
第３回 遊漁船業の適正化に関する法律の見直し検討会

－ 議事録 －

１．開会

（略）事務局：

下川委員、宮原委員欠席の紹介

２．議題

資料確認（略）事務局：

それでは、本日の議事の進め方でございますが、これまでこの検討会でいろいろ議論を座長（來生委員 ：）

してきたものが取りまとめ案ということで提示されております。本日は最終回ということでございますので、

活発なご議論をお願いしたいと思います。

まず、事務局から資料説明を一括して受けて、その後討論をするという形で進めたいと思います。資

料１につきましては、前回の資料に第２回の意見と今後の対応の方向を加えたもの、資料２につきまして

は、本検討会の取りまとめ案ということで作成をしたものでございます。

それではまず、事務局から資料の説明をお願いいたします。

資料説明（略）事務局：

今、通しで説明をしていただきましたけれども、まず資料の１と１－２の関係で、前回の宿題といいます座長：

か、いろいろ都道府県のご意見やこの席上でいただいた意見の採否というか、その整理をしたということ

で、否については４つの理由のもとでいろいろな整理をしたということでございます。この資料について何

かコメントがありましたら、まずこちらからご意見をいただきたいと思います。

何かございましょうか。特に否になっている部分で、何かここは気になるというようなところがございまし

たら。

これだけ見ても、ある意味で仕方がないと言えば仕方がないので、取りまとめ案のほうでいろいろ自由

にご発言をいただき、必要があれば資料１ないしは１－２にさかのぼって議論をしていただくということの

ほうが効率的かと思いますので、じゃ全体どこでも、結局どこでもいいということでもありますが、特に取り

まとめ案、ご意見がありますればご発言をいただきたいと思います。どうぞ。

この前から話題になっております名簿の件なんです。登録者の名簿、それから業務主任者の名來田委員：

簿、それからもう一つは業務規程の内容のチェックといいますか、そういうふうなものの閲覧といいます

か、そういうふうなものについて、この取りまとめ案に別段追加する必要はないと思うんですけれども、こ

れからのためにちょっとご記憶いただきたいというか、現状の、現実の状態として、名簿が公開されている

県は５つにすぎないということでしたけれども、それをもっと広げる方法はないのか、それに対する具体的

な水産庁からのこれからの働きかけがおありでしたら、まずそれを聞かせていただきたいということなんで



- 1 -

すが。

名簿の公開ということでございますけれども、もちろんこれまで同様、都道府県のほうにはインター事務局：

ネットで公開したほうが利用者の便にいいんじゃないかという呼びかけはするつもりなんですけれども、

前回野口委員からありましたとおり、例えば利用者にとっては、ある県に行って、そこに目的とする船名

があるかどうかというのは、かなりどの県も深いところにあるんです、名簿自体は。それをリンクするのがい

いかというと、どこの県かわからなければむしろやっぱりどこかで一括して表示したほうがいいんではない

かということで、水産庁なり全国協会のほうでいろんな施策が打てればなというのが今のところの希望とい

うか思いです。

その際に、今調べようとしたときに、県によってばらばらなんですけれども、割合としたら恐らく７、３野口委員：

ぐらいだと思うんだけれども、３割ぐらいの業者がいわゆる船名からは引けない、見られないという場合が

結構あるんです。自分の乗る船を調べようとしたときに、例えば何とか丸というので引いていくと、それが

なかったりする場合があるわけ。そのときは登録業者だったりして、あるいは事業所の名前だったりする

場合もあるんで、これはやっぱり両方書いたほうが一番いいんだけれども、船の名前あるいは船宿の名

前というものを必ず載せてほしいなと。今おっしゃったように、とにかく階層が非常に深くて、５つの府県も

実際調べようと思っても、ほとんど行き着かない人がほとんどだと思うんです。だとすると意味がないん

47で、一番理想的なのは、どこかで水産庁がやっていただければ一番いいんだけれども、そういう全国

都道府県すべてをどこかで閲覧できるようなものをつくっていただくのが一番いいだろうと思います。

今の野口さんの発言ともよく似たようなことなんですが、要は遊漁船業者として漁業者とは別に、來田委員：

比較的各スポーツ紙なんかで取り上げられている業者というのはよくわかっているわけです。ところが、突

然、ここでも遊漁船をやっているんだよということで、我々が検索してそれがちゃんと登録されておるかど

うか、それをチェックする資料がないわけです。ですから、例えば唐突かもわからないけれども、業務主

任者を統括しておられるというか資格を出しておられる全国遊漁船業協会さんとか、そういうふうなところ

で名簿をちゃんとしっかり把握していただいて、それからそれは業務主任者です。それからもう一つは遊

漁船業者も把握していただくという方法。

それからもう一つは、遊漁船業者の団体というのが、漁業組合さんに加入していらっしゃるところとそう

でないところという２つの性格があるわけです。一般の釣り人からはどちらでもいいことなんですが、全漁

連さんの組織網を使ってというか利用させていただいて、もうちょっと積極的に漁業者との兼業の方々の

リストアップというか、そういうことも含めて、何か前向きに考えられないかなというようなそういう、ですから

取りまとめ案とは関係なしに先のこととしての話としてお聞きください。

ご要望をいただいたということで、水産庁においても検討していただくということだと思います。座長：

ほかに何かございましょうか。

今後の方向性の４の業務規程の（２）④救命胴衣着用の努力義務を明記としてはどうかというの増田委員：

は、これはどういう意味合いになるんですか。どうかというのはだれに言っておるんですかね、これは。
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どうかというのは水産庁にいただいている部分だと思っています。その「何々すべきである」という表事務局：

