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令和４年 12月 16日 

 

遊漁船業の在り方に関する検討会 

中間とりまとめ 

 

Ⅰ.はじめに  

 釣りは、四方を海に囲まれた我が国において、年間約 600万人もの人が楽しむ一大

レジャーであるが、その中で沖や磯などの漁場へ遊漁者を案内しているのが遊漁船業

である。 

遊漁船業に係る制度は、昭和 63 年７月に海上自衛隊潜水艦と遊漁船が衝突、遊漁

船が沈没し、計 30 名が死亡・17 名が重軽傷を負うという重大事故が発生したことを

受け、「遊漁船業の適正化に関する法律（昭和 63 年法律第 99 号）」（以下「遊漁船業

法」という。）が制定されたものであり、その後も、遊漁船業法に基づく管理を通じて

事故を防止し安全性を確保するための措置が講じられてきたところである。 

 

本年４月 23日、北海道知床において、小型旅客船が沈没し、乗員２名・乗客 24名

の計 26名が死亡・行方不明となる、我が国では近年類を見ない重大事故が発生した。 

 当検討会としても、亡くなられた方々及びそのご家族の皆様方に対し、心よりお悔

やみを申し上げる。 

遊漁船業においても、近年、事故数や死傷者数は増加傾向にあり、事故の防止・利

用者の安全確保が喫緊の課題となってきている中で、当検討会としても、遊漁船が事

故のあった遊覧船と同様に一般の利用客を乗船させる以上、この知床の事故を対岸の

火事とせず、教訓として、遊漁船利用者の安全確保をより強化していかなければなら

ないという思いを一層強くしたところである。 

また、本年３月に閣議決定された水産基本計画においては、「遊漁船業は漁業者に

とって地元で収入が得られる有望な兼業業種の一つであり、登録制度を通じた業の管

理を適切に行うとともに、地域の実情に応じた秩序ある業の振興を図り、漁村の活性

化に活用する」等と記載されており、地域の水産業と調和した遊漁船業の業務運営が

求められているところである。 

 

こうした遊漁船業をめぐる課題に対応していくため、当検討会は、10 月 19 日及び

12月６日の会議開催のほか、現場の意見も聞きながら、メール等を含めて精力的に議

論・検証を行い、今般、今後の遊漁船業の在り方について検討するべき事項のとりま

とめを行った。  

 

本とりまとめを踏まえ、政府において、遊漁船業に係る制度の具体的な見直しが可

及的速やかに図られることを求めるものである。  
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Ⅱ.遊漁船業法に基づく制度の現状と課題  

１．事故の発生状況 

 遊漁船業が関係する事故等は、過去 10 年間で死傷者数が計 393 人（うち死者数

60人）となっており、特にこの５年間で増加傾向となっている。 

 遊漁船は、漁場に釣り客を案内するという性質上、他の船舶の近くで操業する機

会が多くなる傾向にあり、航行中の遊漁船が相手船等に気付かないまま衝突する事

故が後を絶たない（衝突事故が事故全体の 59％を占めている（平成 29年～令和３年））。 

これらの事故の原因については、見張り不十分等の安全管理不足が８割程度を占

めている。 

 

２．遊漁船業者の状況 

①事業規模 

 遊漁船業者は、 

・ 漁業協同組合の組合員が 72％（令和３年度）であり、沿岸漁業者が兼業で事業

を行っているケースも多いこと 

・ １隻で運航している事業者が全体の 87％であること（令和４年７月現在） 

・ ５トン未満の小規模な船が全体の約３／４（73.5％。令和４年７月現在） 

であることなど、小規模で零細な事業者が多い。 

②安全管理体制 

制度運用上、遊漁船には船長及び遊漁船業務主任者が乗り込むこととなってい

るが、実態として、船長が遊漁船業務主任者を兼務しているケースがほとんど

（99％）である。 

遊漁船における安全対策は、船上で遊漁船業務主任者が状況に応じて臨機応変

に安全対策を講ずることとなるため、安全管理体制の強化に当たっては、遊漁船

業務主任者の役割 1が重要となってくる。 

これらの安全対策については、事業の登録後に都道府県に届け出る業務規程に

定めることとなっているが、出航停止基準等の安全管理に係る事項は地域・季節

等の様々な要因に応じて変化するものであるため、各遊漁船業者において上記の

要因変化を踏まえ適切な判断を行えるような体制構築が課題である。 

 

 

 

 

