
　北海道改正漁業法に基づく定置漁業権の検討に係る懇談会　議事概要　

日時 令和３年１２月２０日（月）１０時～１１時４５分

場所 北海道立道民活動センター　かでる２．７　１０４０会議

構成員 別紙名簿のとおり

議事概要

議事
（１）改正漁業法について
（２）漁業権切り替えに関する検討について
（３）定置漁業の免許すべきものの判断基準等について
（４）その他

主な意見は下記「主な発言意見趣旨」のとおり。

結果

・道では、今回頂いた意見を踏まえて、漁業法改正後の漁業権切り替えに関する検討や定置漁業権
の免許基準の検討を進めてまいりたい。
・今回頂いた意見は、今後の関連施策の検討や推進にも活用してまいる。
・今後の実際の検討や取組みには課題はあるが、委員の皆様にはメールや電話等でも意見等を伺う
こともある。

備考

主な発言
意見趣旨

-最初に-

＜懇談会にあたっての事務局説明＞
・今般の水産施策の改革に伴い70年ぶりに漁業法が大幅に改正され、漁場計画策定手順や免許の設定要件、免
許基準等が刷新されたところ。
・定置網漁業は、秋サケの９割を漁獲し、関連産業の裾も広く地域の基幹漁業の一つとして大変重要な漁業。
・道としては、新たな法制度に対応しつつ、地域の基幹産業である定置網漁業が持続的な漁業としてその役割
を引き続き果たせるよう、地方自治事務でもある免許事務を検討し進める必要がある。
・Ｒ５年度（Ｒ６年の漁期）の漁業権の切替に向け、道ではこれから来年度にかけて切替方針等を検討してい
く。
・今回は、これらの検討に先立ち、定置漁業権に関しての各検討事項等について、予め有識者の方々の意見伺
うこととし懇談会を開催した。

・秋サケについては、１１月末現在の漁獲は１,６６８万尾と依然として厳しい状況となっているが、金額は
約４４８億円と平成２９年以来久しぶりに４００億円を上回る状況。
・その一方で、増殖用種卵については、計画数の確保が難しい地域もあり、親魚の河川遡上も合せ資源回復は
喫緊の課題。
・定置漁業に限らず本道漁業は、少子高齢化に伴う就業者の減少、漁業生産体制の脆弱化、消費者の魚離れ、
国際情勢の変化、そして海洋環境の変動など漁業をとりまく環境は絶えず変わっており、変化に対応した産業
として体質強化を進めることが重要。
・今回、法は改正されたが、定置漁業を営み操業し生計を立てている人たちに変わりはないため、これまで同
様に漁業を営み、地域産業を守っていく事は大事なことであり、その一方で、法が改正された部分には適切に
対応していく事が必要。
・いずれにしろ、守るものは守り、新たに対応すべき事は適切に対応し、定置漁業が地域の基幹漁業の一つと
して将来にわたって存続させつつ、漁業生産力の維持・発展を目指す考え。
・今回の懇談会では、何かを決めたり審査するものはないが、その分幅広に意見交換ができればと考えている
のでよろしくお願いする。
（道　漁業管理課）
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主な発言
意見趣旨

-議題１-

＜議題１　改正漁業法について＞
（参考資料１－１）
・改正漁業法の定置漁業権に係るポイント事項の資料。
・海区漁場計画は、活用されている漁業権がある時は類似（概ね等しい）漁業権が設定されていることが要
件。
・旧法の免許の優先順位を廃止。改正後は法73条で免許すべき者を決定する。
・申請者が1名の場合は、適格性を有しないもの等の免許をしない場合に該当しなければ、その者に免許。
・複数名から申請がある場合は、満了漁業権とおおむね等しいものとして設定した漁業権であれば、その漁業
権を有する者の申請で、その者がその漁業権を適切かつ有効に活用していれば、その者。
・それ以外の新規漁場や使われていなかった漁場、適切かつ有効に漁場を利用していなかった者の申請等は、
漁業生産の増大並びにこれを通じた漁業所得の向上及び就業機会の確保その他の地域の水産業の発展に最も寄
与すると認められる者となる。