現と「何々してはどうか」という２種類の表現を少し使い分けているんですけれども、「すべきである」という

のは、これが間違いなく一番いい方法だろうという表現のときに書いております。それで、「どうか」という

のは、こういう項目を検討してどういう施策に持っていくかというのは、水産庁なり関係行政機関で考えな

さいというふうな表現として整理しているつもりです。

努力義務につきましては、それをどちらの表現にするかというのは、またどちらでもいいような気もしま

すけれども、少し前回も議論がございましたので、どの表現方法が一番いいのかというのを少し、もし提

言いただければこの後検討していこうかなと思いまして「どうか」にしております。

よろしゅうございますか。水産庁に対する縛りの強さで「べきである」というのと「どうか」と使い分けてい座長：

るという心でございますが、逆に「どうか」部分を「べきである」というふうにするかどうかという、そういう問

題があるのかなという気もいたしますが。

具体的には、水産庁長官通知の業務規程というところで水産庁のほうで整理されて、また各県に増田委員：

流すんじゃないかという気はするんですけれども、そこのところにどういうふうに書き込むのかなという感じ

がするわけです。努力義務を明記してはどうかというのは、これは検討した結果どこにも書かないというこ

とがあるわけですか。

具体的に言うと、 ページの別表９ですね、安全の確保のため、船長及び業務主任者が遵守す事務局： 84
べき事項というのがございまして、この一般的事項の中に、３番目と４番目、こちら船舶職員法で縛りがあ

ります 歳未満とあとその下の気象、海象の悪化したとき、こちらについては着用させますという表現に12
なっております。これは法律どおりです。これに加えまして、構想としては暴露甲板にいる場合は救命胴

衣を着用させるよう努めるというのが海上運送法と並びの表現になりますので、それをご賛同いただけれ

ば、ぜひ書くべきではないかと思っています。

ということでございますが、いかがでございましょうか。座長：

海上運送法の例というのはどういう表現になっているんですか。増田委員：

海上運送法、これは国土交通省さんのほうでつくっている、これもやっぱり例なんですけれども、事務局：

安全管理規程の中の作業基準で、（１）暴露甲板に乗船している旅客には救命胴衣を着用させるよう努

めることというのが船長の講じなければならない措置として明記してございます。

ありがとうございました。増田委員：

よろしいですか。特にこの場で強い反対がなければ書く方向で検討をしたいということでございます座長：

が、それではそういう、この「どうか」はそういう意味だということでご理解をいただいて。

ほかに何かございましょうか。どうぞ。
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先ほどの來田委員、野口委員のお話に付随してなんですけれども、実際に私も５県も含めて調秋月委員：

べてみましたけれども、本当に見つからないんです、やはり。よっぽど暇なときじゃないと検索もやってい

られないみたいなものしか、はっきり言ってないんです。５年前にやっぱり改正をして、登録制にして、皆

さん登録ナンバーはお持ちですよね。例えば普通の検索方法であれば、ナンバーから船名から船長名

から、あと港からとか、そういう多方面から本来は検索できないとおかしいものではあると思うんです。実

際に、じゃ何のために登録ナンバーをつけたんですかというふうな疑問がわいてくるようなところもあるん

ですけれども、ナンバー自体が活用されていないんじゃないかなというのも私は感じているんです。確か

に本当に遠くから見てどこの船でどこの所属かというのはわかりやすくはなりましたけれども、ただそれだ

けのものではないはずなので、安全面と、あと実際に遊漁船業の適正化ですから、遊漁船を営んでいる

方にも、あと私たち利用者に関してももっと利便性を高めるように、そういった策を本当に国主導のもとに

進めていただきたいと思いますけれども、これは希望ということでお願いします。

大変貴重なご指摘で、その方向で大いに努力をしていただくということだと思います。座長：

ほかに何かございましょうか。どうぞ。

大きく分けてちょっと２つ意見を言いたいと思うんですが、一つは救命胴衣の、これは最近では浮宮澤委員：

力要件の緩和ということがあって、救命胴衣と必ずしも言わないようですけれども、救命衣と呼んだりして

いるようですけれども、そういう簡易なものでも着ていると着ていないとじゃ明らかに生存率等が違うという

ことでしたので、これはやっぱりぜひ先ほどの努力義務というか、これは記載するべき、僕は当然で、表

現としても、「するべきである」という表現が望ましいと思います。ただそれを、僕は業務規程の中で、業務

主任者が遵守すべき事項の中で触れるというにとどめずに、周知義務のところにもきちっと入れたほうが

いいんではないかという気がします。今のところは、たしか救命胴衣の保管場所を掲示、周知するだけに

なっていますね。そうではなく、着るべきだということをやはり掲示すべきなんだと思うんです。だから、周

知するべき内容に加える方向は、これは「すべきである」とまではいかないけれども、検討してはどうかと

いうふうに思うんですが、いかがでしょうか。

着用することというのは、磯などの上においては救命胴衣を着用することという表示がなされるんです

けれども、磯だけでいいのかということに見えるんです。だから、ぜひそれは加えていただけないかという

気がします。それが一つです。

２つ目は、新しく加えられました優良な業者とか優良な団体の評価ということ、これも私、多分そういう

意見を言ったのでもちろん賛成なんですが、その際の優良とかいう場合の判断についてちょっと若干資

料をつくったので、やや時間をいただいて説明させていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。

ちょっと手書きで大変恐縮なんですけれども、来る途中もう一度、一昨年度に行われましたこの「遊漁

船業等適正化対策推進事業（遊漁船等安全対策）に関する報告書」というものを再読しました。この報告

書の中で全国 の地区の調査が行われているようで、内訳は、北日本が８、西日本が となっていま18 10
す。それで、その調査結果一つ一つの地区の報告書を読んで、ちょっと分類整理してみたんですが、組

