
理部管理課指導監督室

水産庁の漁業取締り

水産庁資源管理部管理課指導監督室



□北海道漁業調整事務所（漁業監督課）
　  〒060-0808  札幌市北区北８条西２丁目　札幌第１合同庁舎１３Ｆ北 電話 011-709-2382

□仙台漁業調整事務所（漁業監督課）
　  〒983-0842  仙台市宮城野区五輪1-3-15 仙台第三合同庁舎 電話 022-291-2774

□新潟漁業調整事務所（漁業監督課）  

 　 〒950-0909  新潟市中央区八千代1-5-15 電話 025-248-3303

□境港漁業調整事務所（漁業監督課）  

　  〒684-0034  境港市昭和町1番地先 みさき会館 電話 0859-44-3682

□瀬戸内海漁業調整事務所（調整課）  

　  〒650-0024  神戸市中央区海岸通29番地 神戸地方合同庁舎 電話 078-392-2284

□九州漁業調整事務所（漁業監督課）  

　  〒812-0031  福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎 電話 092-273-2005

□内閣府沖縄総合事務局（林務水産課）  

電話 098-886-0031
 

□水産庁資源管理部管理課指導監督室  

　 〒100-8907  千代田区霞が関1-2-1 電話 03-3502-0942

　水産庁では、本庁及び全国７カ所の漁業調整事務所（＊沖縄は内閣府沖縄総合事務局）に３９
隻（２０１２年３月現在）の漁業取締船と航空機を配備し、我が国周辺水域や遠洋水域の取締り
を実施しています。近年は、新協定の発効に伴い、韓国、中国漁船など外国漁船の取締り比重が
大きくなっており、外国漁船の操業状況に即応して、特定の海域に漁業取締船及び航空機を重点
的かつ迅速に配備するなど、柔軟かつ機動的な取締りを行っています。

 　 〒900-0006  那覇市おもろまち２丁目１番１号　那覇第２地方合同庁舎２号館

水産庁の漁業取締

[取締体制]

北海道事務所 

 新潟事務所 

 仙台事務所 

 水産庁本庁 

瀬戸内海事務所 

 境港事務所 

 九州事務所 

 沖縄総合事務局 



    150t型高速漁業取締船（左上）

    499ｔ型漁業取締船（右上）

    1000ｔ型漁業取締船（右中央）

    2000t型漁業取締船（右下）

    セスナ172P（右）

    セスナC560（下右）
　
    ビーチB200（下左）

水産庁の漁業取締

   [取締船・取締航空機]



□外国漁船

①ロシア漁船

山口県沖の日本海で操業する２そうびき沖合底びき網漁船

　ロシア漁船については、１９８４年に締結
した日ソ地先沖合漁業協定に基づき、北海道
から三陸沖の太平洋岸にかけて、主に大型ト
ロール漁船によるイトヒキダラの漁獲が行わ
れています。（２０１１年許可隻数枠１０１
隻）

岩手県沖の太平洋で操業するロシアトロール漁船

  我が国の漁業は、農林水産大臣が許
可をする指定漁業（２０１１年許認可
隻数１，７３８隻）や都道府県知事が
許可をする知事許可漁業などがありま
す。
　これら漁業は、資源保護及び漁業調
整を目的とした種々の操業規制の下で
営まれています。

先島群島北方で漂泊中の台湾はえ縄漁船

　台湾漁船については、国連海洋法条
約批准後、民間協議を通じて操業秩序
の確立等について協議を行っています
が、合意には至っていません。このた
め、我が国ＥＥＺで台湾漁船が操業を
した場合は無許可操業となります。台
湾漁船は主に、東シナ海での底びき網
漁船や沖縄及び小笠原諸島周辺海域で
のはえ縄漁船、刺し網漁船などによる
違法操業が確認されています。

②台湾漁船

我が国周辺における漁船の操業状況

□日本漁船



  また、新日中漁業協定においては東シナ海の中央部等に「暫定措置水域」等を設けており、こ
の水域においては、相手国の漁船に対して自国の漁業関係法令を適用せず、沿岸国の許可が無く
ても操業が出来ることとなっています。

  中国漁船については、新日中漁業
協定に基づき、九州西方海域におけ
る底びき網漁船による操業と、日本
海におけるいか釣り漁船による操業
が行われています。（２０１１年許
可隻数枠５８隻）

   また、新日韓漁業協定においては日本海の一部と東シナ海の一部に「暫定水域」を設け、こ
の水域においては、相手国の漁船に対して自国の漁業関係法令を適用せず、沿岸国の許可が無く
ても操業が出来ることとなっています。

我が国周辺における漁船の操業状況

④中国漁船

東シナ海で漂泊中の韓国はえ縄漁船

  韓国漁船については、新日
韓漁業協定に基づき、九州西
方から山陰沖の日本海にかけ
て底びき網漁船、まき網漁
船、いか釣り漁船などによる
操業と、北太平洋におけるさ
んま棒受け網漁船による操業
が行われています（２０１１
年漁期（※）許可隻数枠
８７０隻）。※韓国漁期＝
２０１１年３月～２０１２年
２月

③韓国漁船

東シナ海で操業中の中国底びき網漁船



　

[水産庁による外国漁船の拿捕件数推移]

韓　国 中  国 台　湾 合　計
2007年 11 1 1 13
2008年 18 2 0 20
2009年 12 3 2 17
2010年 13 1 6 20
2011年 11 0 1 12

　

