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令和２年度 第９回沖縄海区漁業調整委員会議事録 

 

日時 令和３年２月１０日（水）   

午後２時００分～３時００分  

場所 沖縄県水産会館５階大ホール   

 

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    当真  聡 委員 

   大嵩 博正  委員    藤田 喜久 委員    新立 弘子 委員 

   伊野波盛二 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）   上原 匡人（主任書記） 

 水産海洋技術センター 

   秋田 雄一（研究員） 

 

 

○事務局（鳩間）  では、ただいまより、令和２年度第９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、喜屋武委員と渡真利委員と大谷委員からは事前に欠席の連絡を

いただいております。金城委員はちょっと遅れている様子です。委員定数１

５名に対して１１人のご出席があり、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、よろしくお願いします。 

○金城議長  はい、それでは早速ですけれども、令和２年度第９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４件でございます。うち２件は諮問案件となっております。
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そのほかに報告事項が１件ございます。 

 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、伊野波委員と照屋委員、お二方指名いたしますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 

［第１号議案 浮魚礁の敷設承認申請について］ 

○金城議長  では、議案審議に入ります。 

 第１号議案 浮魚礁の敷設承認申請について、事務局から説明をお願いい

たします。 

○事務局（奥野）  事務局からご説明いたします。 

 議案書１ページをお願いします。本日は新規の承認申請が漁業から１基提

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。 

 ５ページの申請状況をご覧ください。今回、第３ブロックの港川漁協から

の新規申請となります。港川漁協は今年度９基の敷設承認枠があり、今回の

申請で９基となります。 

 ６ページ右上の流失の数について見ていただきたいのですが、今年度は本

日までに１２基の流失の報告が出ております。昨年度も２月の時点で流失基

数は同じ１２基でしたので、流失の状況は今年度は昨年度と同じようなペー

スとなっております。 

 今回の申請に戻りまして、議案書７ページに構造図を載せております。ま

た、その内容については、別添資料１ページになります。水深２，０５０メ

ートルに対しロープの長さが２，４００メートル、アンカーは６トンのコン

クリートブロックで、構造はこれまでの港川漁協が申請しているものと同じ

ものになります。別添資料の１ページ下の地図が敷設の位置になりますが、

地図の真ん中辺りになります、紫色の三角が敷設予定位置となっておりま

す。協議書については、全ての団体分が提出されていることは事務局で確認

しております。 

 本日承認いただければ、天候を見ながら３月中には敷設する予定とのこと

で準備をしているという話を担当者のほうから聞いております。 

 事務局からの説明は以上です。ご審議をお願いいたします。 

○金城議長  はい、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  ブロック会議でも協議が調っているということでありますの

で、問題はないと思います。 
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○金城議長  問題ないだろうという意見でございます。 

 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。 

 第１号議案 浮魚礁の敷設承認申請につきましては、申請のとおり承認す

ることでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  ご異議ないものと認め、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。 

 

［第２号議案 浮魚礁に係る委員会指示の発動について］ 

○金城議長  続きまして、第２号議案 浮魚礁に係る委員会指示の発動に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（奥野）  議案書９ページをお願いいたします。 

 第２号議案 浮魚礁に係る委員会指示の発動について。 

 浮魚礁の敷設及びこれを利用して行う水産動植物の採捕に関する沖縄海区

漁業調整委員会指示２第１号が、令和３年３月３１日をもって有効期間が終

了することに伴い、新たな指示を発動する必要があるため、内容及び指示の

発動についてご審議をお願いいたします。 

 １０ページからが指示の新旧対照表になります。少し字が小さくて申し訳

ありませんが、左側が改正案、右側が現行となっております。変更部分は下

線で表示しております。昨年、運用等の明文化や条文の並べ替えで改正を行

いましたが、今回は指示番号及び日付の修正のみの改正となりまして、運用

に係る内容等の変更はございません。 

 本日の委員会で承認いただきましたら、新たな指示を３月に発動し、４月

から運用開始というスケジュールを予定しております。今後、県の法規担当

課とこの指示案について調整していく予定ですけれども、簡易な文言修正等

については事務局のほうに一任させていただければと思います。また、現

在、行政手続については押印の廃止などの見直し作業が行われているところ

でございますので、その点についても様式等についての変更については、法

規担当と調整して対応していきたいと思っております。 

 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、ご質問等あ

りましたらお願いいたします。 
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（「なし」という声、あり） 