・その他、参考資料１－２は、既に改正された法の内容等、説明は省略する。
（以上　事務局資料による説明）

・特になし

-議題２-

＜議題２　漁業権切り替えに関する検討について＞
・５年に一度の漁業権の一斉切替えの方針の検討を進めるにあたり意見を伺う。
・漁業権の切替えは、法も改正されいろいろ検討する事があるが、何から何まで今までのものを変えるという
事ではない。
・現状や課題等や、大きな改正事項となった免許すべきものを特に考える必要があり整合をとっていく必要あ
る。
（道　川村）

（参考資料１－２）
・定置漁業の生産状況、資源の来遊状況、河川遡上の状況を資料のとおり説明。
（資料　議題２）
　漁業権切り替えに向けての道の考えを今後検討するためのエッセンス、骨子についての資料。
Ⅰ　北海道の漁業の現状
　北海道の水産業や定置漁業の役割や位置づけ。
Ⅱ　漁業権の方向性の検討
　大きな漁業権の考えにより海区漁場計画を検討する事とし、その方向性を３つとした。また、特に定置漁業
権は具体的に次の２項目とした。
　生産体制の構築は、地域毎の状況を重視する事、秋サケを含む適切な資源の利用体制や管理体制、秋サケの
資源量に見合った生産体制を検討したり作っていく事。
　資源の造成と利用、回復と安定は、秋サケ親魚の確保や安定的な民間増殖事業の継続、来遊資源の回復・安
定と資源利用のためにどのような漁場の設定にしていくかという事。
Ⅲ　漁業権切り替えの検討
　これらを踏まえて定置漁業の漁業権切替えに関する方針の検討事項や着目点を６項目とした。
・　地域に来遊する資源利用を基本に操業期間の設定
　秋サケ等の資源の来遊状況の他に、秋サケの再生資源に係る親魚の遡上状況等もより考慮していく考え。
・　海区間・漁場間の連携や協力
　これまで同様の漁業調整に資源面も含めた漁業調整をこれまで以上に重視し、海区委員会を活用するなどし
調整を強化したい考え。
・　適切かつ有効に活用している漁業者の漁業権利用を優先
　法の規定で漁場計画の必須事項。
・　合理的な漁業経営体制の推進
　　昨年の懇談会でまとめた「考え方」を活かし、地域要望に基づく移設や枠の変更、統廃合の検討を推進し
ていく。
・　新規漁場(未設定又は未利用水面)
　資源利用を含めた漁業調整や関係者協議、地理的物理的条件調査等を行って検討する。
　なお、秋サケ資源の現状からは資源利用の増加を伴う新たな漁場の設定は難しい事を想定
・大前提は、資源利用を含む漁業調整が図られ、その他の公益に支障を及ぼさない事は、これまで同様に重要
な項目。
以上の項目を検討、着目点として細部を検討し、道の考え方をまとめていこうとしているところ。
　その他は一般的な検討事項。
（以上　事務局資料により説明）

・秋サケ資源は現在の海洋環境などからは今後すぐの回復は、なかなか難しい状況。
・次の漁業権の存続期間内はそういう状況のもとで検討を進める事が妥当。
・新規免許の議論より、既存の免許の再編合理化をどうするのかという事が大きな課題になってくる。
・河川遡上の状況も踏まえて検討されるべき。
（小野寺　氏）
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主な発言
意見趣旨

・資源の状況等を踏まえて、すぐに回復する余地は無いのであれば漁場利用上、適正なカ統数の計算があって
いいと思う。
・ある程度地域毎に今の資源量とバランスの取れている網の投入量やカ統数のようなものを示していくことも
一つのやり方だが、必ずしもそれを強制するものではない。
・過剰投下していると共倒れの様な事になりえる。ある程度コストを抑えて採らざるを得ないが、全体のバラ
ンスは個別の漁業者にはわからない。地域ではどのようなレベルが良いのかある程度適正なカ統数があるとい
う話を道が示していく。現状からそういうやり方も考えられる。
・その他にも、雇用面で地元の労働力が足りない状況があれば、陸上の労働力の供給面からみても適切なカ統
数が出てくるかもしれない。
（濱田　氏）

