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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録 

 

１ 日時 令和３年１２月２０日（月）１０時～１１時４５分 

２ 場所 北海道立道民活動センター かでる２．７ １０４０会議 

３ 議題 （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 

４ 議事録 

 

＜懇談会にあたっての事務局説明＞ 

  （議事概要に記載） 

＜議題１ 改正漁業法について＞ 

 川村補佐  最初に、（１）改正漁業法について、担当から説明します。 

 法改正済みですから、次の議案に向けておさらいを兼ねて法改正の

概略を簡単に説明です。 

 菅原係長 （参考資料１－１） 

 改正漁業法の定置漁業権のポイント点 

１漁場計画は、定置、区画、共同漁業権をまとめた海区漁場計画にな

る。 

２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。 

３計画案作成には利害関係者から意見聴取を行い、検討結果を公表す

るなど策定プロセスが法定化。 

４免許について適格性を有しないものは４項目。 

５旧法 15条の優先順位は廃止。旧法 16 条定置漁業の免許の優先順位

も廃止。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、法の規定は参考資料１－１の２ページ目。 
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 参考資料１－２等は水産庁が示す改正漁業法の運用等の留意点。 

 説明は省略する。 

 川村補佐  特に質問とか無ければ議題２へ進めます。（質問意見無し） 

＜議題２ 漁業権切り替えに関する検討について＞ 

 川村補佐  次の（２）漁業権切り替えに関する検討について 

 定置漁業権は５年に一度の漁業権の一斉切替えの都度、その方針を

決めて、漁業者の要望の検討や漁業調整等を行い、漁場計画を立てて

免許事務を行っています。 

 これから道では、この方針等の検討を始めますが、それらの検討を

進めるにあたり、皆様から意見を伺いたいと考えています。 

 漁業関係者には、別途アンケート調査も実施し、今回の皆様の意見

やアンケート等を参考に検討作業を進める予定です。 

 菅原係長 （参考資料２） 

 現在の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、骨子として書き出した資料です。（以下内容の主旨を説明） 

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をまとめた。定置漁業

は、現在も地域にとって重要な漁業であり、持続的な漁業として役割

を果たしていくことが必要とまとめた。 

Ⅱ 漁業権の方向性の検討 

 大きな漁業権としての考えがあって海区漁場計画を検討する事と

し、これを考えて行くための方向性、スローガンを３つとした。 

・適切かつ有効に活用している漁業権は優先し生産力を確保する。 

・水産資源の適切な管理(増殖)と資源量に見合った利用体制を構築

する。 

・変化に対応した生産体制の構築や整備。 

（次のページ） 

 次に特に定置漁業権について具体的に２項目を表した。 

 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が必要な要素。 

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

状況等もより考慮していく考え。 
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・ 海区間・漁場間の連携や協力 

 これまでも漁業調整を重視してきたが、法的にも漁業調整に資源面

も含まれたので、資源利用も漁場利用もより重視し、海区漁業調整委

員会を活用するなどし関係者協議や調整面を強化したい考え。 

・ 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となった。現在の漁業権者が引き続

き漁業を営める規定に着目し設定事務や漁場の評価等について整理

する。 

・ 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) 

 漁場の設定は、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。また、現在の秋サケ資源の来遊等

資源状況を考慮すると、実際問題として資源利用の増加を伴う新たな

漁場は設定できない事が考えられそれを含めて検討する。 

・すべての大前提は、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こと。法が改正されても引き続き重要な項目。 

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。 

 その他一般事項は、一般的な事項である。 

 川村補佐  漁業権の切替えは、法も改正されいろいろ検討しながら進めますが、

何から何まで今までと変えるという事ではありません。 

 現状や課題等や、大きな法改正となった議題３等について考え、整

合をとっていく必要があります。 

 皆様には昨年の経営の合理化に係る懇談会でも意見を頂いており

その時も漁場計画や免許に繋がる意見もありました。 

 前回と同じような事でも、今回はこの議題として改めて発言頂けれ

ばと思います。 

 議題２については大きく、参考資料２の現状、それを受けての議題

２ Ⅰ北海道の漁業の現状及びⅡ漁業権の方向性の検討の要素と現

状認識、Ⅲ漁業権切り替えの検討の方向性となります。 

 まずは、資源造成の専門家の小野寺委員お願いします。 

 小野寺委員  秋サケ資源は低迷状況で、現在の海洋環境などからは今後すぐ回復

するかは、なかなか難しい状況です。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です。新規免許をどうのとい

