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かつお・まぐろ漁業の許可等に関する取扱方針 

 

                              制定  ２ 水 管 第 1686号  

                                                                令和２年11月27日 

一部改正  ４ 水 管 第 1071号  

令和４年７月12日 

 

第１章 総論 

第１節 趣旨 

 かつお・まぐろ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 操業区域 次の（１）から（３）までのいずれかに掲げる海域をいう。 

（１）小型 省令別表第７の総トン数 120トン未満の項第２号の海域をいう。 

（２）近海 省令別表第７の総トン数 120トン未満の項第１号の海域をいう。 

（３）全海域 省令別表第７の総トン数 120トン以上の項の海域をいう。 

５ 代船 かつお・まぐろ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。 

６ トン数補充 別表に定める操業区域が「全海域」である船舶について、かつお・まぐろ漁業の

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又は付記事項及び階層の
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変更のために、その必要トン数（かつお・まぐろ漁業に係る許可証又は認可指令書において、

附記事項として記載され、かつ、船舶が大型化する際の見合いとなるトン数をいう。以下同

じ。）の増加分に、他の船舶に係る当該漁業の廃業を見合いとして生じる必要トン数の減少

分（以下「補充トン数」という。）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 

かつお・まぐろ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、許可船舶と同一の操業区域であって、許可船舶の船舶階層区分

の下位にある場合 

（２）別表に定める操業区域が「近海」である船舶について、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、代船の魚そう容積が許可船舶の魚そう容積以下であ

るときに限り、トン数補充を要せずに許可する。 

（３）別表に定める操業区域が「全海域」である船舶について、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、別表に掲げる代船の総トン数が該当する階層に対

応する必要トン数と許可船舶に係る許可証の付記事項に記載された必要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。 

３ 条件 

２（２）の規定に基づき大型化した船舶（その後の代船を含む。）に係る許可については、法

第 44条第１項の規定により魚そう容積を増やしてはならない旨の条件を付すものとする。 

 

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 

かつお・まぐろ漁業の起業の認可（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
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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。 

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、認可を受けた船舶と同一の

操業区域であって、認可を受けた船舶の船舶階層区分の下位にある場合 

（２）別表に定める操業区域が「近海」である船舶について、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、許可を

受けようとする船舶の魚そう容積が認可を受けた船舶の魚そう容積以下であるときに限り、

トン数補充を要せずに許可する。 

（３）別表に定める操業区域が「全海域」である船舶について、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、別表

に掲げる許可を受けようとする船舶の総トン数が該当する階層に対応する必要トン数と認可

を受けた船舶に係る指令書の付記事項に記載された必要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。 

３ 条件 

２（２）の規定に基づき大型化した船舶（その後の代船を含む。）に係る許可については、法

第 44条第１項の規定により魚そう容積を増やしてはならない旨の条件を付すものとする。 

 

 

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節の審査基準を満たす場合

には、許可するものとする。 
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（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、改造前の船舶と同一の操業区域であって、改造前の船

舶の船舶階層区分の下位にある場合 

（２）別表に定める操業区域が「近海」である船舶について、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、改造後の船舶の魚そう容積が改造前の

船舶の魚そう容積以下であるときに限り、トン数補充を要せずに許可する。 

（３）別表に定める操業区域が「全海域」である船舶について、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、別表に掲げる改造後の船舶の総トン数

が該当する階層に対応する必要トン数と改造前の船舶に係る許可証の付記事項に記載された

必要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。 

３ 条件 

２（２）の規定に基づき大型化した船舶（その後の代船を含む。）に係る許可については、法

第 44条第２項の規定により魚そう容積を増やしてはならない旨の条件を付すものとする。 

 

 

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、別表の操業区

域ごとにそれぞれ定める船舶の最大総トン数を超えないこととする。 

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。 

トン数補充に充てることができる許可船舶は、次の（１）から（４）までに掲げる要件の全て

を満たすものとする。 

（１）使用廃止等の時まで継続して１年以上かつお・まぐろ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 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。）。  