・秋サケは、コロナ禍の巣ごもり需要、昨年の水揚げが４万５千トンだった事、三陸の水揚げがなかった事等
から在庫がかなり少ない状況で漁期がスタートし、今年も５万トンを割る低水準の水揚げのため、供給量不足
で単価が７８０円を超えた。
・水揚げが１０～１５万ｔの時は、魚価も現在に比べ抑えられて売り場が構成されていたが、現在は、輸入鮭
鱒、輸入冷凍卵のいくら等が売り場に入りやすい環境で、外食産業や各地域で旬や年間通して売られてそれな
りの価格で扱われていたが、ロシアの鱒やその他のイクラにかなりの数の売り場が切り替わってきている。
・今年の北海道の秋サケは、ふるさと納税や高級デパート等で扱われ少量の商品しか売られていない状況にあ
り、水揚げが回復してきた時は、一から売り場を構築していかなければならない。
・単価が高くなれば消費が落ちるので、漁連でも流通対策等で新年度に向け適切な在庫にするということに取
り組んでいきたい。水揚げが低水準の時は単価が高くなり、水揚げが回復してくれば、適切な単価に抑えられ
るような取組。
・地域によって格差はあるが、今後も水揚げが少なければ単価でそれなりにカバーできるよう考えて流通の方
は進める考え。
・秋サケは供給が減少し単価高から売り場が縮小しており、資源回復を最優先に願うが、現在は、高値で扱わ
れる業態を重視し単価に反映し、生産者の手取りを確保できる取り組みが必要と考える。
（鳥毛　氏）

・サケ定置網漁業は、ホタテ漁業と並び北海道の経済に大きな影響を与える漁業であり、現在の秋サケ資源の
来遊状況を考えると北海道の漁業全体に与える影響を危惧している。
・資源の復調は関係者誰もが願っているが、昨今の自然環境の変異、温暖化の影響は、遠くまで回遊する魚類
の資源づくりに、今後、非常に厄介な面を伴うと感じており、余談を許さない状況が続くと思う。
・資源の造成は河川遡上や親魚の捕獲、稚魚放流等を試験究機関の指導を踏まえて再検討し、増殖事業の運営
体制等も含め、一層の資源回復に努めていく事が喫緊の課題であると漁業関係者は認識。
・漁獲状況は、海域によってかなり異なり、道東太平洋側は大不漁、その一方で日本海側は低位ではあるが比
較的安定した回帰が続いており、地区間の差が大きく広がってきていると思う。
・そのような状況のなかで、いろいろな体系の経営体がこれまで適切かつ有効に利用してきて、将来的に資源
が安定していれば経営が継続できるが、サケ資源の先行きから経営論的に淘汰しなければならないのか、海域
での経営のカ統数、統数の見直し調整等が必要なのか、そのようにエリアごとの目安を示す等の最悪のシナリ
オも検討せざるをえない状況だが、将来にわたり定置漁業権が存続していくために、関係者の知恵を結集する
事が重要。
・また、地域の資源は安定していても地域漁業者の年齢構成上、将来的に継続した経営が難しい、人手不足を
端に担い手だとかの問題がある地域がある。
・地域の漁業調整が整う事や関係者の理解や承諾をえる事は前提だが、後継者が適切かつ有効に利用できる場
合、漁業経営基盤がしっかりとしている地域や、日本海側等の年齢構成等から現在のサケ定置漁業が将来的に
継続できるかという所では、担い手やこれからの漁業者でやる気のある人がいれば、漁業調整を前提に漁場を
設定し免許を与えるということも考えていかなければならないのではないか。
・このような考えは、地域の漁村の活性化、地域の漁業全体にも大きく関係してく事である。
・その一方で北海道は広く海域や地域で事情がそれぞれ異なるので、そのような一律の考えでの免許は難しい
とは思う。
・漁村地域では、漁協が多種漁業との調整役を行っているが全体的な意見の中では、将来的なサケの資源の安
定化も考え、地域の漁業調整を大前提にする中で、サケ定置漁業権の設定、継続、維持というものを将来構想
の中で考えている地域もあると思う。
・日本海では、特に担い手不足、将来の漁業者が非常に不足しているが、定置漁業の特質からは、漁業者なら
誰でもできるのか、そうではなくて、海底の地形の状況だとか技術的な問題だとか経験だとか、或いは指導者
や経験者の存在だとか、こういうものも検討や判断材料としてとらえていかなければいけないのではと考え
る。
・地域によっては、考え方にも差があると思うのでそのような事もしっかり踏まえて、将来的な漁業権のあり
方というものを調整していくべきだと意見する。
（蝦名　氏）
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-議題３-