う事より、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

課題になってくると思います。当然、河川遡上の状況も踏まえて検討

されるべきです。 

 川村補佐  次に、水産、経済、漁業法の学識経験者の濱田委員お願いします。 

 濱田委員  資源の状況等を踏まえて、すぐに資源が回復するような余地は無い

のであれば漁場利用上、適正なカ統数とかの計算があっていいと思い

ます。 
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 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、

カ統数を示していくという事なのですが、必ずしも強制するものでは

ないと思いますが、道がそれを示していくという一つのやり方です。 

 過剰投下していると共倒れの様な事になりますので、ある程度コス

トを抑えて採らざるを得ないのですが、全体のバランスは個別の漁業

者にはわからないです。地域ではどのようなレベルが良いのかを明か

しある程度適正なカ統数があるという話を出していく。 

 合理化できるところからやるという方法もありますが現状の状況

からそういうやり方も考えられます。  

 また、雇用面で地元の労働力が足りない状況があれば、ある程度陸

上の労働力の供給面からみても適切なカ統数を出てくるかもしれま

せん。 

 川村補佐  次に流通や加工に関する専門家の鳥毛委員お願いします。 

 鳥毛委員  コロナ禍の巣ごもり需要のなか、昨年の水揚げが４万５千トンだっ

た事や三陸の水揚げがなかったことで在庫がかなり薄い状況で漁期

がスタートしています。 

 今年も秋サケは５万トンを割る低水準な水揚げで、供給量不足で単

価が７８０円を超えました。水揚げが１０～１５万ｔの時は魚価も現

在に比べ抑えられ、売り場が構築されていましたが、現在は、輸入鮭

鱒、輸入冷凍卵のいくら等の商材が売り場に侵食しやすい環境にあり

ます。 

 特にイクラは回転寿司などを含めて身は旬の他、地域によっては年

間通して売られて、それなりの価格で扱われていましたが、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います。 

 今年の北海道の秋サケは、ふるさと納税とか、高級デパート等で少

量の商品しか売られていない実態にあり、そのような状況から水揚げ

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

ところです。 

 今年、単価が上がった状況でギフトや高級デパートでどこまで売ら

れるかですが、単価が高くなれば消費が落ちますので、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

きたいと思います。水揚げが低水準となれば単価が高くなり、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り組みです。 

 地域によっていろいろ格差がありますが、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

です。 

 秋サケは供給減少による単価高から売り場が縮小しており、資源回

復は願うことが最優先ですが、今は、高値でも扱ってくれる業態を重

視し、単価に反映して、低水準な水揚げでも生産者の手取りが確保で

きる取組が必要だと考えています。 

 川村補佐  漁業調整の専門家で地域産業や漁業者の経営指導に通じておられ

る蝦名委員お願いします。 

 蝦名委員  サケ定置は、ホタテ漁業と並び北海道の経済に大きな影響を与える
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漁業ですが、昨今は非常に不透明な資源来遊周期に入っており、回復

への兆しも不透明で予測不能と感じる状況です。 

 北海道は広く海域によって資源の来遊状況が非常に厳しい地区も

ありますし、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は、今後、非常に厄介な面を伴うと感じてい

て、余談を許さない状況が続くと思います。 

 これだけ大きな産業であるサケ定置漁業ですから、資源の復調は水

産関係者誰しも願っておりまして、資源の造成に関わる河川遡上や親

魚の捕獲状況、稚魚放流等そのような点から研究機関の指導を踏まえ

て再検討し、地区増協の運営体制等も含め、一層の資源回復に努めて

いく事は、現在の喫緊の課題であると漁業関係者も認識しています。 

 また、海域によって相当事情が異なり、秋サケであれば釧勝地区を

中心とする太平洋側は大不漁でありまして、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いる現状ですから、地区間の格

