８ペ

ージ目まで続くのですけれども、操業区域ごとに数を管理していきますの

で、操業区域を１から２６まで区切って示しています。この操業区域という

のが、２９ページ目にずらっと並べていますが、２９ページ目にある１から

２６の操業区域が、今許可を実際に発行している操業区域の区分になりま

す。この区域ごとに、許可の数というのを管理していきますというもので

す。別添の資料の４ページ目と５ページ目で、現行のすべての許可数と、潜

水器につきましては、操業区域ごとの許可数を一覧表で整理しています。５

ページの潜水器を見ていただきますと、例えば、一番下、２６は八重山の海

域になっていますけれども、共同２４、２５、２６の海域だと、１３１名許

可を受けている方がおられます。その所属漁協というのは八重山漁協という

ふうになっています。こういった形で、今、１２月１日時点の許可数が固ま

りましたので、それをこの公示の様式に落とし込んで整理をしているといっ

たことになっております。この数を、現状として制限措置と定めて、本日付

でホームページに公示するということになっていまして、以上が案の説明に

なっています。よろしくお願いします。 

○金城議長  ただいまの説明及び議案につきまして、ご意見、ご質問等が

ありましたらお願いいたします。 

○藤田委員  すみません、いいですか。 

○金城議長  藤田委員。 

○藤田委員  別添の５ページの潜水器漁業の一番上、員外のものなのです

けれども、これは、２４ページからの表のどこになるのですか。 

○事務局（赤嶺）  ２５ページ目の…… 

○藤田委員  一番上ですか。 
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○事務局（赤嶺）  一番上、操業区域の１。 

○藤田委員  この場合、その資格で、沖縄県または許可証住所欄に記載さ

れた都道府県に住所を有する者というのは、沖縄県でなくともいいというこ

となのですか。 

○事務局（赤嶺）  沖縄県以外の方も、現状、許可を受けている方が何名

かいらっしゃるということでございます。 

○藤田委員  そういうものは、今回は何も触れられないという感じなので

すか。 

○事務局（赤嶺）  漁業調整規則上は、今まで住所要件がなくて、県外の

方でも許可を受けられるようになっていました。実際には、住所を移してか

ら申請してくださいといったようなことで運用させていただいてはいたので

すけれども、どうしてもという方については許可を出していた。 

○藤田委員  住んではいるということですか、でもないと。 

○事務局（赤嶺）  年の半分ぐらいはいらっしゃるとか、そういう方も受

けているということですね。それは、本当に少数ではあります。 

○藤田委員  ちょっと、中身はいいと思うのですけれども、管理を徹底し

ようという趣旨のようなものの中に、そういうのが入って大丈夫なのかな

と、ちょっと思ったので。ありがとうございます。 

○赤嶺委員  会長、いいですか。 

○金城議長  赤嶺委員。 

○赤嶺委員  ２９ページですね。「漁業権の設定されていない海面に限

る」とあるのですけれども、これ、全部漁業権設定されているのですけれど

も、これがちょっと分かりづらいです。 

○事務局（赤嶺）  那覇でいうと、チービシとかルカン礁、あの辺は漁業

権が設定されていない海域になっていまして、組合員以外の方から要望があ

った場合は、この地域に限って許可をしているという形です。 

○赤嶺委員  チービシ以外は、ほとんどもう漁業権設定されていますよ

ね。リーフ外ということになるのか。 

○事務局（赤嶺） 沖合ですね 

○金城議長  ほかに、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

○池田委員  よろしいですか。 

○金城議長  池田委員。 

○池田委員  １つ確認をさせてください。今の件に関連するのですけれど

も、共同漁業権の設定されていない海面に限る、これは員外者ということで

すけれども、これ、素潜りの場合は別に構わないということと、それから、
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先ほど要件に設定されていないチービシとかカメヤマ周辺、これ、大東も含

