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第21期第４回北海道内水面漁場管理委員会議事録

１ 開催日時
令和３年12月17日（金曜日）14時30分

２ 開催場所
札幌市中央区北４条西７丁目 ポールスター札幌 2Fメヌエット

３ 出席委員
会長 野川秀樹 副会長 福士國治 委員 鈴木和博 委員 中野信之
委員 小川勝士 委員 佐々木昇 委員 渡邊哲也 委員 毛利元紀
委員 大井昇 委員 山口俊介 委員 木村直哉 委員 杉若圭一
委員 斎藤裕美 委員 清水宗敬 委員 井尻成保 委員 古谷直樹
委員 松田有宏
（出席17名）

４ 議事録署名委員
福士國治及び鈴木和博

５ 事務局
事務局長 岡村淳一

６ 来賓
水産林務部水産局 水産局長 古村龍二
水産林務部水産局漁業管理課 サケマス内水面担当課長 村木俊文

課長補佐（遊漁内水面） 齋藤弘純
遊漁内水面係長 小野寺満寛
主査（内水面） 小川春人
遊漁内水面係 主事 佐藤往志

７ 議題
（１）知事許可漁業に係る制限措置の内容及び申請すべき期間等について(答申)
（２）北海道内水面漁場管理委員会規程の一部改正について
（３）北海道内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程の一部改正につ

いて
（４）北海道内水面漁場管理委員会が保有する個人情報の保護等に関する規程の
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一部改正について

８ 議事内容

（事務局）
ただ今より、第21期第４回北海道内水面漁場管理委員会を開会します。
開会に当たりまして、野川会長から、御挨拶申し上げます。

〔会長挨拶〕
（野川会長）

委員会の開催に当り、一言、御挨拶申し上げます。
委員の皆様には、何かとお忙しい中、また、新型コロナウイルスがなかなか

終息しない中、本日の委員会に御出席をいただき、ありがとうございます。
また、公務御多忙の中、北海道水産林務部水産局の皆様には、御臨席をいた

だき、厚くお礼を申し上げます。
第21期の委員会につきましては、これまで３回の委員会が開催されてきま

したが、いずれの委員会も新型コロナウイルスの影響により書面での開催とな
り、１年目の任期が終わろうとしているこの12月に入りまして、ようやく、
こうして皆様と顔を合わせての開催の運びとなりました。
そのようなことで、御挨拶が遅くなりましたが、第１回目の委員会において

皆様の互選により、会長に選出されました野川でございます。
よろしくお願いします。
第19期から会長を務めさせていただいており、今期で３期目となりますが、

気持ちも新たに、また、微力ではございますが、委員の皆様の御協力のもと、
漁場管理委員会の円滑な運営に努めてまいりたいと考えておりますので、よろ
しくお願い申し上げます。
さて、本日の委員会でございますが、知事許可漁業に係る諮問のほか、内水

面漁場管理員会の内部の規定の改正等の議案について御審議をいただくことと
しておりますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
最後になりますが、新型コロナウイルスの新たな変異株の感染拡大や第６波

の到来が懸念されている状況にございます。
これから年末年始に向けて忘年会や新年会で感染リスクの高い機会が増える

ことになろうかと思いますが、委員の皆さまにはくれぐれも感染に御注意いた
だきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが開催に当たっての
挨拶とさせていただきます。
本日は、よろしくお願い申し上げます。
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（事務局）
次に、御来賓として北海道から御臨席いただいている、北海道水産林務部の

古村水産局長から御挨拶を頂戴いたします。

〔来賓挨拶〕
（北海道 古村水産局長）

皆様、御苦労さまです。
ただいま紹介いただきました水産局長の古村でございます。
第21期第４回北海道内水面漁場管理委員会の開催に当たりまして、御挨拶

申し上げます。
野川会長を始め委員の皆様方には日頃より水産業の推進、漁業権内水面にお

けます円滑な漁業調整に関しまして特段の御理解御協力をいただいていること
に対しまして、この場を借りて厚くお礼申し上げたいと思います。
先ほど、会長の挨拶にもありましたが、第21期委員会の発足後、今回で４

