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沖合底びき網漁業の許可等に関する取扱方針

制定 ２水管第1702号－１

令和３年１月 18 日

第１章 総論

第１節 趣旨

沖合底びき網漁業に関する漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以下「法」という。）第 39 条、第

45 条若しくは第 47 条又は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。以

下「省令」という。）第 11 条の規定の適用等については、法及び省令の定めによるほか、この取

扱方針に定めるところによる。

第２節 定義

この取扱方針において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

１ 新トン数適用船舶 昭和 57 年７月 18 日以降に建造に着手された船舶及び同日前に建造され又

は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕（船舶のトン数の測度に関する法律（昭和 55 年

法律第 40 号）附則第３条第１項に定める修繕をいう。）に伴う船舶法（明治 32 年法律第 46

号）及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度（これらに相当する処分を含む。）を受け

た船舶をいう。

２ 旧トン数適用船舶 新トン数適用船舶以外の船舶をいう。

３ 船舶階層区分 別表第１に定める船舶の階層の区分をいう。なお、新トン数適用船舶にあって

は新トン数適用船舶階層区分を、旧トン数適用船舶にあっては旧トン数適用船舶階層区分をそれ

ぞれ適用する。

４ 代船 沖合底びき網漁業の許可を受けた船舶（以下「許可船舶」という。）を当該漁業に使用

することを廃止し、又はその許可船舶が滅失し、若しくは沈没したこと（以下「使用廃止等」と

いう。）により、許可船舶に代わり許可を受けて、当該漁業に使用する船舶をいう。

５ トン数補充 沖合底びき網漁業の許可又は起業の認可（以下「許可等」という。）を受けた船

舶の大型化にあたり、その増トン分に、他の船舶に係る当該漁業の廃業又は小型化（下位の船舶

階層区分への変更を伴うものに限る。以下同じ。）を見合いとして生じるトン数を充てることを

いう。

第２章 船舶の総トン数の変更

第１節 代船の許可

１ 代船の許可及び変更の許可の申請

沖合底びき網漁業の許可を受けた者（以下「許可漁業者」という。）は、その許可の有効期間

中に、使用廃止等の理由により、その許可船舶と異なる総トン数の代船について当該漁業の許可
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を申請する場合には、農林水産大臣に対して、法第 45 条の許可（同条第２号又は第３号に係る