○金城議長  特に従来どおりの指示で、変更はあまりないようでございま

す。ご意見、ご質問ないようですので、お諮りをいたします。 

 第２号議案 浮魚礁に係る委員会指示の発動について、改正案のとおり発

動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  ご異議ないものと認め、第２号議案につきましては、改正案

のとおり発動するということといたします。 

 

［第３号議案 資源管理方針の変更について（諮問）］ 

○金城議長  続きまして、第３号議案 資源管理方針の変更について、こ

れは諮問案件でございます。 

 事務局から説明をお願いします。 

○事務局（上原）  事務局上原より説明させていただきます。 

 資料は議案書と別添の２種類になります。 

 それでは、議案書の１３ページと別添の３ページをご覧ください。これま

で沖縄県では、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、いわゆるＴＡＣ

法に基づき、沖縄県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画を策定し、

くろまぐろの数量管理を行ってきました。令和２年１２月１日には、改正さ

れた漁業法が施行され、数量管理の根拠法であるＴＡＣ法が漁業法へ移行さ

れる形で改正が行われたことから、新たな資源管理の方針として、沖縄県資

源管理方針を策定したところです。このＴＡＣ法については、一定の経過措

置を経た後、効力を失することになりますが、本県で数量管理を行っており

ますくろまぐろは、令和３年４月１日から改正された漁業法を根拠法とした

沖縄県資源管理方針により、数量管理を行っていくことになり、そのためく

ろまぐろについての個別の方針を定める必要があります。当該方針を変更す

るときには、法第１４条第１０項において準用する同条第４項の規定に基づ

き、関係漁業調整委員会の意見を聴くこととされており、沖縄県知事から当

委員会に意見が求められておりますので、今回ご審議いただくものです。 

 １４ページは、漁業法の関係する規定です。１５ページが沖縄県知事から

の諮問となっております。 

１６ページをお開きください。現行の計画を別添の４から９ページ、そし

て資源管理方針の変更案を別添の１０ページ以降に添付しておりますので、

併せてご確認いただければと思います。１６ページにおいて説明させていた

だきます。今回ご審議いただきます変更の概要ですが、現行のくろまぐろ計
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画をおおむねそのまま資源管理方針へ移し替えする内容となっております。

