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新潟県海洋生物資源の保存及び管理に関する計画

１ 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

（１）本県水産業の平成30年の海面漁業生産量は2.9万トン、生産額は121億円であり、

全国的には中位に位置している。水産業が中核的な産業である佐渡島と粟島を擁し、

漁業経営体数は1,338経営体（平成30年）となっている。

本県において水産業は、水産物の安定供給等重要な役割を果たしており、今後と

も海洋生物資源を適切に管理し、合理的に利用していくことが必要である。

（２）本県佐渡沖合水域には、対馬暖流とリマン寒流が交錯していることから、寒暖系

の回遊性魚類や底生魚介類の好生息場となっている。

我が国周辺水域における漁業資源の水準については、近年、全体としておおむね

安定的に推移しているが、低水準にとどまっている資源や、資源水準が低下してい

る資源も見られる。本県下における漁業資源についても、おおむね同様の傾向が見

られるところであり、今後とも漁業資源の適切な管理が求められている。

（３）このようなことから、県としては従来から漁業の管理、資源管理型漁業の推進等、

種々の保存管理措置を講じてきたところであり、この結果、地先の資源を主体とし

て多くの海洋生物資源の保存管理が図られるようになってきているが、さらに海洋

生物資源の保存管理を図るため、基本計画により決定された漁獲可能量及び漁獲努

力可能量の都道府県別の数量について適切な管理措置を講じることとする。

（４）漁獲可能量及び漁獲努力可能量制度を適切に管理し、必要に応じて漁業者等の指

導又は採捕の数量及び漁獲努力量の公表等実効措置を講じるため、他県入漁船を含

め第１種特定海洋生物資源の採捕実績及び第２種特定海洋生物資源の漁獲努力量の

的確な把握に努めることとする。

（５）また、漁獲可能量及び漁獲努力可能量について本県に定められた数量に係る管理

を適切に行っていくためには、これら海洋生物資源の分布、回遊状況、資源の内容、

当該資源を取り巻く環境等についてのより詳細な科学的データ又は知見が必要であ

る。当海域でのデータの蓄積又は知見の進展を図るため、水産海洋研究所を中心と

し、国又は関係県との連携の下、資源調査体制の充実強化を図ることとする。また

資源管理の充実を図るため、必要に応じて漁業管理措置の強化を図ることとする。

（６）第１種及び第２種特定海洋生物資源以外の海洋生物資源についても、引き続き資

源管理を推進するよう、従来からの資源管理型漁業を推進していくこととする。

（７）海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため、協定制度の活用等により引き続

き漁業者等による自主的な資源管理を推進する。

（８）本県における漁獲可能量においては、他県入漁者の採捕実績に妥当な配慮を払う

ものとする。

（９）なお、本県におけるくろまぐろ資源の保存及び管理に関する計画は別に定めるも

のとする。
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２ 第１種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量について本県に定められた数量に関する

事項

（１）第１種特定海洋生物資源の平成31年又は令和元年の管理の対象となる期間及び

知事管理量は次表のとおりである。

第１種特定海洋生物資源 管理の対象となる期間 知事管理量

すけとうだら 平成31年４月から令和２年３月 －

まあじ 平成31年１月から令和元年12月 若干

まいわし 平成31年１月から令和元年12月 若干

まさば及びごまさば 令和元年７月から令和２年６月 若干

するめいか 平成31年４月から令和２年３月 若干

ずわいがに 令和元年７月から令和２年６月 417トン

※ すけとうだらについては、知事管理量は定めないものとする。

（２）第１種特定海洋生物資源の令和２年の管理の対象となる期間及び知事管理量は

次表のとおりである。

第１種特定海洋生物資源 管理の対象となる期間 知事管理量

すけとうだら 令和２年４月から令和３年３月 －

まあじ 令和２年１月から令和２年12月 若干

まいわし 令和２年１月から令和２年12月 若干

まさば及びごまさば 令和２年７月から令和３年６月 若干

するめいか 令和２年４月から令和３年３月 若干

ずわいがに 令和２年７月から令和３年６月 424トン

※ すけとうだらについては、知事管理量は定めないものとする。
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３ 第１種特定海洋生物資源知事管理量に関し実施すべき施策に関する事項