織化の状況は、西日本も北日本も比較的組織化はされているようです。ですが、その組織が有効に機

能しているかどうかがやはり問題なんだと。組織化を進めるという課題が一方で重要だとは思いますけれ
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ども、組織をいかに機能させるか、あるいは機能している組織というのはどういう組織で、何を基準に優

良と評価すべきかというあたり、やはりもう少し突っ込む必要があるかというふうに思いました。

それで、２つ重要と思われる事項について各地区の状況を整理しましたのが、一つはライフジャケット

です。ライフジャケットについては着用が ％近いという地区も実は結構あるということがわかりました。100
これを読んでいて多少感心したということなんですが、それから着用状況はかなりよいと。これは、年々よ

くなっているとか、かなりの人が着ているとか、そういう地区です。それから、着用は不十分だけれども、

乗客に呼びかけているという地区、これを入れますとほとんどと言ってもいい。けれども、西日本を中心

に、暑いせいなんでしょうか、着用状況が悪くて呼びかけもしていないというような地区がまだやはり残っ

ているということです。

それから、出航中止基準について見ますと、統一的な基準を設けているというのが１番と２番で、これ

も実はかなりあるということがこの調査の限りですけれどもわかる。ですが、基準はあるけれども、判断は

個々別々であるというのがかなり多いということです。

つまり、ライフジャケットにしても出航中止の問題にしても、団体の取り組みの姿勢というか取り組み

方、これが内容をかなり左右しているというような印象を持ちました。例えば着用が徹底しているケースの

具体例を言うと、 ％近いという具体例を言うと、総会で決議している、それから月々必ず抜き打ち検査100
をやっているとか、これは自主的にですね。それから、海上保安庁のモデル地区になっているとか、海上

保安庁がモデル地区に指定すると、しょっちゅう点検に来るということがあるそうですし、またモデル地区

になったということが自覚を促しているという側面もあるようです。

そのような事柄は、当然、全国共通する要素なんだと思うんです。つまり、救命胴衣を一生懸命着せよ

うという努力は個々人に任せて努力義務というふうにうたってみても、個人でそれを一生懸命言うと客が

遠のいたりして、余りうるさく言うおやじのところにはお客が来ないみたいなことになりかねない。だから、

これは個人ではなかなか徹底できないんだというふうなこともあるかもしれない。とすると、やっぱりこういう

団体的な、組織的な取り組みというのを促すような、あるいは組織的に取り組みの中身を深めていくよう

なそういう検討がやっぱり必要なんだろうと思いますし、そういうことをやっている地区については、例え

ば出航中止基準の地域統一基準がありますよと、これは漁船のトン数階層別でも構わないですよ、もち

ろん統一基準というのは。しかも、それはただ個別判断ではなくて、みんなで協議して、きょうは出ないよ

うにするべというようなことを決めているような地区、こういうのはやはり現場をちゃんと把握するのが大変

かもしれませんけれども、そういうことをやっているかやっていないかということを報告させるなどして、そう

いうことをやっているという地域は、インターネットの、全国、今１本のホームページをつくったらどうかとい

う案がありましたけれども、そういうのに載せるとか、そういう優秀な組織はやっぱり統一基準で、全国統

一基準で優秀であるかどうかわかるような、そういうホームページでの評価の仕方というのを検討してはど

うかということです。

少し長くなりましたけれども、前回そのような意見を言いましたので、少し敷衍して述べさせてもらいま

した。以上です。

第１点のライフジャケットの表示義務化はどうでございましょうか。座長：

第１点のライフジャケットのほうで、宮澤先生おっしゃるのは ページの別表８ですか、こちらに明事務局： 83
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記してはどうかというご意見でよろしいですか。