ものに限る。）及び法第 47 条の変更の許可を併せて申請する。

２ 審査基準

１によりなされた申請について、それぞれ以下の審査基準及び第４節の審査基準等を満たす場

合には、許可するものとする。

（１）次のア及びイに掲げる場合には、トン数補充を要せずに許可する。

ア 代船の船舶階層区分が、許可船舶の船舶階層区分と同じ場合

イ 代船の船舶階層区分が、許可船舶の船舶階層区分の下位にある場合

（２）代船の船舶階層区分が、許可船舶の船舶階層区分の上位にある場合には、許可船舶の船舶

階層区分のうち旧トン数適用船舶の欄の上限のトン数と代船の船舶階層区分のうち旧トン数

適用船舶の欄の上限のトン数との差のトン数に見合うトン数補充があるときに限り、許可す

る。

第２節 起業の認可に基づく許可

１ 起業の認可に基づく許可及び変更の許可の申請

沖合底びき網漁業の起業の認可（以下「認可」という。）を受けた者は、その認可の有効期間

中に、その認可を受けた船舶と異なる総トン数の船舶について当該漁業の許可を申請する場合に

は、農林水産大臣に対して、法第 39 条第１項の認可に基づく許可及び省令第 11 条第１項の認可

の変更の許可を併せて申請する。

なお、許可漁業者は、その許可の有効期間中に、使用廃止等の理由により、認可を申請する場

合には、農林水産大臣に対して、その許可船舶に係る制限措置と同じ制限措置をもって、法第

45 条の認可（同条第２号又は第３号に係るものに限る。）を申請しなければならない（第３章

第６節に掲げる場合を除く。）。

２ 審査基準

１によりなされた申請について、それぞれ以下の審査基準及び第４節の審査基準等を満たす場

合には、許可するものとする。

（１）次のア及びイに掲げる場合には、トン数補充を要せずに許可する。

ア 認可に基づく許可を受けようとする船舶の船舶階層区分が、認可を受けた船舶の船舶階

層区分と同じ場合

イ 認可に基づく許可を受けようとする船舶の船舶階層区分が、認可を受けた船舶の船舶階

層区分の下位にある場合

（２）認可に基づく許可を受けようとする船舶の船舶階層区分が、認可を受けた船舶の船舶階層

区分の上位にある場合には、認可を受けた船舶の船舶階層区分のうち旧トン数適用船舶の欄

の上限のトン数と認可に基づく許可を受けようとする船舶の船舶階層区分のうち旧トン数適

用船舶の欄の上限のトン数との差のトン数に見合うトン数補充があるときに限り、許可する。
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第３節 代船を伴わない変更（改造）の許可

１ 変更の許可の申請等

許可漁業者は、その許可の有効期間中に、その許可船舶の改造により総トン数を変更しようと

する場合には、農林水産大臣に対して、法第 47 条の変更の許可を申請する。

また、当該許可に基づいて総トン数を変更したときには、農林水産大臣に対して、省令第 17

条第１項の許可証の書換え交付を申請する。

２ 審査基準

１によりなされた申請について、それぞれ以下の審査基準及び第４節の審査基準等を満たす場

合には、許可するものとする。

（１）以下の場合には、トン数補充を要せずに許可する。

ア 改造後の船舶の船舶階層区分が、改造前の船舶の船舶階層区分と同じ場合

イ 改造後の船舶の船舶階層区分が、改造前の船舶の船舶階層区分の下位にある場合

（２）改造後の船舶の船舶階層区分が、改造前の船舶の船舶階層区分の上位にある場合には、改

造前の船舶の船舶階層区分のうち旧トン数適用船舶の欄の上限のトン数と改造後の船舶の船

舶階層区分のうち旧トン数適用船舶の欄の上限のトン数との差のトン数に見合うトン数補充

があるときに限り、許可する。

第４節 第１節から第３節までに共通する審査基準等

１ 総トン数の最高限度

第１節から第３節までの規定に基づき許可等を受けた船舶を大型化する場合は、別表第２の海

区ごとに総トン数の最高限度としてそれぞれ定める船舶の総トン数を超えないこととする。ただ

し、複数の海区にまたがる操業区域を有し、かつ、両海区での操業実績を有する船舶については

当該両海区の船舶の総トン数の最高限度のうち、大きい数字を超えないこととする。なお、この

取扱方針の施行の時点において、船舶の総トン数の最高限度を超えている船舶については、当該

許可船舶に限りこれを認めるものとする。

また、この取扱方針の施行後に建造に着手された船舶については、別表第３の基準を満たさな

くてはならないものとする。

２ トン数補充に係る審査基準

第１節から第３節までの規定に基づきトン数補充を要する場合の審査基準は、以下のとおりと

する。

（１）トン数補充に充てることができる許可船舶は、次のアからエまでに掲げる要件の全てを満

たすものとする。

ア 使用廃止等又は小型化の時まで継続して１年以上沖合底びき網漁業を休業していないこ

と（休業の期間が１年に満たない場合であって、法第 39 条第１項、第 42 条第１項又は第
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45 条各号の規定に基づく許可を受けた時から継続して休業していない場合を含む。）。