（２）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。 

（３）使用廃止等の前の許可船舶の操業区域と総トン数変更後の許可船舶の操業区域とが同一で

あること。 

（４）使用廃止等の前の許可船舶の漁具の種類その他の漁業の方法と総トン数変更後の許可船舶

の漁具の種類その他の漁業の方法とが同一であること。 

３ 補充トン数の制限 
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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する

ことができるものとする。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することが

できるものとする。 

 

第３章 付記事項及び階層の変更 

１ 許可証の書換え交付の申請 

許可等を受けた者は、その有効期間中に、第２章の規定によらず付記事項及び階層を変更しよ

うとする場合には、農林水産大臣に対して、省令第 17 条第１項に規定する許可証の書換え交付 

又は認可指令書の再交付を申請する。 

  ２ 審査基準 

    １によりなされた申請について、30 トン以上のトン数補充がある場合には、交付するものと

する。 

 

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、資

源管理及び国際的な枠組み上支障がない場合に限っては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 

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漁具の種類その他の漁業の方法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、資源管理及び国際的な枠組み上支障がない場合に限っては許可するものとす

る。 

 

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 「遠洋かつお・まぐろ漁業の許可等に関する取扱方針」及び「近海かつお・まぐろ漁業の許可等

に関する取扱方針」（いずれも平成 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。 

 

附 則 

１ この通知は、令和４年７月 12日から施行する。 
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２ この通知における改正前のかつお・まぐろ漁業の許可等に関する取扱方針別表（浮きはえ縄）

（一）から（八）までの事項及び別表（釣り）（一）から（八）までの事項は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの通知による改正後のかつお・まぐろ漁業の許可等

に関する取扱方針別表（浮きはえ縄）及び（釣り）の事項とみなす。 

（１） 別表（浮きはえ縄）（一）から（三）まで 別表（浮きはえ縄）（一） 

（２） 別表（浮きはえ縄）（四）から（六）まで 別表（浮きはえ縄）（二） 

（３） 別表（浮きはえ縄）（七）及び（八） 別表（浮きはえ縄）（三） 

（４） 別表（釣り）（一）から（三）まで 別表（釣り）（一） 

（５） 別表（釣り）（四）から（六）まで 別表（釣り）（二） 

（６） 別表（釣り）（七）及び（八） 別表（釣り）（三） 
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 別表 

 

（浮きはえ縄） 

階層 

 

船舶の総トン数 必要 

トン数 

操業区域 

 旧トン数船舶 新トン数船舶 

小型 10 トン以上 20 トン未満 10 トン以上 20 トン未満 - 小型 

近海（一） 10 トン以上 80 トン未満 10 トン以上 120 トン未満 - 近海 

近海（二） 10 トン以上 120 トン未満 10 トン以上 200 トン未満 - 近海 

（一） 80 トン以上 240 トン未満 120 トン以上 320 トン未満 150トン 全海域 

（二） 80 トン以上 420 トン未満 120 トン以上 500 トン未満 330トン 全海域 

（三） 80 トン以上       120 トン以上       500トン 全海域 

  （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。 

 

（釣り） 

階層 

 

船舶の総トン数 必要 

トン数 

操業区域 

 旧トン数船舶 新トン数船舶 

小型 10 トン以上 20 トン未満 10 トン以上 20 トン未満 - 小型 

近海（一） 10 トン以上 80 トン未満 10 トン以上 120 トン未満 - 近海 

近海（二） 10 トン以上 180 トン未満 10 トン以上 180 トン未満 - 近海 

（一） 80 トン以上 300 トン未満 120 トン以上 300 トン未満 210トン 全海域 

（二） 80 トン以上 500 トン未満 120 トン以上 500 トン未満 390トン 全海域 

（三） 80 トン以上       120 トン以上       580トン 全海域 

 （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。                        
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