【ずわいがに】

ずわいがにかご漁業、小型機船底びき網漁業及び刺し網漁業（固定式）については、

現状の漁獲努力量を増加させることがないよう許可隻数については現状どおりとし

て、従来の操業規制と同様の規制に基づいて操業を行うこととする。さらに、小型機

船底びき網漁業及び刺し網漁業（固定式）については、漁期外でのかにの生息する海

域での操業を自粛し、混獲した場合には再放流することとする。

えびかご漁業等のその他のかご漁業等については、従来の操業規制に基づいて操業

することとする。

【まあじ】

大型定置網漁業については、現状の漁獲努力量を増加させることがないよう、免許

統数については現状どおりとして従来の操業規制と同様の規制に基づいて操業するこ

ととし、この結果、漁獲実績が前年の漁獲実績程度となるように努めるものとする。

【まいわし】

大型定置網漁業、いわし流し網漁業については、現状の漁獲努力量を増加させるこ

とがないよう、免許統数、許可隻数等については現状どおりとして従来の操業規制と

同様の規制に基づいて操業することとし、この結果、漁獲実績が前年の漁獲実績程度

となるように努めるものとする。

【まさば及びごまさば】

大型定置網漁業については、現状の漁獲努力量を増加させることがないよう、免許

統数については現状どおりとして従来の操業規制と同様の規制に基づいて操業するこ

ととし、この結果、漁獲実績が前年の漁獲実績程度となるように努めるものとする。

【すけとうだら】

小型機船底びき網漁業、刺し網漁業（固定式）及びすけとうだら延縄漁業について

は、現状の漁獲努力量を増加させることがないよう、許可隻数等については現状どお

りとして従来の操業規制と同様の規制に基づいて操業することとし、この結果、漁獲

実績が前年の漁獲実績程度となるように努めるものとする。

【するめいか】

大型定置網漁業、小型機船底びき網漁業及び刺し網漁業（固定式）については、現

状の漁獲努力量を増加させることがないよう、免許統数、許可隻数等については現状

どおりとして従来の操業規制と同様の規制に基づいて操業することとし、この結果、

漁獲実績が前年の漁獲実績程度となるように努めるものとする。

５トン未満の動力船により釣りによってするめいかをとることを目的とする漁業に

あっては、現状の漁獲努力量を増加させることがないよう指導するとともに、漁獲実

績の把握に努め、漁獲努力量の抑制方策について検討する。
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４ 第２種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力可能量のうち、本県に定められた量に関す