これまで同様、くろまぐろについては３０キロ未満を小型魚、３０キロ以上

を大型魚として管理を行ってきましたが、引き続き３０キロ未満の小型魚と

３０キロ以上の大型魚を分けて管理することとなっております。本県につい

ては、３０キロ未満の小型魚については従来どおり目的採捕は自粛すること

とし、混獲管理を行う計画としております。３０キロ以上の大型魚について

は、これまでどおりオリンピック方式の総量の管理を行う計画としておりま

す。 

 １７ページをご覧ください。現行計画が左、今回の方針が右となっており

ますが、本県ではくろまぐろ漁に明瞭な季節性があることから、４月から７

月を前期、８月から翌年の３月を後期とし、漁期である前期に国から配分さ

れた数量を優先的に配分して管理を行ってきました。数量については、漁業

者の皆さんと毎年調整の上、左側の表、この中でいうＡからＢの数量を毎回

調整して決めてきました。具体的には、国から配分された数量のうち、おお

むね１割を留保とし、後期の割当て量と留保量を大体１トン前後となるよう

に調整し、残りを全て前期の割当て量としてきました。今回変更します方針

の中でもこの考え方を踏襲し、国から配分された数量は留保分を１割程度確

保し、９割を漁獲可能量とし、後期は各１トンで固定する計画となっており

ます。具体的に数字をお示ししますと、仮に国から１００トンの配分があれ

ば、漁獲可能量は９０トン、留保は１０トンとなります。後期にそれぞれ１

トン確保しますので、前期の漁獲可能量が９０トンから１トン引いた８９ト

ン、留保が後期の１トンを引いた９トンという形になります。 

また、今回変更する方針では、本県のくろまぐろの実情に合わせて、漁期

が明瞭であるという点を踏まえて、留保の扱いや追加配分の取決めについて

も同じ考え方を採用する内容となっております。具体的には前期の漁獲可能

量、どうしても急激な積み上げがあるものですから、やむを得ず超えてしま

った場合は、その留保から充当するという考え方です。前期で残ったものに

ついては、そのまま後期の漁獲可能量に繰り越すと。国の追加配分があった

場合には、前期に追加配分があれば前期の漁獲可能量に配分し、後期に追加

配分されれば、そのまま後期に追加配分を行うという従来どおりの計画をそ

のまま引き継ぐ内容としております。 

 今回の変更のポイントについては、以上になりますが、今回の変更案につ

いては事前に県内全ての漁協に意見照会を行っておりまして、特段の意見は

ありませんでした。 

 また、議案書の１８ページから２３ページには国の規定例と前回、１１月
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に諮問させていただいたのですけれども、そのときに策定した資源管理方針

は真ん中、今回変更する変更案が右側ということで、比較できる表を添付し

ております。詳細については割愛しますが、基本的に本体部分については、

前回から大きな変更はなく、このくろまぐろを追加することによる文言の修

正を行っております。また、２０ページから２３ページにそのくろまぐろ、

小型魚と大型魚を分けてそれぞれ記載しておりますが、こちらも基本的には

国の規定例に従って記載し、本県の実情に合わせて適宜修正を行っていると

いう内容となっております。また、法の改正に伴うものですので、用語の定

義とかそういったものについては水産庁と調整を行っております。 

 最後に１６ページにお戻りください。今後のスケジュールですが、本日が

諮問答申となっておりまして、２４ページに答申案を添付しております。答

申後は農林水産大臣へ承認手続を行い、承認後、方針の公表を行う予定で

す。 

 事務局からの説明は以上です。ご審議のほど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をいたします。 

 私のほうから１点だけ。先ほど追加があった場合のお話がありましたけれ

ども、今年の追加の時期、予想量等、何か予測が立ちましたらお願いをした

い。 

○事務局（上原）  当初配分については、次の議案でご審議いただくので

すけれども、当初配分の通知は出されておりまして、その後の追加分につい

ては今期、令和２年度のその消化状況に応じて追加配分すると。追加配分す

る数量についてもその過去５年の最大実績値まで配分するという案が今示さ

れているという状況でございます。 

○金城議長  分かりました。 

 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、ご意見、ご質問等ないようですので、お諮りをいたし

ます。 

 第３号議案 資源管理方針の変更について、答申案のとおり異議ない旨、

答申を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  ご異議ないものと認め、第３号議案につきましては、答申案

のとおり異議ない旨、答申をするということといたします。 
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［第４号議案 くろまぐろに関する令和３管理年度における知事管理漁獲可