回目となりましたが、本日ようやく委員の皆様とこうして顔を合わせて委員会
を開催することができたことを心から安堵しているところでございます。
本年もあと残りわずかとなっていますが、振り返りますと主要な魚種で生産

が低迷する中でありまして、コロナ禍で観光への影響はもとより外食需要の減
少などから水産物の消費低迷、あるいは魚価の下落といった影響が出ています。
海面、内水面問わず漁業を営む環境につきましては大変厳しい状況にあると

感じていますし、更に本年９月以降に道東太平洋沿岸において道内でこれまで
全く想定していなかった赤潮が広範囲に発生いたしまして甚大な漁業被害が発
生した事象があったところです。
こういった海洋環境の変化に伴いまして様々な影響が生じているところです

けれども、内水面におきましても生育環境の悪化、外来魚の繁殖などによりま
す資源の減少に加えまして、就業者の高齢化や後継者不足など多くの課題を抱
えていると感じています。
また、今後、令和５年には漁業権の一斉切替が予定されているところです。
委員の皆様におかれましては本日の委員会の審議などと合わせまして今後と

も本道水産行政の推進に格別の御支援と御協力をいただくようお願い申し上げ
まして、簡単ではございますが開催に当たっての開会の御挨拶とさせていただ
きます。
本日はどうぞよろしくお願いします。

（事務局）
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古村局長ありがとうございました。
それでは、議事に入る前に、これまで新型コロナウイルスの蔓延を防止する

ことが最優先だったことから、第21期の改選で委員の選任以来、２月の第１
回から１年近くの間、書面での開催が続いており、実際に顔を合わせての委員
会は、今回が初めてとなりますので、委員の御紹介から始めたいと思います。

〔委員紹介〕
最初に挨拶がありました、会長の野川委員です。時計回りに、漁業関係の委

員から、副会長の福士委員です。そのお隣が、鈴木委員です。そのお隣が、中
野委員です。そのお隣が、小川委員です。そのお隣が、佐々木委員です。その
お隣が、渡邊委員です。そのお隣が、毛利委員です。ここから遊漁関係の委員
となります。大井委員です。そのお隣が、本日は都合により欠席されています
が、牧野委員の席となります。そのお隣が、山口委員です。そのお隣が、木村
委員です。ここから学識経験者の委員となります。杉若委員です。そのお隣が、
斎藤委員です。そのお隣が、清水委員です。そのお隣が、井尻委員ですが少し
到着が遅れるとのことです。そのお隣が、古谷委員です。そのお隣が、松田委
員です。

〔来賓紹介〕
続きまして、来賓の方々を御紹介いたします。
会長のお隣が、御挨拶いただきました北海道水産林務部の古村水産局長です。
そのお隣が、水産林務部水産局漁業管理課のサケマス遊漁内水面担当の村木

課長です。こちら私の隣が、遊漁内水面所管の齊藤課長補佐です。後ろの席が
担当の小野寺遊漁内水面係長、小川内水面主査、佐藤主事です。担当者の方々
には若干のお手伝いをお願いしています。
よろしくお願いします
最後に私、事務局長の岡村と申します。今後ともよろしくお願いいたします
それでは、この後の議事進行を野川会長にお願いします。
会長、よろしくお願いします。

〔議事〕
（野川会長）

それでは、最初に出席委員の報告をいたします。
事務局から連絡ありましたとおり、井尻委員は遅れてまいりますが、欠席は

牧野委員ということで、本日は委員定数18名中、欠席委員１名で17名の委員
が出席していますので、委員会は成立します。
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次に議事録署名委員を私から指名いたします。
本日は、福士副会長と鈴木委員にお願いします。
では、議案の審議に入ります。
議案第１号の知事許可漁業に係る制限措置の内容及び申請すべき期間等につ