る事項

第２種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力可能量のうち、本県に定められた量並びに

対象となる採捕の種類に係る海域及び期間は次表のとおりである。

第２種
漁獲努力

特定海洋 採捕の種類 海 域 期 間
量（隻日）

生物資源

まがれい 小型機船底び 次のア、イ、ウ、エの４点を順次 令和２年9月 1,843

き網漁業のう に結んだ３線と最大高潮時海岸線と 1日から

ちその他の小 によって囲まれた海域。 令和２年10

型機船底びき ア 山形、新潟両県界の最大高潮 月31日まで

網漁業 時海岸線上の点

イ アから西北西の線上15海里の点

ウ 新川河口中心点と佐渡市鴻ノ瀬

鼻灯台中心点とを結ぶ線上新川河

口中心点から10海里の点

エ 新川河口中心点

５ 第２種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力量について、採捕の種類別に定める量に関

する事項

第２種特定海洋生物資源知事管理努力量並びに対象となる採捕の種類に係る海域及

び期間は次表のとおりである。

第２種
漁獲努力

特定海洋 採捕の種類 海 域 期 間
量（隻日）

生物資源

まがれい 小型機船底び 次のア、イ、ウ、エの４点を順次 令和２年9月 1,843

き網漁業のう に結んだ３線と最大高潮時海岸線と 1日から

ちその他の小 によって囲まれた海域。 令和２年10

型機船底びき ア 山形、新潟両県界の最大高潮 月31日まで

網漁業 時海岸線上の点

（板びき網漁 イ アから西北西の線上15海里の点

業） ウ 新川河口中心点と佐渡市鴻ノ瀬

鼻灯台中心点とを結ぶ 線上新川

河口中心点から10海里の点

エ 新川河口中心点
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６ 第２種特定海洋生物資源知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

【まがれい】

日本海北部のまがれいの資源回復を図るために、県が作成した「新潟県資源管理指

針」の着実な実施を推進する。

また、知事管理努力量に係る知事への漁獲努力量等の報告について、迅速な報告の

体制の整備を進めることとする。

７ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

（１）海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するために、より詳細かつ正確な資

源状況の把握が必要であることから、漁獲情報を的確に把握するとともに資源に関

する調査・研究の充実強化をさらに進めることとする。

（２）海洋生物資源の保存及び管理を推進するため、小型魚や産卵親魚の保護等に向け

た取組を進めることとする。
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新潟県海洋生物資源の保存及び管理に関する計画の１の（９）に

定める「くろまぐろ資源の保存及び管理に関する計画」について

（第６管理期間）

１ くろまぐろ資源の保存及び管理に関する方針

（１）本県においてくろまぐろは、定置漁業及びはえ縄漁業等により漁獲される重要な

漁業資源となっている。

（２）このため、くろまぐろ資源の保存及び管理を通じて、安定的で持続的な利用を図

る観点から、国の基本計画により決定された漁獲可能量のうち、本県の知事管理量

について漁業の実態に応じた適切な管理措置を講じることとする。

（３）知事管理量を適切に管理するためには、くろまぐろの採捕の数量を正確に把握す

る必要があることから、採捕の数量の報告体制を整備し、適切な報告がなされるよ

う漁業者等の指導・確認を行うものとする。併せて、採捕の数量が知事管理量に近

づいた場合はこの旨を直ちに公表するとともに早期是正措置を講じるものとする。

（４）また、適切な管理を行うためには、くろまぐろの分布、回遊状況及び当該資源を

取り巻く環境等について、より詳細な科学的データ又は知見が必要であり、当該デ

ータの蓄積又は知見の進展を図るため、水産海洋研究所を中心に、国又は関係都道

府県との連携の下、資源調査体制の充実強化を図ることとする。

（５）これらのほか、知事管理量の遵守を図る観点から、漁業者協定を締結し、管理措

置と相まった漁業者による自主的な漁獲管理の取組を行うものとする。

２ くろまぐろの漁獲可能量について本県に定められた数量に関する事項

くろまぐろの令和２年の管理の対象となる期間及び知事管理量は次表のとおりで

ある。

管理対象魚 管理の対象となる期間 知事管理量 うち留保枠

くろまぐろ30キログラム未満の 令和２年４月から令和
84.2トン 2.775トン

小型魚（以下「小型魚」という。）３年３月

くろまぐろ30キログラム以上の 令和２年４月から令和
109.2トン 4.430トン

大型魚（以下「大型魚」という。）３年３月

ただし、全国数量（我が国全体の小型魚又は大型魚の漁獲可能量）を超えるおそ

れが著しく大きいと認めて、農林水産大臣が当該採捕の数量を公表した場合は、知

事管理量が消化されていない場合であっても、その時点における採捕の数量をもっ

て知事管理量とする。
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３ くろまぐろの知事管理量に関し実施すべき施策に関する事項