イ 許可船舶につき許可を受けた者が漁業又は労働に関する法令違反であって、許可の取消

処分に相当するものを犯していないこと。

ウ 使用廃止等又は小型化前の許可船舶の操業区域が属する別表第２の海区に、総トン数変

更後の許可船舶の操業区域が属する別表第２の海区のすべてが含まれること。

エ 別表第４の区域番号 47 に掲げる操業区域を操業区域とするものでないこと。

（２）トン数補充に使用できるトン数の上限は、次のアからウまでに掲げる場合に応じて、当該

アからウまでに定めるトン数とする。

ア 平成４年８月１日以前において沖合底びき網漁業の試験研究等の許可を受けていた船舶

であって、昭和 62 年８月１日又は平成４年８月１日付けで当該船舶につき沖合底びき網

漁業のトン数補充を行ったことにより沖合底びき網漁業の許可を受けた船舶又はその代船

に係る当該漁業を廃業する場合 10 トン

イ アに掲げる船舶を除く許可船舶に係る当該漁業を廃業する場合 当該船舶の総トン数が

属する船舶階層区分のうち旧トン数適用船舶の欄の上限のトン数に 0.01 トンを加算した

トン数に 0.8 を乗じたトン数

ウ 許可船舶を小型化する場合 小型化前の船舶の属する船舶階層区分のうち旧トン数適用

船舶の欄の上限のトン数と小型化後の船舶の属する船舶階層区分のうち旧トン数適用船舶

の欄の上限のトン数の差に相当するトン数に 0.5 を乗じたトン数（ただし、少数点以下は

切り捨てとする。）

３ 補充トン数の制限

（１）補充トン数は、分割し、又は他の許可船舶に係る補充トン数と合算してトン数補充に使用

できるものとする。分割してトン数補充に充当した場合の残余のトン数は、当該トン数補充

に係る最初の総トン数の変更の許可の日から１年以内に限り補充トン数として使用できるも

のとする。

（２）新トン数適用船舶について、当該船舶の総トン数から当該船舶が属する船舶階層区分のう

ち旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数に 0.01 トンを加算したトン数を差し引いたト

ン数（０又は負となる場合を除く。）は、補充トン数として使用できないものとする。

（３）第３章の規定により、トン数補充を要せずに大型化した許可船舶の増加トン数については、

補充トン数として使用できないものとする。

第３章 船舶の総トン数の変更の特例

第１節 特定漁場操業のための大型化

１ 審査基準

許可等を受けた者が、新トン数適用船舶である代船又は改造後の船舶の総トン数を 126 トン以

上に大型化するため第２章に規定する申請を農林水産大臣に対してしたときは、別表第４の区域
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番号１、２又は６に掲げる操業区域を操業区域とする船舶に限り、35 トンを限度として、トン

数補充を要せずに許可するものとする。

２ 本節で大型化する許可船舶の取扱い

１の規定に基づき大型化した許可船舶（その後の代船を含む。以下本節において「特定漁場船

舶」という。）に係る留意点は、以下のとおりとする。

（１）特定漁場船舶は、第２章の規定の適用に当たり、本節から第５節までの規定に基づく大型

化による増加トン数を控除したトン数を総トン数とみなす。

（２）特定漁場船舶を被代船とする代船の許可の申請は、代船の総トン数が特定漁場船舶の総ト

ン数から大型化による増加トン数を控除した総トン数以下の場合を除き、代船が１に規定す

る審査基準を満たしているときに限り、トン数補充を要せずに許可するものとする。

（３）特定漁場船舶の大型化による増加トン数については、補充トン数として使用できないもの

とする。

（４）特定漁場船舶に係る許可証には、大型化による増加トン数及び増加トン数は補充トン数と

して使用できない旨を明記することとする。

第２節 転覆事故防止対策のための大型化

１ 審査基準

許可を受けた者が、船舶の転覆事故防止対策のため、国土交通省が実施する復原性等の検査を

受け、船舶の安全確保の観点から国土交通省の指摘を受け船舶の修繕を行った結果、船舶を大型

化するため、第２章に規定する申請を農林水産大臣に対してしたときは、トン数補充を要せずに

許可するものとする。

２ 本節で大型化する許可船舶の取扱い

１の規定に基づき大型化した許可船舶（その後の代船を含む。以下本節において「転覆防止船

舶」という。）に係る留意点は、以下のとおりとする。

（１）転覆防止船舶は、第２章の規定の適用に当たり、第１節から第５節までの規定に基づく大

型化による増加トン数を控除したトン数を総トン数とみなす。

（２）転覆防止船舶に限り、第２章第４節の１に規定する船舶の最高限度を超えることを認める

こととする。

（３）転覆防止船舶の大型化による増加トン数については、補充トン数として使用できないもの

とする。

（４）転覆防止船舶に係る許可証には、大型化による増加トン数及び増加トン数は補充トン数と

して使用できない旨を明記することとする。

第３節 作業環境改善のための大型化

１ 審査基準
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許可等を受けた者が、作業環境改善のため、甲板の一部又は全部を閉囲場所（船舶のトン数の