レーダーマストを高く
して漁業取締船の接近
をいち早く察知しよう
としている韓国漁船

  最近の外国漁船による違法操業は
悪質かつ巧妙化しています。取締船
がいる間は我が国との中間線の至近
で操業し取締船がいなくなった時に
日本側に侵入し違反操業を繰り返し
ています。また、我が国ＥＥＺで無
許可操業をしたり検査を拒否し、追
跡を妨害しながら逃走するといった
事例も後を絶ちません。

  こうした悪質な違反や、逃走して
拿捕に至らなかった漁船に対して
は、操業許可の取消等の厳しい処分
や、相手国の政府に外交ルートで通
報し改善措置や厳重処分を行うよう
申し入れています。

逃走する台湾漁船に音響閃光弾を投てき

違反の現状と取締の実績
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沖合底び
き網

大中型ま
き網

日本海べに
ずわいがに

かじき流
し網

小型底び
き網

その他 合計

2007年 5 1 2 2 9 4 23
2008年 2 2 3 13 3 23
2009年 5 1 17 23
2010年 7 1 13 4 25
2011年 1 11 3 15

    逃走する密漁船（近赤外線カメラにて撮影）

　　　　　　　[水産庁による日本漁船の検挙件数推移]

違反の現状と取締の実績

　一方、日本漁船に対する
取締りでは、２０１１年に
おいてかじき流し網漁船１
件、小型機船底びき網漁船
１１件、その他３件を検挙
しています。
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             　　 ９mの壁を登る

　立入検査は、漁業許可を与えられた
者がその内容を遵守しているかを確認
したり、違反の疑いがある漁船を検査
したりする行為です。
　この立入検査から違反を発見し検挙
に至る例が多く、大事な取締活動の一
つとなっています。

冷凍魚倉内のイトヒキダラ製品

冷凍魚倉内での漁獲物計測作業

違反の現状と取締の実績

 [立入検査]



 危険を伴う夜間の立入検査　　　　

違反の現状と取締の実績

             漁獲物の重さを量る　　　　　　

デッキ上に引き出した漁具の検査　　　　

袋網の網目の計測

　 操業が行われている時間帯にあわ
せて漁船の立入検査を行うこともあり
ます。



     [漁具押収]

我が国ＥＥＺ内では、外国漁船により不法に設置される漁具（密漁漁具）は後を絶たちません。
そのような漁具は、発見次第裁判所より令状を取得し、取締船により押収します。

              倉庫いっぱいの押収漁具

ロープの長さを測る

 [水産庁による外国漁船密漁漁具押収推移]
件数 刺し網 はえ縄 かご漁具

2007年 40     81km    80km  29,751
2008年 35     57km    66km   6,909
2009年 35     44km    15km   8,793
2010年 29     38km     8km   2,615
2011年 25     33km     4km   8,190

　

 

ブイの大きさを測る

違反の現状と取締の実績



            日韓漁業取締実務者協議（2011年 東京）

           日露取締専門家会議　（2011年 札幌）

[漁業関係国との協議を強化]

関係国との協議・関係機関との連携

　漁業関係国とは、外交ルー
トを通じた協議を実施してお
り、特に、新日韓漁業協定、
新日中漁業協定の発効後は、
日韓、日中間で双方のＥＥＺ
に関して、相互入漁の操業条
件等を協議するための共同委
員会や違反漁船の状況に係る
情報交換及び違反操業の再発
防止に向けた取組みを推進す
るための漁業取締実務者協議
を開催しています。



　近年、悪質化・広域化して
いる外国漁船の違法操業問題
に対処するためには、水産庁
及び海上保安庁が一層連携を
強化し、効率的かつ効果的な
取締りを図っていく必要があ
ることから、２００５年より
両庁長官が出席のもと、外国
漁船取締対策会議を開催して
おり、２０１０年２月の会議
では、取締りの連携強化、情
報共有の推進等について意見
交換が行われました。

関係国との協議・関係機関との連携

 外国漁船取締対策会議（2006年 東京）

[海上保安庁との連携強化]

[国際関係機関との連携]

　条約水域における違法
操業を根絶するため、加
盟国間で情報交換を緊密
化するなど協力関係の強
化を図っています。

     北西太平洋遡河性魚類委員会　（2011年 カナダ）



　
  

 

東日本大震災の対応
～救助支援活動について～

 宮城県牡鹿半島の救援物
資の運搬が十分でない地域
に対しては、多くの漁船と
協力し物資を運搬しました。
また、併せて漁村被害を調
査しました。 

 水産庁の漁業取締船は、
被災現場で海上保安庁と連
携して捜索活動を行いまし
た。また、岩手県釜石港や
宮城県石巻港などを拠点に、
自衛隊と協力して食料、医
薬品、軽油、Ａ重油などを
輸送しました。 



東光丸　座礁した貨物船乗組員を救助
～海難活動について～

 平成２４年１月２２日午後１
時３０分頃、水産庁漁業取締船
「東光丸」は、玄界島付近海域
において、座礁した貨物欄「長
春丸（ながはるまる）」からの
救助要請の無線を傍受、直ちに
現場に向かい、取締艇を降下さ
せ浸水のため大きく傾斜し沈没
の恐れのある長春丸から乗組員
６名全員を救助しました。 

 平成２４年１月３０日、
この行動に対して、福岡海
上保安部長より感謝状を贈
呈されました。 

 
（右）取締艇で座礁した 
   貨物船に向かう 
   東光丸乗組員 
 
（上）救助した貨物船 
   乗組員を東光丸に 
   乗船させている 
 
【写真提供】 
  第七管区海上保安本部 



水 産 庁 
http://www.jfa.maff.go.jp 
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