
資料５

（資源管理分科会）

開催日 審　議　会　名

R元.8.20
水産政策審議会
第96回資源管理分科会

R元.10.3
水産政策審議会
第97回資源管理分科会

分科会及び部会の調査審議一覧

（令和元年８月20日～令和３年４月15日）

調　査　審　議　内　容

【協議事項】
・分科会長の選任について
・分科会長代理の指名について
・部会に属すべき委員の指名及び「くろまぐろ部会における漁獲可能量の配分方針に係る議
　論の進め方」の一部改正について

【諮問事項】
・海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の検討
　（平成31年漁期のまいわしの漁獲可能量の改定）等について

【審議事項】
・「我が国の海洋生物資源の資源管理指針」の一部改正について

【報告事項】
・太平洋くろまぐろの資源管理について
・水産政策の改革について

【諮問事項】
・指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正について
・海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の検討等
　について

【審議事項】
・平成31年漁期の漁獲可能量留保枠の配分について（まいわし）

【報告事項】
・太平洋くろまぐろの資源管理について
・水産政策の改革について
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R元.12.4
水産政策審議会
第98回資源管理分科会

R元.12.24
水産政策審議会
第99回資源管理分科会

R2.3.2
水産政策審議会
第100回資源管理分科会

【諮問事項】
・海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第三条第七項の規定に基づく基本計画の検討
　（令和２年漁期のさんま、まあじ及びまいわしの漁獲可能量の設定等）等について
・海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の検討
　（令和２年漁期のくろまぐろの漁獲可能量の設定等）等について
・海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の検討
　（平成31年漁期（第5管理期間）のくろまぐろの漁獲可能量の設定等）等について
・漁業法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令等の
　制定について

【審議事項】
・「我が国の海洋生物資源の資源管理指針」の一部改正について

【報告事項】
・指定漁業の許可及び起業の認可の状況について
・漁業構造改革総合対策事業の進捗状況について
・水産政策の改革について

【諮問事項】
・海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の検討
　（令和２年漁期のくろまぐろの漁獲可能量の設定等）等について

【諮問事項】
・海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の検討
　（令和２年漁期のすけとうだら及びするめいかの漁獲可能量の設定等）等について
・海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の検討
　（令和２年漁期のくろまぐろの漁獲可能量の設定等）等について
・水産資源保護法第20条第１項の規定に基づく令和２年度の溯河魚類のうちさけ及びます
　の個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施すべき人工ふ化放
　流に関する計画について

【報告事項】
・指定養殖業の許可の状況について
・令和２年の捕鯨業の捕獲枠について
・令和元年漁獲可能量留保枠の配分について（ずわいがに）
・第一種特定海洋生物資源の採捕数量等について
・水産政策の改革について
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R2.5.27
水産政策審議会
第101回資源管理分科会

R2.8.6
水産政策審議会
第102回資源管理分科会

R2.9.18
水産政策審議会
第103回資源管理分科会

【諮問事項】
・海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の変更（令和２年漁期のまさば及びごま
　さば並びにずわいがにの漁獲可能量の設定等）について
・海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の変更（令和２年漁期のくろまぐろの漁
　獲可能量の設定等）等について
・内水面漁業の振興に関する法律第30条において準用する漁業法第58条第１項及び第58条
　の２第４項の規定に基づくうなぎ養殖業の公示について

【審議事項】
・「我が国の海洋生物資源の資源管理指針」の一部改正について

【報告事項】
・漁獲可能量留保枠の配分について
・漁業構造改革総合対策事業の進捗状況について

【諮問事項】
・海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の変更（令和２年漁期のすけとうだらオ
　ホーツク海の海域の漁獲可能量の改定等）について

【報告事項】
・漁獲可能量留保枠の配分について
・第２種特定海洋生物資源に係る漁獲努力量について
・改正漁業法に基づく政省令の公布について

【諮問事項】
・資源管理基本方針の策定について
・海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の変更（すけとうだらの漁獲可能量の取
　扱い）について
・海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の変更（くろまぐろの国内配分数量の一
　部変更）について
・漁業法等の一部を改正する等の法律による改正後の漁業法第41条第１項第５号の船舶に
　係る農林水産大臣の定める基準について
・指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令案について

【報告事項】
・鯨類の持続的な利用の確保のための基本的な方針（案）について
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R2.10.30
水産政策審議会
第104回資源管理分科会

R2.11.24
水産政策審議会
第105回資源管理分科会

R2.12.16
水産政策審議会
第106回資源管理分科会

【諮問事項】
・資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第1982号）の一部改正（別紙２－２くろまぐ
　ろ（大型魚）に係る大臣管理区分の変更）について
・海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画の変更に
　ついて

【審議事項】
・「我が国の海洋生物資源の資源管理指針」の一部改正について

【報告事項】
・特定水産資源の漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に関する実施要領について
・指定漁業の許可及び起業の認可の状況について

【諮問事項】
・漁業法（昭和24年法律第267号）に基づく特定水産資源（くろまぐろ（小型魚）、くろま
　ぐろ（大型魚）及びみなみまぐろ）に関する令和３管理年度における漁獲可能量の当初配
　分案等について

【報告事項】
・太平洋クロマグロの資源管理について（融通の結果報告）
・くろまぐろの漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に関する実施要領について