いてを上程します。最初に、事務局から議案の説明をお願いします。

（事務局）
議案の説明の前に、今期の委員会は第１回から書面での開催であったため、

基本的なことについても、資料配付だけで説明が伴っていなかったので、今後、
適宜、説明を加えながら進めていきたいと思います。
本日の諮問も含めて、今後出てくる漁業法による根拠は、関係海区漁業調整

委員会の意見を聴かなければならない、という記述となっており、内水面漁場
管理委員会に意見を聴く、となっていないものがほとんどです。
右上に事前説明資料とある１枚の資料を御覧ください。
上段の太字にしている、漁業法の第百七十一条の第４項に、この法律の規定

による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面
漁場管理委員会が行う、とされていることで、特に除外されているもの以外は、
すべて読み替えられるものとなっています。
下段については、漁業に関することではなく、会議に関することですが、こ

ちらも概ねが読み替えられるものとなっています。
ということですので、この後、説明がある諮問に関しても、国の水産政策審

議会を関係海区漁業調整委員会に読み替えたものを、さらに内水面漁場管理委
員会に読み替えるものとして御承知ください。
それでは議案第１号について、事務局から概略を説明いたします。
資料１を御覧ください。
北海道知事から、オホーツク総合振興局管内について1ページから、留萌振

興局管内について６ページからの内水面の知事許可漁業に関して意見を求めら
れているもので、いわゆる諮問を受けました。
この諮問は、知事が漁業を許可する手続として、許可するに当たって課せら

れる制限と、許可を受けようとするときの申請期間を定めて公示することとな
っており、定めるに当たって、委員会に意見を聞かなければならない、とされ
ていることに基づいた諮問で、意見を求められたことに関して御審議いただく
ものとなっています。
事務局からの説明は以上です。
井尻委員が到着されましたので御紹介します。よろしくお願いします。
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（野川会長）
引き続き、知事部局の漁業管理課から、制限措置等の諮問について具体的な

説明をいただきます。

〔漁業管理課説明〕
（漁業管理課 小川主査）

漁業管理課で内水面漁業を担当している小川です。よろしくお願いします。
議案第１号、知事許可漁業に係る制限措置の内容及び申請すべき期間につい

て、説明いたします。
議案資料１概要を御覧ください。
漁業の許可においては、北海道漁業調整規則により原則、漁業種類、操業区

域等の制限措置とともに申請すべき期間を定め、申請者が適格性に抵触せず、
制限措置の範囲内の内容であれば許可しなければならないとされており、これ
らを定めるにあたっては漁業法及び漁業調整規則の規定に基づき内水面漁場管
理委員会の意見を聴くとされていることから、今回、オホーツク及び留萌管内
のしじみがい漁業に係る制限措置及び申請期間について諮問するものです。
なお、公示については各振興局のホームページ上にて行う予定でおります。
次に資料の11ページを御覧ください。
漁業許可の手続きの資料となりますが、手続きは１の継続漁業となる、まき

網、こぎ網、さけます流し網などと、それ以外の２の新規漁業となるものがあ
り、内水面におけるしじみけた網漁業は新規漁業の手続きとなり、申請に先立
ち制限措置等の公示を行うにあたって委員会に諮問するものです。
３の許可の流れですが、諮問、公示後、申請期間内に北海道が申請を受け、

適格性等を審査した上で許可処分を行うこととなります。
なお、北海道の内水面で知事許可漁業が行われているのは、今回諮問いたし

ますオホーツクと留萌管内のしじみ漁業のみとなっています。
次に２ページを御覧ください。
オホーツク総合振興局の公示案となりますが、操業区域は網内共第３号、４

号、９号共同漁業権漁場区域、漁業時期は２月１日から12月31日まで、隻数
は３号と４号を操業区域とする場合は41隻以内、３号のみの場合は15隻以内、
９号は22隻以内、トン数は15トン未満、漁業を営む資格は１オホーツク管内
に住所を有するもの、２漁業権又は組合員行使件を有するもの、申請期間は随
時となっており、その他の内容は備考記載のとおりとなっております。
次に３ページから５ページに許可等に関する制限措置等の取扱を参考添付し