差が大きく広がってきている状況と思います。 

 そのような状況を考えた時、資源の全体的な動向、来遊動向から法

人経営や共同経営、個人の経営がこれまで適切かつ有効に利用してき

ていて、将来的に資源は安定であれば経営が継続できるのですが、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という

事や、海域での経営のカ統数、統数の見直しのような調整等をしなけ

ればならないのか。エリアごとである程度道筋を示すべきなのか。 

 このような最悪のシナリオも検討せざるをえない状況ですが、資源

の復活を願うなかで、将来にわたり定置漁業権が存続していくために

は、関係者皆さんの知恵をいただいていかなければ、北海道漁業全体

が崩れるかもしれないとも考えます。 

 また、資源は安定していても地域漁業者、我々であれば組合員とか

になりますが年齢の構成上、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ります。 

 先ほどの新規の話は、まだ早いという話もありましたが、地域の漁

業調整が整って関係者の理解や承諾がえる事を前提としての話です

が、後継者が適切かつ有効に利用できる場合、利用できる海域があっ

たり、或いは、きちんと経営ができる法人、共同、個人等がいて漁業

経営基盤がしっかりとしている地域等、具体的な話をすると日本海側

で個人免許者が多いのですが、年齢構成等考えるとこのままでいくと、

現在のサケ定置漁業が将来的に継続できるのかどうかということが

ありますので、担い手だったり新規漁業者で、これからの漁業者でや

る気がある人であれば、地域の理解、漁業調整は前提で漁場を設定す

るとか免許を与えるということも考えていかなければ、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になると思います。 

 北海道は広い海域で地区事情がそれぞれなので、特定地域の状況だ

けで一律免許を考えるという事はできないのでしょうけど、漁村地域

にいる我々からすると、漁協では多種漁業との調整役を買ってでてい

る訳で全体的な意見の中で、将来的なサケの資源の安定化、それから

地域の漁業調整を大前提にしてですが、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くべき地域もあると思い



6 

 

ます。当然そうではない地域もあると思います。 

 私の所属する日本海では、特に担い手不足、将来の漁業者の経営と

いうものは非常に不足であると言われております。 

 こういったところから、定置漁業の特性を考慮したら、漁業者なら

誰でも定置ができるのか、そうではなくて、やはり海底の地形の状況

だとか技術的な問題だとか経験だとか、或いはそれに伴う指導者や経

験者の存在だとか、こういうものも検討の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ています。 

 しかし地域によっては、今言ったことも、相当差がある考え方かと

思いますがそういう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考えます。 

 川村補佐  ありがとうございます。皆様方に意見をいただきましたが、何か意

見とかありますでしょうか。何ければ次の議題３、定置漁業の免許す

べきもの判断基準などについて説明させます。 

＜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＞ 

 川村補佐  議題１の説明のとおり、法定順位が廃止され、これに変わって免許

申請者が、1人しかいない場合は、適格性があればそのものに必ず免

許されます。複数名から申請があった場合、いわゆる競願の場合でも、

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

ていた者には、必ず免許されます。 

 それ以外の場合や者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になると思います。 

 また、その一方で道では経営の合理化の推進しておりますので、経

営体を再編したりする中で、現に免許を受けて操業していたものが、

経営改善のための取組みを行う事で、(アンダーライン部に該当せず

に)免許を奪われるようなことになると、本末転倒となりますので、

道では方針の整合性に注意が必要と考えております。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と思います。 

 菅原係長 （資料議題３－１） 

１ 法定順位の廃止（優先順位の廃止） 

 国が法定順位の廃止（優先順位の廃止）に至った経緯や考えなどは

各所に掲載されておりこの資料はその抜粋です。  

 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りますが、全国的には弊害も現れていた。 

 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であった。 

２ 改正漁業法の法定事項 

 複数名から申請がある場合で、法 73 条第２項１で免許とならない

場合、新規漁場への申請が複数名の場合や、適切かつ有効に漁場を利

用していない者ばかりの申請の場合、この規定で道が免許する者を決

定する。 
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 これは、参考資料１－１及び１－２の国のガイドラインの考え方や