＜議題３　定置漁業の免許すべきものの判断基準等について＞
・議題１の説明のとおり漁業権の免許に係る法の規定が変わった。
・法定順位が廃止され、法の規定に反せずその漁場でこれまで操業して漁場を有効に活用していた者以外の申
請だった場合は、漁業の生産増大並びにこれを通じた漁業者所得の向上及び就業機会の確保、その他の地域の
水産業の発展に最も寄与すると認められるものを知事が選ぶこととなり、地方自治事務として我々の考えが大
変重要。
・その一方で道では経営の合理化を推進しており、経営改善や合理化の取組みを行う事で、免許を奪われるよ
うなことになると、本末転倒なので、方針の整合性に注意が必要。このような事から現在検討している内容に
ついて意見をいただきたい。
（道　川村）

-議題3-1-
（資料議題３－１）
１　法定順位の廃止（優先順位の廃止）
・法定順位の廃止（優先順位の廃止）に至った経緯や考えなど国の資料から抜粋。
・これまでの優先順位は、北海道の漁業や漁村の発展等に有効に機能していた部分でもあるが、全国的にも弊
害はあって、特に漁業者でもそれまでの操業に関係なく競願により法定順位によって免許が決定されてしまう
事などは問題だった。
２　改正漁業法の法定事項
・法や水産庁のガイドラインに示されており、参考資料１ー１及び１－２と同じ。
３　北海道における免許をすべき者の検討（定置漁業）
・道の自治事務としてどのような者を寄与するものとし、免許をしていくべきかについて、現在検討している
考えを説明する。
・北海道では水産業及び漁村の振興に関し、基本理念や施策の基本事項等を定めた北海道水産業・漁村振興条
例がある。
・これを大きな軸にした枠組みにより、関係法令も踏まえながら、具体的な評価基準を策定し選定することを
検討したい。
・具体的な基準の検討は、北海道における地域の水産業～（省略）～の観点の考え方となる。
・定置漁業は、秋サケ資源の急激な減少の状況にありますが、地域における基幹漁業であり、持続的な漁業と
して維持発展が必要なので、このような事に対応していく事が大事。
・次に北海道水産業・漁村振興条例と振興推進計画
・道では振興条例に基づき、道の基本施策を北海道水産業・漁村振興推進計画として策定している。
　定置の免許を付与して、この基本計画の内容や主旨を達せられれば、地域の水産業の発展に寄与するものと
考えられる。
・これは３つの理念があり、その実現を目指し、変化に対応した水産業の体質強化と漁村の活力向上を取り進
める。
・道の施策推進の基本は、この理念のもと、大きく５つの方針と１３の項目による基本的施策があり、それぞ
れを定置漁業権として具体的に評価するという考え方。
・この方法は、北海道ではどのような事を評価するのか、条例をもとに施策等と連動して地域の水産業を考え
る事ができる。また、時世によって、道の水産業に必要な事柄が変わり基本施策が見直しになったら、道の考
えとして地域の水産業の発展にもっとも寄与する者に求める事が変わるので、その時々で見直しもできるとい
う考え。
・なお、少なくとも一旦免許したらその存続期間中は同じ評価になるものと考える。