そうです、そうです。宮澤委員：

だから、掲示の中に、例えば暴露甲板にいるときにはなるべく着るようにしましょうみたいな表示は、当

然努力義務に入れるんであればあっていいんではないかということです。

それをあわせて、とにかく着用率が上がるように努めるのが義務であるということですね。事務局：

そうです。宮澤委員：

ありがとうございます。ぜひ取り入れていきたいと思います。事務局：

２点目のほう、業者団体を評価するに当たってこういう視点もあるというご指摘だと思います。もしかし

たら本来事務局が用意すべき資料かもしれませんけれども、どうもありがとうございます。

今日ご欠席の宮原委員のほうからも、マル適マーク、改正前まであったマル適マーク、これの復活と

いうのが、ちょっと今さらという感じですけれども、それに近いような形で何か評価していけばいいんじゃ

ないかというご意見もいただいておりまして、それで９の②、追加した事項でございますけれども、これの

具体策については宮澤先生のご意見を入れてぜひ考えていきたいと思います。ありがとうございました。

はい、どうぞ。座長：

今、組織化の話が少し出ていたと思うんですけれども、当初言ったように、遊漁船の８割は漁業者安達委員：

で、漁業協同組合に入っているという中で、うちの県の例なんかで言いましても、組合の中にいわゆる遊

漁船部会というのをつくっているところというのは非常に少ないんです。

今、今日本当は全漁連、宮原さん来られていると一番いいんですけれども、要するに全漁連としても

漁協指導の中に強くそれを入れてほしいなと思います。そういう遊漁船部会というのがないとやはり組織

というのがうまくいかないんじゃないかな。その組織の頭として全遊協みたいなのが一つあってという形を

つくらないと、ただ単に漁業協同組合に入っていないから団体をつくって一応組織化しているといって

も、８割方は逆に組織化されていなくて形だけ漁協と。漁協の中ではなかなか遊漁船の指導はしていな

いんです。そこらが少し非常に現実と乖離しているのかなと思っています。

ですから、組織化、組織化のトップというのはやっぱり全漁連がきちっともう少し指導していくべきかな

というふうには思います。ちょっといないんで非常に申しわけないんですけど、あと、ちょっと今のところ利

用者の安全とかそういう面での話をずっとしてきたものですから、最初に発言するのは控えていたんです

が、例の登録拒否要件の話をちょっとさせていただきたいんですが、要は僕が言っているのは、８割方が

漁業者と兼業しているところとも絡むんですが、やはり登録拒否というのはしなければならないようになっ

ているんです。しなければならない要件の中で、漁業にかかわる部分のところが入っているというのがち

ょっと異質な感じがして仕方がない。やはり行政処分であれば、軽重かけられるんではなかろうかという

んですが、しなければならないというのは行政処分、軽重も何もなくて、とにかく拒否しなきゃいけないと。

一たん拒否すると２年間は営業してはならない。これは本来、最初に言うとちょっとおかしくなるので言わ
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なかったんですけど、利用者の安全からいえば当然の話です。ただ、漁業法とか資源保護法が入って

いるというのは、おそらく遊漁船業というのは漁業と対立しているからそこの調和が要るという部分だと思

うんですけど、現実からいえば８割方漁業者なんです。要するに、自分たちの中でけんかしているような

話なんで、本来漁業に関する部分は漁業法だけできちっと指導していけばいいわけで、ちょっとその辺

は法律の文章的に変えるのは非常に難しいかもしれませんけれども、すべてをしなければならないように

するのか、一部はすることができるというような変更ができないのかなというのが意見です。

何かなかなか難しいですね。座長：

おっしゃるとおりなかなか難しい部分なんですけれども、先ほどの登録に関する法律、 幾つ並べ事務局： 10
たんですけれども、これは一部はできて一部はだめというのはないんです。やはりすべて登録拒否の要

件になってしまいますので、そういう並びでなかなか難しいというのが一つと、あと実際に漁業をされる方

にかかるのは、比率は多いと思うんですけど、やはり漁業法というのは漁業調整に関する漁場の利用の

調整に関する法律だと。もう一つの水産資源保護法が資源管理というものを意識を高く持ってくださいと

いう法律であるとすれば、理念上なかなか外しづらいところもございまして、この構造だとちょっと難しい

かなというのが現状です。ですから、ぜひ登録の２年前になったら気をつけていただきたいというのが実

際のところかと思います。

なかなか苦しいところですが、仕方がないのかなという感じだと思いますが。座長：

ほか、何かございましょうか。はい、どうぞ。

今のお話ですけれども、この遊適法について、遊漁船業者の団体をつくっていくのが望ましいの芳野委員：

か、今おっしゃった漁業組合の部会制でいくのが正しいのか、遊漁部会というのは、今お話があったよう

に、全般に ％いるわけですが、私のところにも漁業組合の部会制がありますけれども、この部会制とい80
うのは全く遊漁に対して指導力はゼロです、組合そのものが。本来ならば、部会というのは漁業組合長

が責任者であって本来は指導すべきものであると思うんですが、全くしていません。それで、形としてこの

遊適法がいいのかどうか、どっちを選ぶのか、両方でいくのか、今まで 年両方でやっても埒が明かな20
い。これから今後どうしたらいいのか、そこらを煮詰めていただきたいなと私は思っております。これはや

はり我々の団体の望む、いろいろ同じ同業者の意見を交えての話ですから、自分は遊適法を生かすに

は、どういう形が望ましいかという意見なんですけれども、水産庁のご意見をお聞かせください。

前回の委員会で野口委員のほうから、千葉県は非常にうまくやっているんじゃないかというご意見事務局：

があって、前回の委員会の後に千葉県も含めていろんなところの意見を聞いてきたんですけれども、結

論を言うとケース・バイ・ケース、地域によって遊漁船部会が機能するところもあるでしょうし、例えば千葉

県の例で言うと、あそこは遊漁船部会自体は少ないんですね。ところが、漁協自体が少し小ぢんまりして

いる面もあるんですけれども、漁協自体が指導力を発揮しているという話を伺って、もちろん結局その地

区に応じた形で、先ほど宮澤先生が言われたような出航中止基準やライフジャケットの徹底化、それを

地区で統一していければ成果が上がっていくんじゃないかと思っています。だから、どの形がベストであ
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るというのは全国統一で言えるものではないかと思いますというのが一つ。