【諮問事項】
・資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第1982号）の一部改正（さんま、まあじ、ま
　いわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群の別紙の追加等）について
・特定水産資源（さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群）に関す
　る令和３管理年度における漁獲可能量の当初配分案等について
・漁業法等の一部を改正する等の法律（平成30年法律第95号）による改正後の漁業法（昭和
　24年法律第267号）第42条第１項の制限措置の内容について
・漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和38年農林省令第５号）の一部改正について
・漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和38年農林省令第５号）の一部改正について

【報告事項】
・漁獲可能量の配分シェアの見直し等について
・漁獲可能量留保枠の配分について
・指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令案について
・太平洋くろまぐろの資源管理について
・大臣許可漁業の許可等に関する取扱方針について
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R3.1.26
水産政策審議会
第107回資源管理分科会

R3.3.23
水産政策審議会
第108回資源管理分科会

【諮問事項】
・資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第1982号）の一部改正（すけとうだら太平洋
　系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室
　海峡、するめいか及び大西洋くろまぐろの別紙の追加等）について
・漁業法（昭和24年法律第267号）に基づく特定水産資源（すけとうだら太平洋系群、すけと
　うだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡及びする
　めいか）に関する令和３管理年度における漁獲可能量の当初配分案等について
・漁業法等の一部を改正する等の法律附則第28条の規定によりなお効力を有するものとされ
　た同法第６条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７
　項の規定に基づく基本計画の検討等について
・水産資源保護法第23条第１項の規定に基づく令和３年度の溯河魚類のうちさけ及びますの
　個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施すべき人工ふ化放流に
　関する計画について

【報告事項】
・漁業構造改革総合対策事業の進捗状況について
・指定養殖業の許可の状況について
・令和３年の捕鯨業の捕獲枠について

【諮問事項】
・特定水産資源（くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚））に関する令和３管理年
　度における漁獲可能量の変更案等について
・漁業法（昭和24年法律第267号）に基づく特定水産資源（大西洋くろまぐろ（西大西洋海
　域）及び大西洋くろまぐろ（東大西洋海域））に関する令和３管理年度における漁獲可能
　量の当初配分案について
・漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令案について

【審議事項】
・水産政策審議会資源管理分科会資源管理手法検討部会の設置について

【報告事項】
・太平洋クロマグロの資源管理について
・資源評価スケジュールについて
・漁獲可能量留保枠の配分について
・特定海洋生物資源の採捕数量等について
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（漁港漁場整備分科会）

開催日 審　議　会　名

R2.2.5
水産政策審議会
第42回漁港漁場整備分科会

R3.2.9
水産政策審議会
第43回漁港漁場整備分科会

（企画部会）

開催日 審　議　会　名

R元.8.20
水産政策審議会
第81回企画部会

R元.12.4
水産政策審議会
第82回企画部会

R2.3.2
水産政策審議会
第83回企画部会

【協議事項】
・分科会長の選任について
・分科会長代理の指名について

【報告事項】
・漁港漁場整備長期計画の進捗状況について

【協議事項】
・漁港漁場整備長期計画の進捗状況
・漁港漁場漁村をめぐる情勢

【協議事項】
・部会長の選任について
・部会長代理の指名について

【審議事項】
・令和元年度水産白書の作成方針等について

【審議事項】
・令和元年度水産白書の構成と骨子について

【報告事項】
・水産政策の改革について

【審議事項】
・令和元年度水産白書（案）について

調　査　審　議　内　容

調　査　審　議　内　容
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R2.4.15
水産政策審議会
第84回企画部会
（※書面による開催）

R2.9.10
水産政策審議会
第85回企画部会

R2.12.16
水産政策審議会
第86回企画部会

R3.2.18
水産政策審議会
第87回企画部会

R3.4.7
水産政策審議会
第88回企画部会

【諮問事項】
・令和３年度水産施策（案）について

【審議事項】
・令和２年度水産の動向（案）について
・令和２年度水産施策（案）について

【諮問事項】
・令和２年度水産施策（案）について

【審議事項】
・令和元年度水産の動向（案）について
・令和元年度水産施策（案）について

【審議事項】
・令和２年度水産白書の作成方針等について

【報告事項】
・改正漁業法に基づく政省令等について

【審議事項】
・令和２年度水産白書の構成と骨子について

【報告事項】
・特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律について

【審議事項】
・令和２年度水産白書（案）について
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（くろまぐろ部会）

開催日 審　議　会　名

R元.10.3
水産政策審議会
資源管理分科会
第6回くろまぐろ部会

R元.10.24
水産政策審議会
資源管理分科会
第7回くろまぐろ部会

（企画部会地球環境小委員会）

開催日 審　議　会　名

R2.3.25

食料・農業・農村政策審議会
企画部会地球環境小委員会、
林政審議会施策部会地球環境
小委員会、水産政策審議会企
画部会地球環境小委員会合同
会議　第28回

R3.3.25

食料・農業・農村政策審議会
企画部会地球環境小委員会、
林政審議会施策部会地球環境
小委員会、水産政策審議会企
画部会地球環境小委員会合同
会議　第29回

調　査　審　議　内　容

【議事】
・「みどりの食料システム戦略」中間取りまとめ（案）について
・2019年度における地球温暖化対策計画の進捗状況について（農林水産関連施策）

調　査　審　議　内　容

【議事】
・2018年度における地球温暖化対策計画の進捗状況について（農林水産関連施策）
・農林水産省地球温暖化対策計画の見直しについて

【議事】
・部会長の選任について
・部会長代理の指名について
・WCPFC北小委員会の結果について
・2020年漁期(第６管理期間)の配分の考え方について

【議事】
・「第５管理期間以降のくろまぐろの漁獲可能量の配分の考え方について」の一部改正案に
　ついて
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