（別紙資料３－１）の表項目の検討段階の資料説明
・例●海洋環境の変化等に対応した漁業生産の早期回復と安定化では、１　水産資源の適切な管理及び秩序あ
る利用、２　栽培漁業の推進増殖事業の推進　という項目（が条例とその振興計画の項目）になる。
１　水産資源の適切な管理及び秩序ある利用では、大項目で資源管理の取組みの推進となり、具体的なイメー
ジではこの項目で、小項目として例えば、現行の資源管理計画（今後は協定）に参加する意志や内容、計画と
か、資源管理に資する漁具の導入計画等を評価する事を想定。
２　栽培漁業の推進では、サケ定置漁業なら大項目を増殖事業の推進とし、小項目で増殖事業への負担計画と
か、資源造成への自主的措置等の計画を評価するという考え。
・このような　評価項目（小項目）を設定し、項目毎の点数をつける点数制として、一番合計点数の高いもの
から免許をすべきものとするという手法を検討したい。
（以上　事務局資料により説明）
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・基本ベースにある北海道のグランドデザインに応じた形で評価していくっていう考えは問題ない。
・得点の判断基準が難しく、例えば１３項目であって単純に傾斜が無く１３点満点で考えているのか、どこか
の項目に重きを置くのかという話である。
・競願になったらどっちが上か、(道は)客観的に判断しなければならないので点数付になる。
・そのため、点数の配点の仕方や何を基準にその項目が何点かという事のコンセンサスをしっかりえる必要が
ある。
・海区調整委員も免許する時の諮問を受けた時、判断(知事の恣意的判断を防止する事と漁業調整上の問題が
生じないか)しなくてはならないから、得点の付け方のコンセンサスが必要。
・海区委員に、配点や点数の付け方のやり方を理解してもらってないと、判断するにあたって単純に出てきた
点数で「そうですかね」とはいかない。
・どう設計し仕組みづくりを進めるかによるので過程が重要である。
・周知を含め十分時間をかけるべき。
（濱田　氏）

・点数に濃淡をつけないと、差が出ないのでそういう意味でも濃淡は必要。
・一方で基準を作った時に事前に十分なコンセンサスを得ること。
・策定したら世の中で広く知らしめる事が重要。
・十分な手順を踏まないと機能しなくなる。
（小野寺　氏）

・公共事業にも同様の制度がある。点数つけて入札結果にも反映するやり方。
・類似制度があっても、点数の部分は濃淡も含めて難しい事を認識しており、これから検討していく考え。
（道　川村）

・他の委員の言うように、これから幅広く議論等が当然必要で、どういうふうに周知するかが課題。
・検討資料の項目に、これまでの体制の整備の部分をどう評価するかというところも課題があるかと思う。
・道の施策の推進の基本に立って判断していくことはいいと思う。
・一方で、地域によって考え方もばらつきもあるので、例えばそれぞれの海区調整委員会の意見を聞くことが
よいかと意見する。そして内容が妥当なのであれば、各地区の定置漁業者にきちんと周知し、理解を得ながら
免許申請をして頂くこと。そういう過程が必要ではないかと考える。
・これから評価の小項目の部分を事例等を掘り下げて考えていくにあたり、具体的に幅広く意見を聴取しなが
ら検討してほしい。
・次回の免許申請には非常に重要になる事のため慎重に取り組んで頂きたい。
（蝦名　氏）

（以下　議題３－２で本項目の係る発言となった内容）
・安全で良質な道産水産物の安定供給や消費拡大という項目が例示されているが、漁業者に求めることと、漁
連や直営店で取組等、各漁協が考えていくこととは違う。漁業者に求める事は、例えば新鮮な魚を水揚げする
ための取組み等。小項目を考える時には意見する事もあるが、いろんな目線で考えてほしいところ。
・北海道で今、一生懸命取組んでいる既存の漁業者さんを守り、きちんと経営されてる漁業者さんがしっかり
漁業に従事できる項目、基準を考えていただきたい。
（鳥毛　氏）

・漁業者自身が取り組む鮮度管理とか流通対策とかというのは限られているので、例えば、その一つ上のレベ
ルの部会単位で(地域での）取組みに参加しているとか、漁協(が行っている地域）の取組みに参加してるとい
う事を（地域の水産業の発展に寄与する部分なのだから）評価の一つとして加えるのが良いのではないか。
（小野寺　氏）

・(流通は）漁連や漁協が主体で取り組んでいくのだが、漁業者さんに求めることもあり、状況によっては鮮
度が落ちた魚がセリにかけられる事もあるので、生産者部会での取り組みは、地域のまとまりという観点から
も重要だと思う。
（鳥毛　氏）