 
1 現行制度においては、現場での安全管理等が適切に行えるよう、遊漁船業務主任者の要件として、 

・海技士（航海）又は小型船舶操縦士の免許 

・遊漁船業での１年以上の実務経験又は業務主任者による 10 日以上の実務研修受講 

・５年ごとに遊漁船業務主任者の養成講習を修了すること 

を求めている。 
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３．都道府県による監督体制 

遊漁船業を営むためには、都道府県知事の登録 2を受ける必要がある（登録有効

期間：５年）。この登録に当たっては、遊漁船業を営むに不適格な事業者の登録がな

されないよう、拒否事由が設定 3されている。 

都道府県知事は、利用者の安全又は利益等を害する事実があると認めるときは業

務改善命令を行い、遊漁船業法に基づく命令・処分に違反したとき等は登録の取消

しや業務停止命令を行うことができる。 

過去 10年間における都道府県からの命令は、業務改善命令が 29件、事業停止命

令が 26 件なされている。一方で、過去に事故を起こした遊漁船が再び事故を起こ

す事例が少なくとものべ 30 件発生している（平成 24 年～令和３年の 10 年間）ことか

らも、遊漁船業者の安全管理の水準を高めるには、都道府県の適切な監督を通じて

違反や事故を抑止していくことが重要である。 

しかしながら、こうした監督の基になる遊漁船業者からの事故の報告については、

法律上、都道府県への報告義務が課せられていないことから、必ずしも全ての事故

に係る報告が都道府県に対しなされている状況にはない。 

 

４．利用者の保護 

 現行制度における利用者保護のための措置としては、遊漁船業者に対し、損害賠

償保険への加入を義務づけている 4が、この填補限度額については、その他の旅客

輸送事業の保険制度における限度額と比較して、十分な額となっているかという論

点がある。 

また、利用者目線に立てば、遊漁船業者がどのような安全対策を講じているか、

または過去に違反等をしたことがあるかといった情報は、利用者が自らを守る上で

不可欠な情報であるとともに、利用者がどの遊漁船業者の船に乗るかを選択する際

の判断材料の一つとしても重要な情報である。 

しかしながら、遊漁船業に係る制度においては、こうした情報の公開に関する仕

組みは措置されていない 5。安全確保に係る自社の取組やサービスの内容の情報を

自主的に公開している遊漁船業者は存在するものの、その数は決して多くはない状

況にある。 

 

 

 
2 登録事業者：約 1.3 万（令和３年３月時点） 
3 具体的な拒否事由としては、 

・遊漁船業者の登録の取消しを受けた日から２年を経過していない者 

・遊漁船業務主任者を選任していない 

などの事由を規定している。 
4 利用者の生命又は身体について損害が生じた場合、その被害者に対してその損害の賠償への備えとして、遊

漁船の定員１人当たりの填補限度額 3,000 万円以上の保険に加入することが義務づけられている。 
5 海上運送法や道路運送法等の他業態においては、こうした情報に係る事業者及び監督官庁の公表義務が既に

措置されている。 
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５．遊漁船業団体 

零細な個人事業者が多い遊漁船業界にあって、安全確保に向けた取組を進めて

いく上では、安全講習の実施や気象等の安全に関する情報の収集・共有等を通じ

て各遊漁船業者のサポートを行うことができる遊漁船業団体の果たす役割は大き

いものの、その活動は平成 15年の 10都道府県 85団体から令和３年の９都府県 24

団体まで指定団体の数が減少するなど低調な状況が続いている。 

一方で、本年３月に閣議決定された水産基本計画においては、「地域の実情に応

じた秩序ある業の振興を図り、漁村の活性化に活用する」等と記載されており、

地域の水産業と調和した遊漁船業の業務運営が求められている。こうした状況の

変化の中で、遊漁船業者と行政、漁協等の関係者が連携し、新たな自主的な取組

が行われているようなケースも出てきている。このような取組は、同業者による

団体である遊漁船業団体制度のみでは十分な機能を発揮することが難しい面を補

うものである。 

また、安全確保に関する取組や事故発生時の協力体制の構築にあっても、その

高度化のためには、同業者間の知見の共有だけでなく、行政や外部有識者を招い

て専門家の知見も取り入れていく場面も必要になってくるケースも考えられる。 
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Ⅲ.今後の遊漁船業法に基づく制度の方向性  

１．遊漁船業者による安全管理の強化 

① 遊漁船業務主任者の資質向上をはじめとした安全管理体制の見直し 

遊漁船における事故を防いでいくためには、まず遊漁船業者における安全管理

体制が適切に講じられていることが最も重要である。 

遊漁船における安全対策の要は、安全確保等の業務を行う遊漁船業務主任者で

あり、安全管理体制の強化に当たっては、まずこの遊漁船業務主任者の適切な業

務遂行を確保するための資質の向上が必要である。 

具体的には、現在は、遊漁船業務主任者向けの講習として、遊漁船業に係る制

度とその趣旨、利用者の安全の確保等の業務に関する事項等についての講習を実

施しているが、遊漁船業務主任者の資質向上のため、事故事例の学習や事故時を

想定した安全管理等の講習・実務研修内容の充実や習熟度の確認などの取組によ

り、利用者の安全確保等に必要な業務を遊漁船業務主任者が遂行できるよう適切

な措置を講ずることが必要である。 

② 業務規程の適切な運用 

 遊漁船業者が都道府県知事に届け出ることとされている業務規程においては、

出航停止基準等の遊漁船業者による安全管理に関する規程が記載されているが、

これらの記載について、刻々と変化する気象・海象に応じて、事業者が適切に業

務規程を運用していくためのサポート体制の構築が必要である。 

③ 事故を引き起こした時の対応 

事故の再発防止の観点から、遊漁船業者が事故を引き起こした際に、事故の内

容、原因等を都道府県に報告させることで、当該都道府県の指導監督に利用でき

るようにするとともに、遊漁船業者においても事故の原因分析を行うような仕組

みが必要である。また、これ以外にも、従業員等に対する安全教育等、再発防止

に向けた取組を遊漁船業者に求めていく必要がある。 

 