留意点に記載された事を総合的に勘案する。 

 実際、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次に説明する。 

３ 北海道における免許をすべき者の検討（定置漁業） 

 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そって、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、（次のページ）北海道における地域の水産

業～の観点の考え方となる。 

 現状の定置漁業は、秋サケ資源の急激な減少にありますが、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する事と考える。 

 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。 

 この基本計画に関して定置漁業権を免許する事で達せられるもの

は地域の水産業の発展に寄与するものと考えられる。 

 これは次の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もの。 

Ⅰ 将来にわたっての安全かつ良質な水産物の安定的供給 Ⅱ 地

域を支える活力のある産業としての水産業の発展 

Ⅲ 水産業の基盤のみならう自然とのふれあいなど多様な機能を発

揮する漁村の発展振興計画  

 そして、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

て具体的に評価し免許する者とするという考えです。 

 北海道はどのような事から評価するのかを、条例をもとに施策等関

連して地域の水産業を考える事ができます。 

 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

になった時には、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りますので、その時々で見直しもできます。 

 なお、少なくとも一旦免許したらその期間中は同じ評価になるもの

と考える。 

（別紙資料３－１ 具体的な基準、評価項目の検討資料） 

 例えば●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、小項目を

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、

その計画について、評価するとか、資源管理に資する漁具の導入計画

等を評価するという事を想定している。 
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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

検討したいと考えている。 

 川村補佐  まず、評価項目を条例とそれを基にした北海道水産漁業等振興推進

計画に当てはめた考え方について如何でしょうか。 

 濱田委員  説明の考えのように基準を作るという事自体は、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

はもっともかなと思います。 

 また、それを免許申請者に対して、評価基準として個別の経営者が

道の方針に合う合わないかは、できるかもしれません。 

 しかし、得点つけるという事、どれぐらいで満点でとかそういう事

はまだ分からないのですが、そこの判断基準が難しい事と思います。 

 定性的な意味で、ここはああではとか各項目ごとに議論はできると

思いますが、競願した時に、点数付けますから例えば１３項目であれ

ばそれを単純に傾斜が無く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になりますよね。 

 点数的なものは、技術的に経験がない中では、ちょっと難しい事な

ので、これは私たちみたいな外部の人間はわからないのですけど、漁

業調整を担当している人たちの判断と会議の中でこんな点ですとな

ったら、海区委員の方々がそれを納得できるかどうかっていう事にも

なりかねないですので、そういう難しさがあると思います。 

 川村補佐  そうですね。今回は検討(の入り口)案としてご意見を聴いておりま

すが、一律に１３項目全部に同じ点数をとういう事は考えてなく、こ

の方式を行うには濃淡は必要かと考えていまして、しかし濃淡のつけ

方等に難しい判断があるという事はご意見どおりでございます。 

 濱田委員  やっぱり点数付けになりますよね。競願になったらどっちが上か、

(道は)客観的に判断しなくちゃいけないですからね。 

 だからその時に、その点数の配点の仕方等、何を基準にその項目が

何点かという事を、（免許申請の前に予め）コンセンサスをしっかり

えなくてはと思います。 

 海区調整委員にも、得点の付け方のコンセンサスがないと、免許す

る時の諮問を受けた時、いいかどうかという判断(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)をしなくちゃいけな

いですから。 

 海区委員は、配点なり点数の付け方がこういうやり方だっていうこ

とをまず理解してないと、判断するにあたって、単純に出てきた点数

で「そうですか」っていうわけにはいかないと思います。 

 そこの仕組みをどう設計するかによると思います。そこを考えない

と今の考え方でできるかどうかっていう事も含めて難しくなります。 

 今回の説明の考え方そのものには何も異論はないのです。点数付け



9 

 