それからあと、どうやって組織化を進めていくかという点につきましては、やはり何らかのメリットを少し

でも見せないと皆さん加わっていただけないんじゃないかなというところがございまして、それが先ほどの

評価の部分も含めた、情報公開に加えて評価も含めた情報の公開で、あと安全講習をどうやって進めて

いくのかというのを考えていったときに、少しメリットを感じていただければ少しは進んでいくんじゃないか

なという思いがあります。

私のところの漁協は海匝漁業協同組合ですけれども、私ども遊漁船については、漁協の指導体芳野委員：

制は漁業優先なんです。というのは、まだまだ漁業が立派に健全に営業が立つ地域でありますから、何

か私どもの遊漁船に対してはいかにも連れ子みたいな、そっちのほうへ行っていろというような、そんな

形が現在も続いております。これで私どもの遊適法が有効になっているのかということを私いつも組合で

話をしますけれども、仮にうちの漁協では２カ所水揚げ場所がありまして、１カ所は小型船のシラウオを揚

げますけれども、このシラウオを水揚げしまして入札しまして、空だるを２時間も待っています。私どもが

入港、 時半ごろ入ってきて、お客様を岸壁に上げるのに船で５杯も８杯も 杯も釣った魚を重いのを12 10
持って岸壁に上がる。これでけがしたらだれの責任だといっても、漁協は埒が明かない。

こういうことで、我々の業界がいいものか。私どもは漁協に対して１人お客様 円協力費を組合に上200
げているわけですから、漁業者も遊漁船業者も同じ海を利用する立場と思うんですけれども、組合の姿

勢がいまだにそういう漁業と遊漁の差別をしている。私のところはたまたまそういうふうに私は見えるんで

すけれども、そういう地域もいっぱい地方にはあると思いますので、水産庁の指導力を持ってこういう差

のないような港の使用・利用方法をお願いしたいと思います。

今お話にもあったように、それぞれの地域の実態との関係で何がよいかと、なかなか判断の難しいとこ座長：

ろでもあって、それぞれの内部での努力をしていただくということと、必要に応じて水産庁が指導すべき

は指導していただくということの組み合わせなんだろうと思いますが、何といっても地域の実情を前提に

して、それぞれの地域での内部努力というのをしていただくというのが出発点だろうと思いますので、結

局そういうことなんでしょうかね。

ほかに何かございましょうか。はい、どうぞ。

今のお話なんですが、私の知っておるところで、いわゆる遊漁船業者が漁業組合の組合長を兼來田委員：

ねているというようなところが結構あるんです。じゃ、遊漁船に対する理解というか、そういうふうなものをう

まくやっているかというと、全く違う顔を使い分けるわけです。ですから、これはやはり全漁連さんなんか

にお願いして、現在の漁業者の方々の遊漁船に対するスタンスというか、これは多分に気分的な問題も

多いと思いますけれども、ご理解を求める機会というのをおいおい作っていただく、あるいは私どもが努

力してご理解いただくようにお話に行くべきなのかもわかりませんけれども、やはり時代の流れと呼応し

て、そういうふうな努力を利用者側もやっておかないといけないなというふうに思っております。

いずれにしても、息の長い取り組みで着実に改善を積み重ねていくということなんだろうと思いますの座長：

で、それぞれの関係の部署においていろいろな努力を積み重ねていくように、そういう指導を水産庁もし
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っかりしていただくようにということだろうと思います。

ほかに何かございましょうか。はい、どうぞ。

先ほどから出ている組織化の推進の話なんですけれども、登録申請時に業務規程の概要の提出増田委員：

を具体的には案を出してもらって指導するというお話がありましたけれども、そのときに、この所属してい

る団体というのを書く欄がありますよね。ここをしっかり入って書いてきなさいよという指導もできるんじゃな

いかと思うんですけれども、メリットだけ言っていても、自主的に入ってくるもの以外入らんわけですから、

そういう方向もあるのかなという気が一ついたしました。

今のはご指摘をいただいたということで。座長：

ほか、何かございましょうか。はい、どうぞ。

「利用者名簿について」というところの「課題」と「方策の方向」というのがあるんだけれども、最野口委員：

近、以前に比べると大分改善はされていて、乗船名簿、要するに旅客船の場合、乗船名簿を書かないと

絶対乗れませんよね。だけど、釣り船の場合にはむしろ書けと言われるほうがまれだったケースがずっと

続いていたわけです。この法律が５年前にあれになってから、自覚のある人たちはちゃんとつけてくださ

いよという話をするんだけれども、いまだに、おそらく半分、地域によって大分違うんで一概には言えな

いんだけれども、僕の印象では半分ぐらいの船宿さんは旧態依然として、乗船名簿、例えば万が一、仮

に自分の船がひっくり返ったとき、極端な話をすると、何人乗っていたかもわからないところももしかすると

あるかもしれないと、氏名以前に。そういうのは今現状としてまだ実はある場所も結構あるんですよね。東

京湾内なんかではほとんど今なくなってはきていますけれども、その乗船名簿の中身以前に、まずつけ

ろということを、これは自覚の問題なんで、法律以前の問題だとは思うんだけれども、命を預かっている商

売だということをもう一度自覚してもらって、乗船名簿は最低限のルールとしてつけなさいと。旅客船は乗

れないんですから、釣り船も当然乗れないというふうに思わなきゃいけないんだけれども、なかなかそこま

でいっていないのが現状だということ、そこを何とかうまくできないものだろうかと兼ね兼ね思っているん

ですけど、万が一そういう事故が１回あれば、これはそこで周知されるんだろうけれども、それを待ってい

る必要はないわけで、何かその方法はないんだろうかなと。

何かお答えがございましょうか。座長：

都道府県が立入検査をするときに、真っ先に見やすいのが、遊漁者の登録票を掲示しているの事務局：

と、もう一つは利用者名簿だと思いますので、本当にまめにやっていただいている県の場合は周知がだ

んだん進んでいるんじゃないかと思います。だからあとは、もちろん水産庁のほうでも今回利用者への制

度の周知というのを図っていこうとしているんですけれども、やはり都道府県による立入検査というかどう

か、確認のときにぜひ進めていっていただきたいなという項目ではございます。年数を経るに従って周知

されていくんだと思います。

おっしゃるとおりで、千葉県は非常にちゃんとしているんです、ある意味で。ついこの間、金曜日野口委員：
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も僕、ある船宿さんに行ったんだけれども、小さな仕立て船でも乗船名簿、それを仕立て船をチャーター