測度に関する法律（昭和 55 年法律第 40 号）第３条第１項の閉囲場所をいう。）とし、船舶を大

型化するため、第２章に規定する申請を農林水産大臣に対してしたときは、漁獲能力の増大に直

接影響しないと認められる場合に限り、トン数補充を要せずに許可するものとする。

２ 本節で大型化する許可船舶の取扱い

１の規定に基づき大型化した許可船舶（その後の代船を含む。以下本節において「作業環境改

善船舶」という。）に係る留意点は、以下のとおりとする。

（１）作業環境改善船舶は、第２章の規定の適用に当たり、第１節から第５節までの規定に基づ

く大型化による増加トン数を控除したトン数を総トン数とみなす。

（２）作業環境改善船舶を被代船とする代船の許可の申請は、代船の総トン数が作業環境改善船

舶の総トン数から大型化による増加トン数を控除した総トン数以下の場合を除き、代船が１

に規定する審査基準を満たしているときに限り、トン数補充を要せずに許可するものとする。

（３）作業環境改善船舶の大型化による増加トン数については、補充トン数として使用できない

ものとする。

（４）作業環境改善船舶に係る許可証には、以下の事項を明記する。

ア 大型化による増加トン数

イ 増加トン数は補充トン数として使用できない旨

ウ 作業環境改善船舶に係る漁船法（昭和 25 年法律第 178 号）第 13 条による漁船登録票の

検認の際に、１の適用を受けるために提出した図面及び総トン数計算書を提示し、１に規

定する大型化の審査基準を満たしていることの確認を受けなければならない旨

第４節 漁船の設備基準等の適合のための大型化

平成 19 年７月 25 日農林水産省告示第 960 号（総トン数 20 トン以上の漁船に係る漁船の設備

基準を定める件の全部を改正する件）に定められた設備基準に適合するため、又はこれに加え労

働居住環境を改善するための船舶の大型化の取扱いについては、「漁船の設備基準等の適用に伴

う漁船の大型化に関する取扱方針」（平成 19 年７月 26 日付け 19 水漁第 1418 号水産庁長官通

知）の規定によるものとする。

第５節 漁船の復原性向上等のための大型化

許可等を受けた船舶の復原性向上又は省エネルギーを図るための船舶の大型化の取扱いについ

ては、「漁船の復原性向上等のための漁船の大型化に関する取扱方針」（平成 24 年７月 30 日付

け 24 水推第 581 号水産庁長官通知）の規定によるものとする。

第６節 大型化した許可船舶の認可の申請

許可漁業者は、第１節から第５節までの規定に基づき大型化した船舶に係る許可の有効期間中
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に、使用廃止等の理由により法第 45 条の認可（同条第２号又は第３号に係るものに限る。）を