ておりますので後ほど御確認ください。
次に７ページを御覧ください。
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留萌振興局の公示案となりますが、操業区域は留内共第１号共同漁業権漁場
区域、漁業時期は５月１日から12月31日まで、隻数33隻以内、トン数は５ト
ン未満、漁業を営む資格は１留萌管内に住所を有するもの、２漁業権又は組合
員行使件を有するもの、申請期間は令和４年３月１日から令和４年11月30日
までとなっており、その他の内容は備考記載のとおりとなっております。
次に８ページから10ページに許可等に関する制限措置等の取扱を参考添付

しておりますので後ほど御確認ください。
次に12ページを御覧ください。
本諮問に係る関係法令を抜粋しておりますので後ほど御確認ください。
なお、これらの内容については関係漁業者などと十分協議した内容となって

います。
わたしからの説明は以上です。

（野川会長）
説明が終わりましたので、審議に移ります。
委員の皆様から御質問、御意見などがありましたら発言お願いいたします。

〔質疑応答〕
（野川会長）

私からよろしいでしょうか。
基本的な質問を一つさせていただきたいが、小型機船底びき網漁業手繰り第

三種漁業とは具体的にどのような漁法なのか教えていただけないでしょうか、
イメージがわかない委員の方も多いと思いますので。

（小川主査）
会長からどのような漁法かということについてですが、イメージとして内水

面なので大きくない船の後ろにロープを張って、湖底をかごに枠が付いて、そ
の後ろに網が付いたものを船の力で引いて、海底のシジミを獲るもの、枠に爪
のようなものが付いていて、湖底をひっかいてシジミが掘り起こされて後ろの
網に入っていくという漁法となっています。

（会長）
なんとなくイメージがつかめたように思います。小型の機船で爪が付いた枠

のようなものを引いてシジミを捕る漁業ということですね。
ほかに御質問等ありませんでしょうか。
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（杉若委員）
これまでもあった漁法ですけれども、先ほど漁業者と十分すりあわせを内容

については行ったということですが、今までの制限措置と違う点はあるのでし
ょうか。

（小川主査）
今までとの違いについては、まず、この制度が始まったことについては、前

期の委員会で説明させていただきましたが、漁業法が変わって基本的に知事許
可漁業については、ただいま説明したとおり制限措置や申請期間を公示した上
で受け付けて、行わなければならないという制度に令和２年以降変わりました
が、それ以前は共同漁業権の中身と知事が許可する内容が同じで、組合内部で
決められたルールの内容で知事許可も条件を定めて行われてきています。
今回、公示するが中身は変わらず、今回のシジミ漁業も組合が定めた行使内

容の条件等と同じになっています。

（杉若委員）
わかりました。
例えば天塩関係で許可漁業によるシジミの漁獲量は把握されていますか。

（小川主査）
許可漁業のシジミの漁獲量についてですが、ほかにもじょれんを使って手で

獲るものなどもありますが、基本的にはほぼ大部分がこの漁業で、量的には近
年はトン数で700トン程度、金額で６億を下回る程度となっています。

（杉若委員）
それは許可に関してですか。

（小川主査）
今回のシジミ桁網漁業の許可については共同漁業権の行使を受けつつ、漁法

に対して知事許可を行うというもので、漁業権に基づく行使と漁法に部分に係
る知事許可を両方受けて操業することになりますので、同じ数値となります。

（杉若委員）
わかりました。

（野川会長）
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ほかに御質問等ありませんか。
なければ、これで採決に移ります。
議案第１号、知事許可漁業に係る制限措置の内容及び申請すべき期間等につ