してくれたところでちゃんと書かせる。そういうことがきちっとしているんだよね。ところが、代表が、神奈川

県なんか行くと、意外と名前も聞かれたことがないということが実は何度もあって、もしおれが落ちたらどう

なるのというのが現実問題としてはいまだにあるので、県によってできるところはちゃんとあるわけだから、

右へ倣えでみんなそうしていただければなと。

神奈川県でございます。まことに申しわけない。やはり我々も、先ほど言われました、うちのほうは米山委員：

立入検査とは言っていませんけれども、実態調査みたいな格好で行くと、そういう業者さんはかなりやっ

ぱり緊張して、しっかり物を整えなくちゃということがあるようです。ですから、ただ年に全部回るというのも

なかなか人手もございますので、なるべく回数を増やすなりして、そういうちゃんと遵法というか、そういう

ものを高めていきたいというふうに思います。

はい、どうぞ。座長：

多分、神奈川のほうなんか、自分は同じ釣り船をやっているんですけども、多分予約制と予約制村井委員：

じゃないだけの差じゃないのかな。自分なんかは予約制であれするから、受けたときに電話番号、来たと

きに乗船名簿を書いてもらうんですけれども、やっぱり船宿によっては、その日にわっと行こうかなと言っ

て、その日に乗る人たちは予約もなしで来るから、きっとそういうので乗船名簿とかそういうのを書かずに

乗船しちゃうんじゃないかなと思うんですよね。

乗り合い船ですよね。米山委員：

そうです、乗り合いの船。村井委員：

書かない船、ありますけれども、それもやはり乗り合い船でも書くことは書かなくちゃいけないんだ米山委員：

よということを言えばいいことですから、そういうふうな指導を進めてまいりたいと思います。

多分長い目で見たときに、そういう消費者の安全に対する徹底度というのは、地域の競争力の差にな座長：

ってあらわれるという可能性もあって、そういう意味ではやっぱり各都道府県がそういう意味での指導もし

っかりしていただくことを通じて、それぞれの地域で業としておやりになっている方の繁栄にもつながって

いくという、ある種のキャンペーンといいますか、教育をやっていただくということなんだろうと思うんです

けれどもね。

どうぞ。

神奈川県さんの肩を持つわけじゃないんですけど、例えば三浦の松輪の場合、あそこの場合は、秋月委員：

本当に大人数が朝一気に押し寄せるというのはご存じだと思うんですけれども、１カ所の船宿さんで例え

ば 人単位とか、そういうお客さんを受け入れているところで、ちょっと工夫されているところが一つあっ100
たんで、それをご報告したいんですけど、そちらは会員カードのようなもの、よくスーパーでレジでスタン
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プを押してくれるカードみたいなものを採用していまして、そちらにスタンプを押した時点で、名簿に名前

を書いてそのカードを置いていくんです。最初は押さないで置いていくんですけれども、名前を書いてカ

ードを置いていかないとスタンプを押しませんよと奥さんに言われるんです。そうしないと、 個たまらな10
いと割引券がもらえませんというのを言われて、例えばそれを割引のメリットがない方でも、別の１回のみ

のカードをその場で同じように名前と名簿と隣同士で書かされるんですけれども、そのときにそこに同じよ

うにスタンプを押してもらうと、例えば 個集まった方は 円とかという割引があるんですけれども、１10 2,000
回だけの方は例えば１割だけの 円とか、えさが１個おまけになりますとか、そんなようなことをやってい200
らっしゃる方がいるんです。そうすると、名簿を書いて両方やらないとやりませんよと言われちゃうんで