申請する場合には、省令第 11 条第１項の認可の変更（大型化した許可船舶の総トン数から大型

化による増加トン数を控除した総トン数への変更）の許可を併せて申請しなければならない。

第４章 総トン数以外の制限措置の変更

第１節 操業区域の変更

許可等を受けた者が、その許可等の有効期間中に、法第 47 条又は省令第 11 条の規定により当

該漁業の許可等に係る操業区域を変更することは原則として許可しない。ただし、漁業調整及び

資源管理上支障がない場合に限り許可するものとする。

第２節 漁具の種類その他の漁業の方法の変更

１ 変更の許可の申請

許可等を受けた者は、その許可等の有効期間中に、当該漁業の許可等に係る漁具の種類その他

の漁業の方法（以下「漁法」という。）を変更しようとする場合には、法第 47 条又は省令第 11

条の規定に基づき、農林水産大臣に対して、変更の許可を申請する。

２ 審査基準

１によりなされた申請について、それぞれ次の（１）又は（２）の基準を満たす場合には、許

可するものとする。

（１）２そうびきの漁法により許可等を受けた者が、その漁法を１そうびき及び２そうびき又は１

そうびきに変更しようとする場合には、漁業調整及び資源管理上支障がないとき。

（２）１そうびきの漁法により認可を受けた者が、その漁法を１そうびき及び２そうびきに変更し

ようとする場合には、次のアからウまでに掲げる要件を全て満たすとき。

ア 当該認可を受けた船舶につき、収益性の高い操業・生産体制への転換を図るために取り組

む「認定改革計画及び認定漁業復興計画に基づく収益性の実証等のための試験操業取扱方

針」（平成 20 年３月 24 日付け 19 水管第 2893 号）第２の規定に基づく試験操業の許可を得

て、あらかじめ１そうびき及び２そうびきの漁法により、複数漁期以上の試験操業を行うこ

と。

イ アに規定する試験操業の結果、当該漁法の変更により船舶１隻当たりの漁獲量が増大しな

いこと及び漁業調整上の問題が生じないと認められること。

ウ アに規定する試験操業の許可に条件を付した場合は、これと同一の内容を漁法の変更後の

許可に付すこと。

第５章 漁獲物等の転載の制限

１ 許可の申請

許可漁業者は、その許可の有効期間中に、省令第 27 条第４号の許可を受けて漁獲物を転載しよ
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うとする場合には、農林水産大臣に対して転載の許可を申請する。