能量の設定について（諮問）］ 

○金城議長  続きまして、第４号議案 くろまぐろに関する令和３管理年

度における知事管理漁獲可能量の設定について、事務局から説明をお願いい

たします。 

○事務局（上原）  引き続き、事務局上原より説明させていただきます。 

資料は議案書と別添になります。 

 議案書の２５ページと別添の３ページをご覧ください。令和３年４月から

開始されますくろまぐろの令和３管理年度については、令和２年１２月２４

日付で農林水産大臣より本県の当初配分の数量が通知されております。この

ため、漁業法の第１６条第１項の規定により、知事は、先ほどご審議いただ

きました沖縄県資源管理方針に即して、令和３管理年度の知事管理漁獲可能

量を定める必要があります。同条第２項の規定に基づき、沖縄県知事より当

委員会に意見が求められておりますので、今回ご審議いただくものです。 

 ２６ページが漁業法の関連規定、２７ページが沖縄県知事からの諮問とな

っております。 

 それでは、２９ページをご覧ください。令和３管理年度は本県のくろまぐ

ろ小型魚が０．１トン、大型魚１２７．２トンが当初配分として農林水産大

臣より示されております。 

 ２８ページにお戻りください。前議案でご説明したとおり、本県の小型魚

は混獲管理を行う計画ですので、期間別などの管理区分は設定せずに、１つ

の管理区分で管理していくという方針になっておりますので、中段の第１、

くろまぐろ（小型魚）の１番、国から配分された数量、都道府県別漁獲可能

量が０．１トンで、これを知事管理区分で、プールで管理していくという表

になっております。 

 続いて、大型魚については留保枠を設け、前期と後期に分けて管理してい

きますので、別添資料の１７ページの第３の１や２にありますとおり、国か

ら配分された数量、この場合１２７．２トンになるのですけれども、このう

ちの９０％に当たる１１４．５トンは知事管理漁獲可能量に配分、１０％に

当たる１２．７トンは留保枠としてそれぞれ配分します。後期についてはそ

れぞれ１トンずつ固定で設定している方針になっておりますので、後期はそ

れぞれ１トンで、知事管理漁獲可能量の１１４．５トンから１トンを引いた

１１３．５トンが前期の知事管理漁獲可能量、留保については全体１２．７

トンのうち後期を含めた１１．７トンが後期の留保枠というふうになりま

す。 
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 今後のスケジュールですが、本日が諮問、答申となっておりまして、３０

ページに答申案を添付しております。答申後は農林水産大臣にこの配分の設

定について承認の手続を行い、承認後、公表を行われるとしております。 

 事務局からの説明は以上です。ご審議のほど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

ございましたらお願いをいたします。 

 赤嶺委員。 

○赤嶺委員  別添資料の６ページ、第４のほうですけれども、漁獲高報告

は納得するのですけれども、放流の報告が記載されていますよね。 

○事務局（上原）  ６ページですか。 

○赤嶺委員  ６ページの下のほう、小型魚のほう。漁業者は捕獲日の翌日

１２時までに採捕の数量、または放流した数量となっていますよね。この放

流というのはどういう意味ですか。 

○事務局（上原）  基本的に採捕されて、生きているものを放流するとい

うことです。 

○金城議長  よろしいでしょうか。 

○赤嶺委員  はい。 

○金城議長  他にございますでしょうか。 

 それでは、特にご意見、ご質問等ないようですので、お諮りをいたしま

す。 

 第４号議案 くろまぐろに関する令和３管理年度における知事管理漁獲可

能量の設定について、答申案のとおり異議ない旨、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４号議案につきましては、答申案のと

おり異議ない旨、答申することといたします。 

 ちょっと休憩をいたします。 

○金城議長  再開いたします。 

 

［報告事項 スジアラ及びシロクラベラ資源の保護培養に関する委員会指示

について］ 

○金城議長  続きまして、報告事項、スジアラ及びシロクラベラ資源の保

護培養に関する委員会指示について、ご説明をお願いいたします。 

○事務局（太田）  事務局太田から説明します。 

 前回にも伝えましたが、この委員会指示については、今年の３月３１日を
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もって有効期間が終了しますので、継続に向けていろいろ策をつくっている

ところです。その一つが水産海洋技術センターによるこのスジアラとシロク

ラベラの資源評価と、あとこの管理効果について報告をいただくということ

になりましたので、今日は水産海洋技術センターの秋田研究員が来ているの

で、それについて報告いただきたいと思います。 

 

（水産海洋技術センターによるスジアラ及びシロクラベラの資源評価 

及び管理効果について報告）   

 