いてに係る諮問については、妥当であると認める旨、知事に答申することで決
定してよろしいでしょうか。

（委員）〈異議なしの声あり〉

（野川会長）
皆さん、異議なしということで、諮問があった事項は妥当であると認める旨、

知事に答申します。
なお、答申の文面については、会長一任でお願いします。
次に、議案第２号ですが、次の第３号、第４号とも、内部規程の改正ですの

で一括で説明し、審議とさせていただきます。
議案第２号が、北海道内水面漁場管理委員会規程の一部改正について、第３

号が、北海道内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程の一部改正に
ついて、第４号が、北海道内水面漁場管理委員会が保有する個人情報の保護等
に関する規程の一部改正について、事務局から説明してください。

（事務局）
説明いたします。内部の規程で、事務的な話に終始してしまいますが、委員

会の組織として基本的な決めごとでもあり、改正の都度、委員会で決定してい
ただかなければならないので、簡潔に概要での説明に心がけますので御理解い
ただければと思います。
議案資料２を御覧ください。アンダーライン部分が改正箇所ですが概要を申

しますと、この改正は、組織を構成する職員の種類について、北海道に準ずる
ことによるもので、実際には事務局は事務局長一人なので、組織を定義付ける
事務的な改正で、この規程自体は、この委員会の職務、組織の基本部分を定め
ているものとなります。
次に議案資料３を御覧ください。アンダーライン部分が改正箇所ですが概要

を申しますと、この改正は、漁業法改正に伴って今まで34条だったものが86
条に移ったなど、引用条項の変更等によるものと、第4条の公示の方法にイン
ターネット等が利用可能となるよう一項目加えているものです。
この規程自体は、漁業法において意見を聞くとされているものは、行政手続

法の規定に従って手続しますが、そこから除外されている条項について取扱を
定めるものです。
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従前は、国の通知・通達に基づいて定めていましたが、漁業法改正後は、国
は例を示すだけになり、段取りは変わりましたが、委員会が意見を聴くという
役割は従前から変わっておらず、必要性に変わりありませんので、引き続き整
備しておくものです。
関連する法令の概略は、免許後に条件を付ける場合の漁業権の条件、休業に

よる漁業権の取消し、適格性の喪失等による漁業権の取消し、公益上の必要に
よる漁業権の取消し、漁業権休業中の漁業許可、内水面における第五種共同漁
業の免許の取消し、損失の補償で意見聴取するときは、行政手続法ではなく、
この規程によることとなります。
今回の法律改正では条項の変更、分割、統合で、新たに生じたものは特にあ

りませんでしたが、９ページ以降に引用している漁業法などの法令、更にそこ
から準用や読み替えられる条項を16ページまで、資料として添付しました。
個々の詳細は実際に該当する意見を聴く手続が必要となった段階で、その都

度、詳細な説明をさせていただくということでよろしくお願いします。
次に資料４を御覧ください。アンダーライン部分が改正箇所ですが概要を申

しますと、この改正では、個人情報の詳細な定義付けが、新たに加えられたも
のです。
この規程自体は、個人情報の取扱について、北海道の条例改正に準ずること

による改正です。
道の個人情報保護条例は、国が個人情報保護法を改正することに伴って改正

されており、当委員会の規程も準じて同様の変更を行っているものです。
この規定に内容が非常に似ている規程で、情報公開に関する規程があります

が、それは一般の方などが委員会で処理した行政文書の公開請求する場合の取
扱いで、提供される情報はいわゆる個人情報は自分に関することでも黒塗りと
なります
この個人情報保護の規定は、委員会で処理された自分自身の情報について、

公開請求する場合の取扱いとなります
こちらも実際に該当する手続が必要となった段階で、その都度、結果報告す

ることとなりますが、現時点で手続した実績はありません。
以上で議案第２号、第３号、第４号の説明を終わります。

（野川会長）
説明が終わりましたので、審議に移ります。
委員の皆様から御質問、御意見などがありましたらお願いいたします。

〔質疑応答〕
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（委員）〔質問等なし〕

（野川会長）
御質問などがなければ、これで採決に移ります。
御意見等ありませんでしたので、採決も一括でさせていただきます。
議案第３号、第４号、第５号は、それぞれ案のとおり一部改正することで決