２ 審査基準

１によりなされた申請について、沖合底びき網漁業の漁獲物又はその製品の鮮度の保持のため必

要があると認められるものであって、漁業取締り及び漁業調整上支障を及ぼさない場合には許可す

るものとする。

第６章 適用除外

別表第４の区域番号 47 の項の欄に定める海域を操業区域として沖合底びき網漁業の許可等を

受けた船舶であって、併せて以西底びき網漁業の許可等を受けているものについては、以西底び

き網漁業の許可等に関する取扱方針（令和２年 12 月１日付け２水管第 1703 号）を適用し、この

取扱方針を適用しない。

附 則

１ この取扱方針は、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）の施行の日（令和

２年 12 月１日）から施行する。

２ 「沖合底びき網漁業の許可等に関する取扱方針」（平成 29 年７月 24 日付け 29 水管第 1560 号水産

庁長官通知）は、令和２年 11 月 30 日限りで廃止する。

別表第１

新トン数適用船舶 旧トン数適用船舶 階層

15 トン以上 41 トン未満 15 トン以上 29.99 トン以下 １

15 トン以上 76 トン未満 15 トン以上 49.99 トン以下 ２

15 トン以上 96 トン未満 15 トン以上 64.99 トン以下 ３

15 トン以上 126 トン未満 15 トン以上 84.99 トン以下 ４

（備考）この表において同じ階層となる新トン数適用船舶と旧トン数適用船舶については、同じ

船舶階層区分とする。

別表第２

海区 海域 総トン数の最高限度

新トン数 旧トン数

適用船舶 適用船舶

１ 北海道海区 北海道松前郡松前町白神岬突端から正西 125 トン 84.99 トン

の線以北の日本海の海域及び北海道北斗

市葛登志岬突端から青森県下北郡東通村

尻屋崎突端を通る線以北の太平洋及びオ



- 9 -

ホーツク海の海域（ただし、別表第４の

区域番号１、２、３、４、６又は７に掲

げる操業区域に限る。）

２ 北部太平洋海区 千葉県南房総市野島埼突端正東の線以北 75 トン 84.99 トン

の太平洋の海域（１の海区に定める海域

を除く。）

３ 中南部太平洋海区 太平洋の海域（１及び２の海区に定める 125 トン 84.99 トン

海域を除く。）

４ 北部日本海海区 京都府伊根町新井崎突端から正北の線以 75 トン 84.99 トン

東の日本海の海域（１の海区に定める海

域を除く。）

５ 西部日本海海区 日本海の海域（１及び４の海区に定める

海域を除く。）

（１）東経 129 度 59 分 52 秒の線、島根 75 トン 49.99 トン

県出雲市日御碕燈台から長崎県対馬

市三島燈台に至る線、同燈台から大

韓民国鴻島燈台に至る線、東経 127

度 59 分 52 秒の線及び北緯 33 度９

分 27 秒の線の各線により囲まれた

海域（以下「中間漁区」という。）

を操業区域とする船舶

（２）（１）に掲げる船舶以外の船舶 95 トン 84.99 トン

別表第３

海区 トン数 １人当たりの寝室面 １人当たりの

積（㎡） 休憩室面積（食

上甲板上 上甲板下 堂、サロンを含

む）（㎡）

北海道海区 111 トン以上 126 トン未満 1.8 －

北部太平洋海区 66 トン以上 76 トン未満 0.8 1.8

中南部太平洋海区 111 トン以上 126 トン未満 1.8 －

北部日本海海区 66 トン以上 76 トン未満 0.8 1.8

西部日本海海区 0.55

（１）中間漁区を操 66 トン以上 76 トン未満 0.8 1.8

業区域とする
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船舶

（２）（１）に掲げ 86 トン以上 96 トン未満 1.5 2.2

る船舶以外の

船舶

（備考）この表に掲げる海区は、別表第２に掲げる海区の定義にならう。また、第３章第１節の規

定を適用する船舶については、「上甲板」を「最下層の全通甲板」と読み替える。

別表第４

区域番号 操業区域

１ 東経 152 度 59 分 46 秒の線以西のオホーツク海の海域及び北海道松前郡松前

町白神岬突端正西の線以北の日本海の海域

２ 東経 152 度 59 分 46 秒の線と北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突

端に至る線との両線間におけるオホーツク海の海域

３ 東経 152 度 59 分 46 秒の線と北海道北斗市葛登支岬突端から青森県下北郡東

通村尻屋埼突端を通る線との両線間における太平洋の海域

４ 東経 152 度 59 分 46 秒の線と北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台正南の線との

両線間における太平洋の海域

６ 東経 152 度 59 分 46 秒の線と択捉島ウエンシリン岬突端 150 度の線との両線

間における太平洋の海域

７ 北海道浦河郡浦河町浦河灯台正南の線以東、北緯 42 度 40 分９秒の線以南の

海域。ただし、次の（１）及び（２）掲げる海域を除く。

（１）次の各点を順次に結ぶ線及び最大高潮時海岸線により囲まれた海域

イ 北海道浦河郡浦河町浦河灯台

ロ 北海道浦河郡浦河町浦河灯台南西の線上北緯 42 度９秒の点

ハ 北緯 42 度１分東経 143 度９分２秒の点（旧幌泉灯台中心点）南西

の線上北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台 15 海里の点

ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台正東 15 海里の点

ホ 北海道中川郡豊頃町十勝大津灯台 132 度 10 海里の点

ヘ 北海道釧路市釧路埼灯台 226 度の線と北緯 42 度 40 分９秒の線との

交点

ト 北緯 42 度 40 分９秒の線と北海道中川郡の最大高潮時海岸線との交

点

（２）北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台から 15 海里以内の海域

47 北緯 34 度 34 分 41 秒東経 129 度２分 42 秒の点から北緯 32 度 30 分 12 秒東

経 126 度 59 分 53 秒の点に至る線、北緯 33 度９分 27 秒の線、東経 128 度
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29 分 52 秒の線及び東経 127 度 59 分 52 秒の線により囲まれた海域

（備考）この表の区域番号の欄に掲げる番号は、平成 29 年８月１日の一斉更新の際に公示した、

平成 29 年４月７日農林水産省告示第 554 号（漁業法第 58 条第１項の規定に基づく沖合底び

き網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数

並びに許可又は認可を申請すべき期間）別記１の操業区域の番号を用いている。