２．登録制度の厳格化・都道府県による安全管理体制の強化 

① 法令の遵守状況に応じた登録有効期間の短縮・登録拒否要件の厳格化等 

遊漁船業者の中には、法令違反を原因とした事故を起こしたにもかかわらず

改善を行わず再度事故や違反を起こしている例もある。このような安全意識の

低い遊漁船業者については、他の遊漁船業者と同様に事業の登録を一律５年の

有効期間とするのではなく、短いスパンでその事業運営に係る適格性を確認す

るよう、より短い期間を有効期間とするべきである。 

また、法令違反や事故を抑止するという観点からは、業務改善命令等の行政

処分の実効性確保や欠格期間の延長等の登録拒否要件の厳格化等の見直しを行

うことが必要である。 
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② 事故発生時の都道府県への報告の義務化（再掲） 

遊漁船業者が事故を引き起こした際の都道府県への報告については、都道府

県が事故の状況等を把握し、適切な遊漁船業者の監督が行えるよう、各遊漁船

業者に対し、事故を引き起こした際の都道府県への事故報告を義務付ける必要

がある。 

 

３．利用者の保護・安全情報の提供 

① 現行の利用者の利益保護の制度の改善 

利用者の利益の保護をより一層図っていく観点から、現行の損害賠償責任保

険の加入額の見直し等、利用者の保護に資するより適切な措置を講ずる必要が

ある。 

② 利用者の安全確保等に関する情報の公表 

利用者の安全確保に関する情報を公表する仕組みを導入することにより、業

界全体として遊漁船における安全確保が図られるとともに、利用者が安全性の

観点からどの遊漁船業者を利用するかを選択できるようになることから、利用

者を確保するため、各遊漁事業者における安全確保に係る取組が促進されるこ

とが期待される。 

このため、各遊漁船業者に対し、利用者の安全に資する各事業者の取組等の

情報を公表することを積極的に進めるとともに、都道府県に対しても、事業者

の公表する情報に加えて利用者の判断材料となる情報を提供する観点から、遊

漁船業者に対する行政処分等の情報公開を進めていく必要がある。 

③ 利用者に対する安全に関する説明 

利用者は、毎回同じ遊漁船に乗船するわけではなく、中には釣り初心者や小

さい子供などもいる。船の運航に際し遊漁船業務主任者が利用者の安全確保に

関して適切な取組を行っていたとしても、利用者の不注意等で思わぬ事故が発

生する可能性もある。 

このため、乗船時に、利用者に対し、遊漁船業務主任者から安全に関する事

前の説明を行うなどして利用者に対して安全に関する注意を促すことを乗船時

のプロセスとして位置付ける必要がある。 

④ 安全性に関する普及啓発 

安全に関する普及啓発については、水産庁ホームページの「遊漁の部屋」や

運輸安全委員会ホームページで実際の事故の事例等を踏まえた安全の啓発など

を実施しているが、遊漁船業における安全性確保に関する遊漁船業者・利用者

双方に向けた普及啓発ができるよう、国や都道府県において一層の情報発信に

努めていく必要がある。 
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４．地域の関係者による取組の推進 

零細な個人事業者が多い遊漁船業にあっては、安全対策の取組を推進していく

上で、現行の遊漁船業団体制度をはじめとして組織による各遊漁船業者へのサポ

ートは重要である。このため、零細な個人事業者の安全管理体制をサポートする

セーフティネットとしての機能をはじめとした団体を活用した遊漁船業者間の協

力体制を構築していく必要があり、現在低調となっている遊漁船業団体制度の活

用を促していくことが適当である。 

さらに、各都道府県の中でも、地域ごとに気象海象の条件が異なり、都道府県

が一律で出航停止基準等について指導・監督することは難しいことから、地域ご

との条件を踏まえたルールを作成することが有効であると考えられるところ、こ

うした観点からも、地域ごとの組織的な取組が重要である。 

また、地域の水産業と調和した業務運営が遊漁船業に求められている中で、遊

漁船業団体の枠組みでは対処できない課題への対応として、遊漁船業者のみによ

る組織だけでなく、行政や漁業者、外部の専門家などが参画するような仕組みを

設けていく必要がある。 

 

５．その他 

現在、国土交通省において知床遊覧船事故対策検討委員会を設置し、旅客船の

総合的な安全・安心対策について議論しているものと承知している。この議論に

おいて、今後、遊漁船業にも共通するような視座が新たに示された場合には、遊

漁船業に係る制度の見直しを検討するに当たっても、一貫性のある対応が求めら

れることに留意する必要がある。 
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