のところまで考えたときに、仕組みづくりを含めて 1 回立ち戻なくち

ゃいけないと思います。 

 川村補佐  ご意見のとおりこの方式では濃淡は重要です。今回の検討案は土台

部分で、素案のもっと前の話の検討段階ですので、今のような意見を

聞きながら、関係業者にも意見を聞きながら、進めていければと思っ

ていまして、まずは、基本ベースは道の漁業の振興条例に基づいたも

のでやるのが行政的には自然なところと考えた段階です。 

 濱田委員  その考え方には何も問題ないのです。一方でその仕組みが技術的に

ご納得できるような設計にまで持っていけるかどうかっていうとこ

ろの意見です。委員の立場から見ると制度設計をやってみないと分か

らないということでもあります。 

 川村補佐  ありがとうございます。 

 小野寺委員  濃淡つけないと、当然差も出ませんからそういう意味でも濃淡は必

要です。一方で基準を作った時に濱田委員の話があったように、事前

に十分なコンセンサスを得ること。そして、世の中に広く知らしめる

事が重要です。 

 そのうえで申請が上ってくる訳ですから、申請側も一定程度の判断

でという手続きの問題を含めて、十分練りこんで形にしていかないと、

機能しない、破綻するとかになります。 

 濱田委員  やっぱり怖いですよね。急に出して炎上するという事。そこは十分

に周知も含めて時間かけるのかなと思います。 

 川村補佐  同じような制度は、既に公共事業にもありまして、点数つけて入札

結果にも反映するやり方があって、入札価格だけではなく点数を考慮

して決めるというものですが、それであっても点数の部分は濃淡も含

めて難しく、これから検討していくべきと考えています。 

 蝦名委員  説明の考え方からは、小野寺委員も言うとおり、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になるかと思い

ます。 

 検討資料の項目を見ると、例えば●漁業経営の収益性の向上、３担

い手の育成で新規就業者の確保と育成の促進だったら、直近の担い手

の雇用実績を問うのかと思うのですが、また、４安定的な水産業経営

の育成で、計画的な漁船や漁具の更新計画では、例えば今、リース事

業を行っている中で過去に既にこういう事業に着手した方だとか、こ

ういう事も将来的な所になると思うのですが、これまでの体制の整備

の部分について触れていないのであれば、そういうところも課題には

あるかと思います。 

 ですから、こういうところを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います。しかし一方では、地域によっては考え

方もばらつきもありますので、例えばこういうところもですね、それ

ぞれの海区の調整委員会の意見を聞くことがよいのではと思います。

また、そういう内容が妥当だとするのであれば、各地区の定置漁業者
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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

う流れが必要になってくるかなと考えます。 

 これからこの小項目の部分で事例等は掘り下げて考えていくと思

うのですが、具体的に幅広く意見を聴取しながら検討をですね、次回

の免許申請には非常に重要になる事だということを考えて慎重に取

り組んでいくべきだと考えます。 

 川村補佐  はい、ありがとうございます。小項目につきましては本当にまだま

だこれからですから、これからこの方式で進めていく事になれば、整

理し検討していきたいと考えております。ありがとうございます。そ

の他なければ、議題３－２に入りたいと思います。 

＜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＞ 

菅原係長 （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 

水産庁のガイドラインの考え方を記載したもの。 

２は、実際の統廃合も含めた移設の場合の想定事例 

どこまでを限度に類似と考えられるかの事例となる。 

３その他の事例もガイドラインの趣旨から考えらえるもの。 

これらの事例等で既に類似と考えられないのではないかとか、類似に

するにはもう少し具体的な基準が必要なのではとか、こういう事は想

定される等の意見を頂きたい。 

 

（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、相手を組み替えたりという事が考えられる。 

 この時、満了漁業権を有しているものでないとなる場合は、複数申

請があった場合の扱いのため前の議題の基準により選ばれることに

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。 

 共同申請でいろんなパターンが考えられ、例えば（a）ケース１の

場合、実質的に満了漁業権を有していたと見直してもよいのでは。 

 ケース２は、一見、者等は違うのですが、(a)と実質的に同等と思

う。 
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（b）は考慮する点もあるが、単純にみると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、考えられる事等のご意見を頂きたい。 