・そこまで含めた形で評価という仕組みになればよいと考える。
（小野寺　氏）
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・評価の項目の点数に傾斜を設ける時は、経営的に成り立つかどうかは大事なので、経営的なところや技術な
ところが重くなると思う。
・一方で外部からの参画・参入される人達は、技術も経営もよく考えてあって、ノウハウもありすぐれている
事が多く、今まで地元の漁業者と共同経営していたのに、次は分かれて競願となり、いいか悪いかまた別です
が、結果として外が優先したという事になってしまう結果になる時がある。そういうことを想定して評価項目
の点数配分の問題を考えた方がよいと思う。
・これは共同経営等で外部から参画(参入)して、その後問題がある場合があったための意見。
・ノウハウとか技術を持っていて地元にとって貢献できるような者は、外の人自体が悪い訳ではないが、一緒
に経営していてもしそれが分かれた時、または競願した時に、地元にとって貢献する人、地域の水産業の発展
に寄与するということを考えた時に、経営能力はあるけども地元と割れているという事が非常に良い状態とは
言えない。
・能力あるから、この人ってというだけだと、今回の改正後の漁業法にもそこに問題点があるかと考えざるを
えない。け決して外の人を排除するためでは無いが、微妙な問題がある。
（濱田　氏）

-議題3-2-
＜議題３－２　類似漁業権の事例の検討当該満了漁業権を有する者等の事例の検討＞
（資料　議題３－２　類似漁業権の事例の検討）
　経営の合理化等取り進めるなかで、活用されていた漁業権の移設や漁場の区域、枠の位置や大きさを変更す
る事が考えられる。
　その時は、常に新規の漁業権か類似漁業権かで許可すべきものの判定が変わる。このため、法の範囲内で実
際に想定される変更等を検討するもの。最終的には法の解釈となるが、社会通念上の常識的な意見も大事なこ
とと考える。
１　概ね等しいの取り扱いは水産庁のガイドラインの考え方。
２は、実際の統廃合も含めた移設の想定事例でありどこまでを限度に類似と考えられるか。
３その他の事例は、ガイドラインの趣旨から類似と考えられるもの。
　これらの事例等やその他の事例等の考えや意見を頂きたい。

（次のページ資料　当該満了漁業権を有する者等の事例の検討）
　満了漁業権者も、経営の合理化等を取り進める場合に、新たに共同経営を行ったり、相手を組み替える事が
考えられる。
　この時、満了漁業権を有しているものでなくなった場合は、複数申請があった場合であり、前の議題の基準
により選ぶことになる。最終的には法の解釈となるが、社会通念上の常識的な意見も大事なことと考え議題と
した。
資料　当該満了漁業権を有する者等の事例の検討
(1) 満了する漁業権を有するものは、法に直接規定された内容。
(2) 満了する漁業権を有するものとして考えられる事例の検討は、共同申請のパターンで、例えば（a）ケー
ス１の場合、満了漁業権を有していたと見直してもよいのではと考える。
　ケース２は、一見、者等は違うが、(a)と実質的に同等と思われる。
（b）は、実質的に同一の経営体かについての考慮点があるが、単純には複数名の申請として法73条２の２の
先ほどの基準によって選ぶという事も考えられる。この他にも、考えられる事ご意見を頂きたい。
（以上　事務局資料により説明）

・免許申請の際には、経営計画を出してもらうことになっているか。
（濱田　氏）

・改正漁業法では、新規漁場や満了漁業権を有していない者の申請の場合等（の申請）で出す事になる。
・満了漁業権で適切かつ有効に使っていたものは、法に基づき免許されるので、必ず提出しなければならない
義務は生じない。
・先ほどの議題１の１ページ目の最後の法７３条の２の２の場合、（新規漁場だったり満了漁業権者がいない
場合で）複数申請があった場合、議題３－１の基準ができたとして、その審査の審査書類として提出が必要。
（道　菅原）