みますか、南北大東周辺。 

○事務局（鳩間）  ちょっと、休憩。 

○金城議長  休憩します。 

○金城議長  再開します。 

○事務局（鳩間）  今、池田委員から質問のあった大東のほうでの漁業権

の対象外の漁業はどうなっているかということなのですけれども、大東の周

辺には漁業権というのは設定してはいなくて、沖縄海区漁業調整委員会指示

３条第５号のほうで、漁業権と同様の漁業について定めているところがあっ

て、漁業権の漁業と同じような対象の漁業ですね、イセエビ漁とかソデエ

ビ、シャコガイ、ヤコウガイ、サザエ、あと潜水器、固定式刺網などを営も

うとする場合には、委員会の承認が必要と定めています。 

○池田委員  はい、分かりました。 

○金城議長  ほかにございますでしょうか。 

 特にご意見、ご質問等ないようなので、お諮りいたします。 

 第４号議案、知事から諮問があります知事許可漁業の制限措置の公示案に

ついては、異議のない旨答申することとしてよろしいでしょうか。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  第４号議案につきましては、異議のない旨答申することとい

たします。 

 

［第５号議案 知事許可漁業の許可に係る制限措置等の公示案について（諮

問）］ 

○金城議長  続きまして、第５号議案 知事許可漁業の許可に係る制限措

置等の公示案について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（赤嶺）  ３３ページ目をお開きください。第５号議案、これは

新規の許可に係る公示になっております。知事許可漁業の許可に係る制限措

置等の公示案についてです。規則第４条第１項に掲げるかつお一本釣り漁

業、底魚一本釣り漁業、小型定置網漁業、敷網漁業及び追込網漁業に関し、

令和２年１２月１日以降における新規の許可を行うため、規則１１条の規定

に基づき、新規の許可に係る制限措置及び申請すべき期間を定めて公示する

必要があります。当該公示に係る制限措置の内容、申請する期間について、

規則１１条第３項の規定に基づき諮問いたします。 

 内容につきまして、３５ページ目から説明させていただきたいと思いま

す。ここで、今回の第５号議案でお諮りするものは、１の（１）から（５）
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に示しております、かつお一本釣り漁業から追込網漁業までですが、これら