定してよろしいでしょうか。

（委員）〔異議なしの声あり〕

（野川会長）
皆さん、異議なしということで、案のとおり決定します。
この後、事務処理後に施行となりますので御承知ください。
次に、その他ですが、今後の予定について、事務局から説明をお願いします。

（事務局）
その他資料の令和3-4年内水面漁場管理委員会年間主要業務スケジュールを

御覧ください。
概ね今後の委員会開催予定を記載しています。
今回、予定していながら、コロナ感染防止の出勤抑制による事務の遅れで、

議題とならなかった支笏湖の規制解除に関する漁業調整規則の改正について、
２月を目処に手続を進めていると聞いており、その対応として第５回の委員会
を２月に予定しています。
６月以降は、今年は書面で開催していましたが、原則どおり会議として開催

していく予定です。
議題は、法令に基づいた定例的なものが基本ですが、漁業権の切替が令和５

年に行われますので４年中に、その議論に着手することが見込まれ、前後する
可能性もありますが、これまでの流れから７月の委員会で小委員会を設置する
予定としています。
小委員会における検討は、知事部局側の切替の方針が定まってからとなり、

必ずしも設置してすぐ議論が始まるとは限りませんが、始まると１～２か月毎
に検討を行うことになり、その後、道内、各地区ごとに公聴会を開催して回る
など、いろいろと御協力・御足労をいただく事案が多くなると思いますのでよ
ろしくお願いします。
次に右側の備考欄に記載している全内漁管連、これは全国内水面漁場管理委

員会連合会という全国団体のことで、行事の案内がある毎にお知らせしますが、
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県をまたぐ行事なので、コロナの新たな株のまん延防止対策も含めて、予定ど
おり実施されるかどうかは不透明な状況となっていますし、実施されても当面
は必要最低限の対応とする予定です。
このスケジュールは、適宜、更新していきます。
事務局からは以上です。

（野川会長）
ただいまのスケジュール等の説明に関して御質問等ございますでしょうか。
それでは全ての議題、情報提供など予定されたものは全て終わりましたが、

全体を通して何か発言ありませんでしょうか。
せっかくの機会ですので、何か情報提供でもかまいませんがありませんか。

（松田委員）
これからの進め方でお願いがあります。
今回で言うと、議案第１号の制限措置の内容については、この制限措置が良

いかどうかということの意見を出すということで理解しています。
私は有識者枠となっていますが、浦河町は海はありますが内水面はなく、そ

もそもベースとなる判断基準が未知の魚種、漁業ということもあり、隻数や期
間について良いですというにしても、前年がどうだったかなど説明の中にでも
あれば、委員として判断しやすいと思います。
もちろん漁業者とすり合わせ済みということで、内容が不適切ということは

思っていませんが、漁業に関わる大事なことだと思いますので、納得した上で、
理解した上で、良いですという意見を言いたいので、御配慮願いたいと思いま
す。
あと、最後にお願いがあります、皆さん御存じのとおり釧路から日高、赤潮

被害ということで大変な被害が起きており、おそらく数年では収まらないよう
な状況となっています。
海のことではありますが、いろいろな場面で御支援、御協力いただくところ

が出てきたときには、どうかお力を貸していただければと思います。
お時間を頂戴いたきありがとうございました。よろしくお願いします。

（漁業管理課 齋藤補佐）
今、松田委員さんからお願いがありましたが、今の１号議案、わかりにくい

ところがあったので次回からこのような案件については、わかりやすく説明で
きるように、去年どうだったかとか、過去どうだったなどわかりやすく説明す
るよう努めさせていただきます。



- 13 -

どうか御了解いただきたいと思います。よろしくお願いします

（事務局）
事務局としても、思い込み等で見落としや配慮不足があったと思いますので

配意していきます。よろしくお願いします。

（野川会長）
ほかに何かありませんか。
特に何もないようですので、本日の委員会はこれで終了します。
本日はどうもありがとうございました。