○金城議長  どうもありがとうございました。 

追加の説明、アンケート。 

○事務局（太田）  アンケートの説明はあります。先に発表に関する質問

を。 

○金城議長  今の報告等に関しましてご質問等がありましたらお願いをい

たします。 

○池田委員  いいですか。 

○金城議長  池田委員。 

○池田委員  説明の中で、東部のほう７号漁業権から１１号漁業権という

ことは金武湾は含んでいるのですか。 

○水技センター（秋田）  はい。 

○池田委員   宜野座、石川。１２号は入っていますか。 

○水技センター（秋田）  １２号も入っています。 

○池田委員  入っている。１１号までしか。 

○水技センター（秋田）  ごめんなさい。１２号も入っています。 

○池田委員  １２号も入っているわけですね。 

○水技センター（秋田）  すみません。説明不足です。 

○池田委員  分かりました。 

○金城議長  他にございますでしょうか。 

 では、特にないようでございます。どうもありがとうございました。 

 続けて、事務局から若干の追加の説明がございます。 

 事務局からお願いします。 

○事務局（太田）  事務局より説明します。 

 議案書の３１ページ、お願いします。 

 今、水技センターの報告にありましたように、ルールをずっと守って、続

けている北部海域では効果が非常に顕著であるということで、こういった結
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果もありますので、できれば継続に向けて、全県に対してアンケートを取っ

て意思を確認したいと考えております。３２ページに前回示したスケジュー

ルで、このアンケートの通知の案という形でありますが、２月８日にもう通

知済みにしています。 

 めくっていただいて、３３ページ、３４ページがアンケートの内容になっ

ています。３３ページは組合が取りまとめて報告用、３４ページのほうは、

各漁業者に伺う様式になっています。質問内容については、３つありまし

て、１番が採捕サイズについて現行ルールに対して制限を厳しくすべきか、

緩和すべきか、現行のままかということを聞いています。２番の対象海域に

ついては、拡大すべきか、縮小すべきか、現行のまま変更しないか。３番の

対象者については、１番に遊漁者を対象にすべき、２番に現行のまま変更し

ないというのを聞いております。 

 めくっていただいて、このアンケートと一緒に３５ページ、３６ページ

に、水技センターからの報告書の資料をつけています。これをアンケートと

一緒に各組合に通知したところです。今、発表いただいた内容を少し絞って

書いたようなものです。 

 ３７ページが現行の指示です。３８ページは関係資料ということで、共同

漁業権の区域図を載せています。これらをセットに各組合に通知したところ

です。 

 ３１ページに戻っていただいて、スケジュールについて、ここにあるとお

りなのですが、このアンケート調査、３月５日を締切りにしています。次の

海区委員会が３月１２日の予定なのでそれまでに取りまとめて、内容を確認

し、各組合から要望があれば説明会とかで意思を確認しながら、海域を拡大

すべきかどうかという検討をして、３月１２日のこの委員会で審議したいと

思っています。 

 以上、報告は終わりです。 

○金城議長  ただいまの説明につきまして、ご質問等がありましたらお願

いします。 

○当真委員  北谷から糸満までの海域の人達は、自主的な動きはないので

しょうか。 

○事務局（太田）  どこからですか。 

○当真委員  北谷から糸満までの、まだ制限されていないところ。 

○水技センター（秋田）  自主的な動きというところだと、北谷漁協さん

のほうは、すでにこの資料を見られて、競り場のほうで同等の自主規制を行

っています。ほかには、読谷さんと糸満さんのほうに関しては、個別に漁協
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向けの説明会は既にやっているのですけれども、漁協側としては、賛同をお