（１）緊急報告体制について

① 大型定置の経営体及び漁業協同組合（以下「漁業団体」という。）は、小型魚又

は大型魚別に、１日当たり以下の報告基準に該当する採捕があった場合は、速やか

に県に採捕の数量を報告するものとする。

ただし、３（２）の公表がなされた後は、報告基準に該当しない採捕であっても、

速やかに県に採捕の数量を報告するものとする。

報告者 漁業種類 報告基準

大型定置の経営体 大型定置 １ヶ統当たり500キログラムを超える量の採捕

漁業協同組合
小型定置 １ヶ統当たり200キログラムを超える量の採捕

その他 １隻当たり100キログラムを超える量の採捕

② ①の県への報告は以下の体制により行うものとする。

報告者 報告方法

大型定置の経営体
漁獲量を取り纏め、県水産課に電話/メール/ＦＡＸ連絡

漁業協同組合
小型定置及びその他漁業者から報告のあった漁獲量を取り纏め、

県水産課に電話/メール/ＦＡＸ連絡

※ 漁業団体は、漁業者との間の連絡網を整備するものとする。

※ 県は、漁業団体と連絡網（土日祝祭日、年末年始等の閉庁時の連絡網を含む）を

別に定めるものとする。

③ 報告基準に該当する採捕があった場合に、漁業団体が取り組む緊急の管理措置は

以下のとおりとする。また、県は当該採捕の数量報告を受けた際に、以下の緊急の

管理措置が実施されているか確認し、必要な指導を行うものとする。

・漁業団体は関係者及び所属組合員に対し、大量漁獲があった旨を緊急連絡する。

・３（２）の公表がなされた場合には、県の残枠が判明するまでの間は、当面、生

存個体を放流する。

④ 県は、小型魚又は大型魚別に３（２）の公表がなされた後、１日１トンを超える

採捕の数量報告があった場合は、速やかに当該採捕の数量を国に報告する。

（２）採捕の数量の公表について

採捕の数量が知事管理量の７割を超え、又は超えるおそれがあると認められる時

点で、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（以下「法」という。）第８条第２

項の規定に基づく当該採捕の数量を公表するものとする。

（３）早期是正措置について

県は、法第13条第２項の規定による県の認定を受けた、新潟県くろまぐろ資源の

保存及び管理に関する協定（以下「協定」という。）の第６（３）に即して、以下

の管理措置を県内漁業者等に対し講ずるものとし、併せて、協定に参加している漁

業団体に当該措置の履行確認を依頼する。
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・３（２）の公表がなされた場合は、生存個体の放流に努めるよう助言する。

・漁業団体別に協定第６（１）の漁獲枠の９割５分を超え、又は超えるおそれがあ

ると認められる場合は、当該漁業団体所属の漁業者は生存個体を全て放流するよ

う指導する。

（４）その他の事項について

・県内の漁業者に対し早期是正措置を講じた場合は、県内の遊漁者及び遊漁船業者

に対して同様の措置を講ずるものとする。また、その内容を国に報告するものと

する。

・県内の遊漁に関して、特にプレジャーボート等を利用した採捕の実態が必ずしも

明らかでないことから、県は国と協力しつつ、各種媒体を通じてくろまぐろの

管理状況や漁業者の取組への理解と協力の呼びかけを行うものとする。

４ 採捕の停止命令について

（１）知事管理量を超えるおそれが著しく大きいと認める場合の採捕停止命令

採捕の数量が留保枠の数量を除く知事管理量を超える時点で、法第10条第２項の

規定に基づく採捕の停止を命令するものとする。

（２）全国の漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きいと認める場合の採捕停止命令

全国の小型魚又は大型魚の採捕の数量が、全国数量を超えており、又は超えるお

それが著しく大きいと認めて、農林水産大臣が当該採捕の数量を公表した場合は、

公表時点における本県の採捕の数量をもって知事管理量となることから、当該公表

の時点で、法第10条第２項の規定に基づく採捕の停止を命令するものとする。

（３）その他採捕の停止命令に関すること

遊漁者による採捕の数量は知事管理量に含まれるため、本県の採捕の停止命令（法

第10条関係）が発出された場合は、本県水面での遊漁者も命令対象とするものとす

る。