につきましては、許可数の管理を行わないということで、随時許可をできる

ようにしております。それに当たりまして、１２月１日から許可できるよう

にということで、今回公示の案をお諮りするものです。２の制限措置の内容

で、ここに示しております（１）から（５）までのものを定めます。３６ペ

ージで、ちょっと、先ほどの許可の手続の流れの図を再度提示しております

が、今回この黄色い部分ですね、公示の部分になります。今回の公示の対象

は、かつお一本釣り漁業の新規、底魚一本釣り漁業の新規、小型定置網、敷

網、追込網漁業のそれぞれ新規と更新の方が、今回の公示によって許可を申

請できることになるものです。一番下の四角の部分ですけれども、許可数管

理を行う潜水器漁業等の公示につきましては、この更新の有無の確認など、

許可者との事前調整に時間を要しますので、令和３年１月以降に、海区でお

諮りして公示する形で許可を行うということを想定しております。 

 具体的な公示の案を、３７ページ目以降でお示ししております。知事許可

漁業の許可に係る制限措置の公示案ということで、漁業法第５８条において

準用する同法第４２条及び規則第１１条の規定に基づき、知事許可漁業の許

可に係る制限措置及び許可または起業の認可を申請する期間を次のように定

めることとしております。１のかつお一本釣漁業について見ていただきます

と、漁業種類はかつお一本釣漁業、操業区域は沖縄県地先海面、漁業の時期

を１月から１２月、トン数の設定が５トン以上２０トン未満、船舶等の数に

ついては定めなしということで、数の管理は行いません。漁業を営む者の資

格を、沖縄県に住所を有する者としました。（２）で、許可または起業の認

可を申請すべき期間、１２月１日から令和３年５月３０日まで、半年間の期

間を設定しております。（３）の備考で、この公示に係る有効期間は、許可

の日から令和７年ですね、５年後の１１月３０日までとするということで、

５年間の許可期間を設けております。申請すべき期間が５月３０日までとい

うことで、半年で区切っておりますのは、先ほど説明しました一斉更新を行

うための措置になっておりまして、この後、６月１日からまた同じような公

示をしていくという形になっております。これと同じような形で、底魚一本

釣漁業についても設定しております。３８ページ、３番の小型定置網漁業に

ついてですけれども、こちらも、内容としては変わらないのですが、操業区

域を別記の操業区域としております。別記の操業区域が、４０ページに掲載

されています。具体的に、共同漁業権ごとに許可を行っておりますので、今

の許可を行っている操業区域の区分を、ここに示しております。それぞれ申

請する際には、この区域でやりますということを示していただいて、申請を



- 13 -

いただくということになります。今回公示します小型定置網、敷網、追込網

につきましては、いずれも同じ操業区域を用いることになります。少し戻り

まして、３番の小型定置網なのですが、（３）の備考で、許可の有効期間が

許可の日から令和５年１１月３０日までということで、こちらは対人許可に

なりますので、許可期間は３年間になっています。以下、敷網と追込網も同

じ許可日数で設定しております。さらに備考のイの（ア）、操業位置図に示

された場所以外で操業してはならないという、許可の条件を許可に付しま

す。小型定置網につきましては、操業区域共同第何号となるのですが、その

裏面に、もう少し詳しい操業位置図を載せます。その要件として、そこ以外

で操業しないでくださいということも条件付けます。４番の敷網につきまし

ては、基本的には同じで、備考の条件の欄が、集魚灯の制限をここに記載し

ております。さらに、めくっていただきまして、３９ページの追込網漁業に

つきましても、内容は一緒で、備考欄の（ア）ですね、網目制限の条件が載

っています。これらの条件につきましては、今まで許可を出しているものと

同じ条件の内容となっております。 
 以下、４１、４２ページでは関係する法令を付けております。説明として

は以上となります。お願いします。 

○金城議長  ただいまの事務局からの説明及び議案につきまして、ご意

見、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

 池田委員。 

○池田委員  ちょっと確認ですけれども、４０ページの１５番目、共同第

１２号海面ってあるのですけれども、ここはどういう想定ですか。ほかのと

ころは、８号から１１号までは、１２号は共同漁業権になっているのですけ

れども、この１５番目の１２号海面となっているのは、どこを想定している

のか。どこの漁業権か。 

○事務局（太田）  三角の…… 

○池田委員  ええ。もちろん分かりますよ、場所は。 

○事務局（赤嶺）  そこだけで操業する方。 

○池田委員  １２号だけで記載しているということか。 

○事務局（赤嶺）  １２号だけの許可。今現在もいらっしゃいます。その

方に、引き続き同じ場所で同じ許可を出すためには、この記載をして許可で

きるようにしています。 

○池田委員  例えば、あそこは、１２号というところは、８単協で共有し

ている漁業権になるので、本来そういう形になるべきだと思うのだけれど

も、単独で１２号海面となっているものだから。 
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○事務局（赤嶺）  いずれにしても、申請時には同意書を添付していただ

きますので、いずれかの漁協に所属はされていると思うのですけれども、一

応、考え方としては、ここだけでやりますという方がいらっしゃるというこ

とになるものですから。 

○池田委員  なるほど。はい、分かりました。 

○金城議長  ほかにございますでしょうか。 

（「なし」という声、あり） 

○金城議長  特にほかにございませんでしょうか。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  特にご意見、ご質問等ないようでございますので、お諮りい

たします。 

 第５号議案、知事から諮問のあります知事許可漁業の許可に係る制限措置

等の公示案については、異議ない旨答申することとしてよろしいでしょう

か。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  ご異議なしと認め、第５号議案につきましては、異議ない旨

答申をすることといたします。 

 本日の議案は以上でございます。 

 最後に、附帯決議について、私から読み上げてお諮りをします。 

 附帯決議、本日の議決事項中、内容の変更を伴わない簡単な文言や字句の

修正については、事務局に一任するということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  では、そのように決定をいたします。 

 本日の会議はこれにて終了でございます。ありがとうございました。 

 

  令和２年１２月１日 

 

 