す。最初のころはよくその奥さんが、あのあたりは皆さんやっているんですけれども、そんなにうるさいこと

を何で言うのと言ったら、税務署に言われるからだと言われたんです。

ですから、そちらのほうもそういった例えば工夫をされている方もあるんで、そういう例えば事例をある

程度示してあげて、だから皆さん結構書かないところって、何のために書いているかということ自体を理

解していないところもありますから、例えば安全のためとかそういうことばかりじゃなくて、総合的な要因で

名簿はどうしても必要なんですという部分を再度説明してあげないと、その辺のカバーって難しいと思う

んです。ですから、そんなような事例を幾つか私も知っていますので、必要だったら情報をお渡しします

から、そういったところで、例えば大変でしょうけれども、行政サイドとしても、そちらの指導にできれば力

を入れていただきたいと思うんです。

先ほど遵法精神とおっしゃいましたけれども、当然この法律を読んでいると罰則まであったり、登増田委員：

録の拒否、取り消し要件にまでなっている話ですので、目的を、そのいざというときの安全とかそういう話

なんでしょうけれども、何らかの方法で工夫してしっかりとつける必要があるんだという気はいたします。

ほかに何かございましょうか。はい、どうぞ。座長：

これで私の意見はほぼ終わりだと思うんですが、要は遊漁船の業者の方々を集めて研修会とか來田委員：

そういうふうなものでいろんな、例えばここで話されたようなこととか、いろんな各地の事例を知らしめてあ

げる機会が必要だと思うんです。だから、その機会はやはり組織化ということになるんでしょうが、その組

織化を待っているわけにもいかないし、むしろもっと積極的に自治体のほうでそういう研修会を開いてい

ただけるような方向というのをできればご指導いただきたい。

例えば乗船者名簿を書きなさい。船の上でお金を集めながら乗船者名簿を書かされて、それを積ん

で海の上へ出ていっているわけです、何のために書いているか全然わかっていない。結構多いですか

ら。

ご指摘をいただいたということで。はい、どうぞ。座長：

今の來田委員のお話にもまたつながるんですが、また芳野委員の先ほどのお話で、私も実際各秋月委員：

県いろんなところをお邪魔して、確かに遊漁船部会があっても漁業組合の中でなかなか発言ができない

とか、部会を実際設置しているだけであって、部会としての意見が全く反映されていないという話をよく聞
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くんです。何でですかとそれ以上のことは聞けないものですから、そこでいつも話は消えちゃうんですけ

れども、芳野委員はそのあたりとてもよくご存じだと思うんですけれども、先ほどの研修会ということで、例

えば研修会なりをきっかけにして団体化ができて、漁業組合の部会ということではない、例えば県単位と

か県の中のブロック単位での集まりという形で小さなものでも団体ができれば、漁業組合に対しての意見

を上げることもできるようになるんじゃないかと思うんです。それというのは本当に小さくても大きなきっか

けになると思いますから、先ほどの行政指導なりの話も、県のご担当の方、また手間がふえるでしょうけ

れども、そういったところで指導力を発揮していただいて、そういう機会をぜひつくっていただきたいと思

います。

もしそういった機会ができたら、例えば私であるとか來田委員であるとか野口委員であるとか、そういっ

たいろんな釣り船さんと接している立場で何がしかお手伝いができると思うんです。そういった人たちをも

っと動員してもらって、例えば県の水産課の中だけでやろうとせずに、私たちのような、微力ではあります

けれども、できる者がいますから、そういったところに声をかけていただければ皆さん協力を喜んでしてく

れると思います。ですので、そういった部分からの話の入り方もあるんじゃないかなと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。

何か事務局として、大変貴重なご示唆をいただいたということなんだと思うんですけれども、組織化が座長：

望ましいというのはそれはもう同業者で組合員であるかどうかにかかわらず、遊漁船をやっておられる方

の組織化ができれば一番よいというのは、それは非常に明白なことで……

千葉では既にやっています。私のところにも１回要請いただいて、僕はたまたま用事があって行野口委員：

けなかったんだけれども、別の人を紹介して、たしか僕の紹介では２回かな、１年に１回ぐらい、 人規700
模で集まりますよ。そこでそういった講習会というか勉強会みたいなことを現にやっています。だから、そ

の気になればどの県もやってやれないことはないんだけれども、非常にまれですよね、そんなの聞くの

は。現にそういうことが行われていますからね。

いずれにしても、事業者の方がそういう形で動かないといかんともしがたいということで、行政のできるこ座長：

ととできないことが多分あるんだと思うんですけれども、そういう事例の情報を各都道府県にしっかり流し

ていただいて、行政がお手伝いしないと完全に事業者ベースでもなかなか組織化というのは難しいんで

しょうし、そういう努力を積み重ねていくということなんだと思うんです。

それとあとは、実態としての漁業協同組合のメンバーが多いということとがどのように絡むか。なかなか

実際の問題としては難しい問題もあろうかと思いますけれども、できているところがあるということをいろい

ろな都道府県で情報を共有していくということだろうと思います。

ほかに何かございましょうか。はい、どうぞ。

ちょっと全然別の件になります。今日のまとめを読んでいて、どうもちょっと何かひっかかったとい宮澤委員：

うか違和感が残ったというので、何かなと思っていろいろ考えて、物足りないと思ったのはこういうことなん

ですけれども、言うまでもなく、この遊適法が利用者の利便とか安全とかということを確保すると同時に、

もう一つ安定的な漁場利用の確保に資するという目的を持っているんですが、よく考えてみると、この点
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では確かに漁場利用協定が多くつくられるようになったり、あるいは違反ですか、それが件数が減ったり

前進が見られているけれども、何も書かなくていいんだろうかというのがやっぱりちょっと違和感として残

ったんです。

もちろん、法律の改正とか、そういったことまで必要かどうかは、そういった法文はもとよりその業務規

程等も余り変えるところはないのかもしれませんけれど、ただちょっとやっぱり気になるのは、先ほどの調

査の結果の中でも、北海道の安全対策、北海道とか東北は結構進んでいるようなんですけれども、釣果

主義的な、かなり豪快なというか乱暴なというか、要するに釣りの資源に対する影響というのが言われたり

しているような、そういうことについては今の業務規程なんかでは、地域の取り決めなどの尊重という形

で、言ってみればそのような規制がされれば、それは別途さまざまな枠組みのもとで行われる、最も直接

的なのは、例えばＴＡＣによって遊漁の規制も一応可能な枠組みになっていますね。そういった枠組み

が別にあるから、そこで決められたことにいわば受け身的というか従う、あるいはそれを乗客に周知させる

ということで一応いいという構えになっているように思うんです。だけれども、積極的に遊漁船業者は、漁

協の組合員の人が８割だということも言われているように、そういう立場、みずから漁業者でもあるというよ

うな立場からしても、こういう取り組みにやっぱり積極的にむしろ意見を言ったり、あるいはコミットしていく

というような、これは僕は必ずしも海区調整委員会に入るというのがいいとは思わないんですけれども、し

かし今用意されている枠組みの中でもコミットは可能なんだと思うんです。そういう意味では、何らかのそ

のような漁場利用協定等の締結に努力するとか、そういう業務規程でいうのかどうかよくわかりませんけ

れども、そういう方向づけというのもあっていいのかなというのを、今思いつきみたいな意見ですけれど

も、ふと思ったというところです。だから、突然、今うまく私のほうも提案ができないんですけれども、ちょっ

と事務局サイドで検討していただけるとありがたいなと思います。

何かご意見ございますか。座長：

おっしゃるとおり、 ページの業務規程例の第 条、地域の取り決め等の尊重、ご指摘いただいた事務局： 74 20
部分、すべて受け身の形で、第１項、第２項とも書かれております。海面利用協議会が漁業者と遊漁者