・共同経営していた者が分かれた場合、満了漁業権者という扱いにならない。割れて競合するという形であ
り、新しい計画で判断するのか。
（濱田　氏）

・割れた場合は単純に複数名申請に当たる場合が殆どと思うが、以前水産庁に確認したらケースバイケースの
場合もあり、一概に言えない所が難しい。
（道　菅原）

・地元の中で(経営が分かれて)割れるケースもあるし、(地域)外の人が入って割れるというケースもある。
・前(法)の優先順位なら、地元優先になるが、それがなくて、外の人が優先になる事もあったり、評価項目基
準で勝つ事もあるから、感情的な問題になる事も考えられる。議題３－１の評価基準は重要。
・(地域)外から参入してくるのは技術を持っているからで、求められて参入して、参入後に地域内で揉めると
いうケースを本州の方では何回かあったと聞いている。気をつけたほうがいい問題がそこにある可能性がある
ので想定していた方がよいと思う。
（濱田　氏）
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・濱田委員の話は、往々にして今後ありうるケースと感じる。
・地域の事情によっては違うケースもある。例えば漁協からでも地域の状況等を紹介できればしてみても良い
のではないか。（蝦名　氏）

・事例のＡさんがＸ漁場の免許を持っていて、次の申請時にＡさんとＣさんが共同経営体になってＸ漁業を申
請する。この場合は、一般常識的な考えとしてどう思うか。満了漁業権者か新規者か。道では満了者と見なし
ても良いかと思うところ。
（道　川村）

・どれぐらいの脱退かによるけども、多少の脱退だったら、満了扱いに見える。
・３分の２ルールとかあるが、数値的なものは難しい。構成者が大きく変わって６割ぐらい抜けて、残った人
が３割ぐらいだと満了者というのは難しいと思う。周りの見方も厳しいと思う。
・多少の脱退、例えば３０人４０人の共同経営で２、３人抜けるとかは理解できる範囲。
（濱田　氏）

・例えばケース２で、ＡさんがＸ漁場、ＢさんがＹ漁場を持っていて、ＡさんとＢさんが共同経営化して、Ｘ
漁場とＹ漁場を申請した場合も、満了に見なせるとは思うがどうか。
（道　川村）

・今までの２つの漁場の経営者が一つになる、これまでの２つの経営体がやるので特段、経営が安定していれ
ば満了でよいのかと思う。
・ある程度新しい経営計画が必要という事だとうまく合理化される経営になるのか、指導面では計画立てても
らう方が安心して免許できるのでは無いか。
（濱田　氏）

・漁場の位置等で若干の移動であれば、満了で問題ないが、それがどのくらいとなると基準を作るのが難し
く、そのへんはどうか。
（道　川村）

・濱田委員の意見にもあったが、ＡＢさんがＸとＹの漁場を申請するのは、当然満了漁業権と判断するのだと
思う。
・しかし、(a)のケース1のＡさんＣさん、既存の人と新しい人とが組む、同様に一番最後（b）のようにＡＣ
さんとＢさんに分かれてＸの漁場を申請する（※注意　ＡＢさん２名が共同でＸの免許を持って、Ｃさんは免
許を持っていなかった場合）。(a）はいいけど(b)の場合に、ＡＣさんとＢさんを同列に扱って良いのかって
いう問題があり、競願なので両方とも新規に扱うのかという部分の線引きが必要。
・これまでの話から考えると、Ｂさんも既得権者でもあり、ＡＣさんは、Ａさん方が既得権者だけどＣは免許
が無ければ新規参入なので、そうなると一番最初の話との矛盾が(a)の事例と比較ででてくる。
・ケース２の取り扱いをどうするのか、整理し線引きしないとなかなか難しくなる。
（小野寺　氏）

・新規の漁場計画や濱田委員も言うとおり新規で申請する場合は経営計画を当然求めるもの。
・適切かつ有効に漁場を利用し満了漁業権を有する者は、既存の漁業権から報告書を徴収し判断する必要であ
るがどうするのか。（小野寺　氏）

・道の規則で毎年、漁期の終了時に法に基づく資源管理の状況報告を提出する事になっており、それを積み重
ねて判断する。内容は従来の経営状況報告に該当するものも包括されている。
（道　菅原）

以上