おむね得られていて、前向きに検討をいただいている状況です。ただ、漁業

者の方を招いての説明会というのは糸満さんのほうでしかまだやっていませ

ん。 

○事務局（太田）  昨日、水技センターのほうが港川漁協に行って、一部

の漁業者と職員に対して説明をして、前向きな意見をいただいているという

ことは聞きました。 

○金城議長  他にございますでしょうか。 

○新立委員  いいですか。 

○金城議長  新立委員。 

○新立委員  意見じゃないのですけれども、アンケートを取るときに、そ

の漁業者は潜りの漁業者のほうを重点的に、要するにアンケートをとったほ

うがいいんじゃないかと。刺網とかは、かかったら死んでしまっているか

ら、刺網漁業者はどうしようもないですよね。だから、潜りの漁業者の人た

ちを重点的にアンケート取ったほうがいいということです。誰も彼もとアン

ケートを取った場合は、いいんじゃないか、いいんじゃないかとなってしま

う。素潜りでアカジンとか、釣り人たちは、小さければ逃がすことができる

のですけれども、刺網もかかったら死んでしまうから、目で見て突くという

漁業者に対してアンケートをお願いしたほうがいいんじゃないかなと。魚種

は何ですかと聞いて、アンケートをお願いしてほしい。 

○事務局（太田）  アンケートの通知は出しているのですが、追加で、今

おっしゃったような内容と、あとは、やっぱりよく獲っている方に十分意見

を聞いてくださいということも。 

○新立委員  そうですね。 

○事務局（太田）  併せて組合の方には通知したいと思います。 

○金城議長  ほかにございますでしょうか。 

 藤田委員。 

○藤田委員  今後の課題のところで、遊漁者への適用、気になるところな

のですけれども、これはどういう調査とかされているのでしょうか。 

○水技センター（秋田）  遊漁者に関しての調査ですが、今年度、西海岸

の読谷から糸満漁協さんのほうに、まず、遊漁での釣獲状況の聞き取りを組

合向けに実施しました。それから、遊漁船業者の方に、スジアラが中心にな

るのですけれども、どれぐらいの数が年間獲れているかとか、狙って獲るこ

とがあるかとかの聞き取り調査と、それから、実際に遊漁船に乗船して、実

際の操業でどれぐらい獲れているかというのを、１操業当たり何匹ぐらい、
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どういった数、サイズのものが獲れているかという漁獲状況の調査を実施し

ています。 

○藤田委員  釣りというか、陸からの釣り、マクブとかのほうは。 

○水技センター（秋田）  陸釣りはまだちょっと対応できていないですけ

れども、この対象外の地域では釣り船の釣りでアカジンを狙うことが結構多

かったので、それを重点的に今やっています。 

○藤田委員  ちょっとそれで進めていただきたいと思いますけれども、マ

クブは割と陸の釣りでもいけるかなと思って。何か釣り具屋さんに聞くと。 

○水技センター（秋田）  おっしゃるとおり、マクブに関しては東海岸

で、特に最近、陸からの釣りがブームなので、来年度の事業で検討している

のが、釣り人とか、関係者向けのアンケートと周知、広報を事業の中で検討

しています。その中で関係する釣り人だったり、釣り具店なんかにもアンケ

ートの協力を求めています。 

○金城議長  大丈夫でしょうか。 

 ほかに。 

 照屋委員。 

○照屋委員  今の遊漁船だけの調査といったのですけれども、今、現在、

北部では、シーカヤックとか、２馬力エンジンとか、個人で持っている小型

の船を持っている人結構いるのです。そういった人で、ＳＮＳとかそういう

ので、小型のアカジンを釣ったりとかを載せたりとか結構いっぱいあったり

する。そういった方の調査もどうにかできないかなと。 

○水技センター（秋田）  個別の方に関しては、なかなかアンケートしに

くい部分があるので、来年度、一般向けのアンケートということで、ウェブ

でのアンケートを今検討しています。その委託でそういったアンケートが得

意なところを選定して、そういった、なるべく個人に対しても、広報であっ

たり、そういった情報提供ができるような形で事業ができればなというふう

に考えております。 

○金城議長  他にございますでしょうか。 

○事務局（太田）  ちょっと補足ですが、今、試験場は詳細な調査をして

いるのですけれども、過去にもその遊漁者がどれぐらい獲っているかという

見積りはしていて、一定の影響があるというふうに考えています。試験場

が、今とったデータを使って、遊漁者のインパクトというか、資源に与えて

いる影響とかはある程度見積もることは予定していますので、そういった結

果を踏まえて、パブリックコメントとかをしながら、遊漁者も適用するとい

うことを考えています。来年度なるべく早い段階で、そういった動きができ
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ればなと考えています。 

○金城議長  よろしいでしょうか。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  それでは４番目の報告事項については以上で終わりにしたい

と思います。 

 最後に本日も議員の方に、附帯決議について、お諮りをいたします。 

 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語句の

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  ありがとうございます。そのように決定をいたします。 
 本日の会議、これにて終了でございます。 
 お疲れさまでした。 

 

  令和３年２月１０日 

 

 