の話し合いの場として提供されて、それを母体にして漁場利用協定を進めていきましょうというのは、別

なほうのガイドラインで水産庁のほうから提示はしてあるんですけれども、おっしゃるとおり、むしろ遊漁船

業者のほうが積極的に協定を結んでいくという形もあるかもしれないなとご指摘をいただいて思いますの

で、ちょっと入れ方等は検討させていただければと思います。

よろしゅうございますか。座長：

はい。宮澤委員：

ほかに何かございましょうか。座長：

特になければ、おおよそ出るべき意見は出たのかなということで、予定の時間よりは若干早いんです

が、取りまとめに入りたいと思います。

その他の議題について事務局からお願いいたします。
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それでは、取りまとめ案ですが、本日の意見を踏まえて、取りまとめ案を修正したものを各委員に郵事務局：

送いたしまして、意見照会をした上で個別に調整して、最終的な取りまとめ案としたいと考えております。

それで、最終的な取りまとめについては、座長に御一任いただきたいと考えておりますが、いかがでしょ

うか。

いかがでしょうか、今の取りまとめの方法についてのご提案、よろしゅうございますか。座長：

それでは、そういうことでご了承いただいたということにいたします。

それでは、事務局から取りまとめのスケジュールの説明をお願いします。

３．その他

取りまとめのスケジュールですけれども、本日の意見を踏まえまして、修正した取りまとめ案は先ほど事務局：

申しましたように郵送してご意見を伺うと。ご意見がある場合は早目に事務局までお願いしたいと思いま

す。

それから、最終的に本取りまとめ案は７月末に予定している水産政策審議会の資源管理部会に提出

いたしまして、了承を得た後、最終的な取りまとめ報告となります。それで、水産政策審議会の資源管理

部会が了承した後、公表ということになっております。公表の方法はプレスリリースで行います。公表の日

程が決まりましたら、各委員にもお知らせをしたいと考えております。

以上です。

ただいまのスケジュールについて何かご質問等ございましょうか。よろしゅうございますか。座長：

ほかに何か最後にぜひこれは言っておきたいということがございましたら受け付けますが、よろしゅうご

ざいますか。

それでは、これで議事はすべて終了いたしました。３回開催をいたしました検討会、各委員から大変

活発にご議論いただきまして本当にありがとうございました。

水産庁におかれましては、最終的に取りまとめる取りまとめの報告書をもとに、今後とも遊漁船業の見

直し作業を積極的に進めていただくということで、遊漁船業の発達のためによりよい見直しをぜひお願い

したいと思います。

どうもありがとうございました。一言お礼申し上げます。山下資源管理部長：

第１回の２月 日、第２回が５月 日ということで、本日第３回でございますが、検討会３回開かせてい13 12
ただきまして、大変委員の皆さんお忙しい中、大変ご協力ありがとうございました。

この間、ペーパーによって追加的な意見もちょうだいいたしましたし、また法律の制度に直接関係する

ご意見から、間接的なもの、あるいは幅広くご意見をいただき、大変活発にご意見いただいたことに対し

て深く感謝申し上げたいと思います。

いただきましたご意見、取りまとめの案、これから最終化いたしますが、その後、私どものほうで、さらに

行政的な検討を進めさせていただきたいと思います。その中で、制度としてさらに何か手当てを必要とす

るもの、これはまた、もしそういうことがあれば水産政策審議会での審議を経て、必要な手続をとって制度

を改正するということが必要でございます。
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それからまた、現行の制度の運用を改善していくという課題もたくさんございました。これにつきまして

も、整理しました上で、私どもの水産庁あるいはその都道府県の行政上の普段の行政努力の中で、改

善すべき問題について周知徹底しながらまたやっていきたいと思います。

それから、遊漁船業者の皆さんの業務上の運営の改善あるいは工夫というところでも、さらに何かいろ

いろなお願いをしなければいけないということもあったかと思います。これにつきましても、各業者の皆さ

んにまでここでの議論が伝わるように努力をしてまいりたいと思います。

それからさらに、遊漁船業をめぐる諸課題、いろんな幅広いご意見もいただいております。これにつき

ましては、さらに各県の漁協ですとか、そういったほかの関係の方にもここでの意見をお伝えいたしまし

て、さらに連携協力を求めていくということが必要だろうと思っておりまして、今後さらにそういった面で水

産庁として作業を進めてまいりたいというふうに考えております。

いずれにいたしましても、３回の検討会で大変コンパクトに検討をしていただきまして本当にありがとう

ございました。また、作業をする上で、委員の皆様方にご意見あるいは教えていただくこともあろうかと思

いますが、その節にはまたご協力のほうよろしくお願いいたします。

大変ありがとうございました。

４．閉会

以上で、遊漁船業法の見直し検討会はこれで閉会といたします。長い間どうもありがとうございまし事務局：

た。