 濱田委員  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ますか。 

 菅原係長  改正された漁業法では、新規漁場だったり、満了漁業権を有してい

ない者の申請の場合等（の申請）で出す事になります。 

 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

れますので、必ず提出しなければならない義務は生じません。経営計

画の内容で免許の可否を審査する前に法の規定で免許できます。 

 ただ、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、（新規漁場や満了漁業権者がいない場合で）複数申請があった

場合、当然、議題２の基準がもしできたとして、その審査をしなけれ

ばならないので審査書類として出してもらうことになります。 

 大臣許可の方ですと、経営に関する書類を出さなければならないの

ですけど、漁業法や施行規則の方で適格性の規定が漁業権漁業とは違

いますので。 

 定置の場合は競願の審査事項としますので、大臣許可漁業とちょっ

と意味合いが違ってきます。 

 濱田委員  違いますね。それで、(共同経営していた者が分かれた)割れた場合

ですよね、それはもう満了漁業権者という扱いにならない。割れて競

合するという形になると思われますが。 

 菅原係長  そうですね。 

 濱田委員  満了にならない訳で両者とも、新しい計画で判断する。 

 菅原係長  というふうに見えますよね。割れた場合は僕らも複数名申請でそう

いうのに当たるのかと思っています。ただ、以前水産庁に確認したら

ケースバイケースも考えられるとの事で、ちょっと悩ましいところが

あります。 

 濱田係長  悩ましいところですよね。地元の中で割れるケースもありますし、

(地元)外の人が入って割れるというケースもあると思います。 

 前(法)の優先順位があれば、自動的に地元優先になるのですけど、

それがなくて、外の人が優先になる事があるというか、評価項目基準

で勝ってしまって、感情的な問題になる事もあるのかと思います。 

 だからさっきの評価基準の項目のところは、重要になってくると思

います。 

 もし、地元じゃない人が漁村地域に特化した基準があったら、多分

そんなに点数がでないのだと思うのですけど。 

 排除するっていう訳ではないのですが、(地域)外から参入してくる

のは技術を持っているからです。技術を持っている人たちが参入、求

められて参入して、だけど参入後に地域内で揉めるというケースを本

州の方では何回もあったと聞いています。気をつけたほうがいい問題

がそこにあると思うのですね。 
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 だから、共同経営でもそうですが、地元同士もありますが地域以外

と地元っていうところで分かれて競願が発生する時の事を、想定して

いた方がよいかと思います。 

 川村補佐  蝦名委員から何かございます。 

 蝦名委員  今回は想定の資料だと思いますけど、濱田委員の話は、往々にして

今後ありうるケースなのかと感じがします。 

 この辺も、地域の事情によっては違うケースもあると思うので。例

えば漁協からでもこんな場合っていうところが紹介できれば紹介し

てみてもいいのかなと感じます。 

 川村補佐  ありがとうございます。資料の方で満了漁業権を有するものとして

考えられるかもしれない事例の中で、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さんが共同経営としてＸ漁業を申請す

る。こういう場合って、満了漁業権を認めてもいいのか。それとも新

規になるのか、我々の中では満了者と見なしてもいいのかなとかなる

のですが、そのような線引きがどこからか、今回は一般常識的な考え

方として、伺いたいなと思ったわけです。 

 濱田委員  どれぐらいの脱退かによると思うのですけども、多少の脱退だった

ら、満了扱いだと思います 

 川村補佐   ３分の２とかでしょうかね？ 

 濱田委員   そこの数値の線引きも難しいですよね。３分の２ルールとかいろい

ろあるので、その辺でね。 

 がらっと構成者が変わって６割ぐらい抜けてしまって、残った人が

３割ぐらいになってくると、ちょっと満了者というのかどうか難しい

かもしれません。 

 菅原係長  外部から見て(同一者か)疑義をもたれますか。難しいかもしれない

ですか。 

 濱田委員  そうですね、注意が必要ですね。多少の脱退、例えば３０人４０人

の共同経営で２、３人抜けるとかそんなのは、理解できる範囲ですが、

がらっと抜けているような事になると、周りの見方が、これでいいの

かっていう話にはなってくると思います。 

 川村補佐  例えば次のケース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さんがくっついて共同経営になって、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のですけどどうですか。 

 濱田委員  これは、今までの２つの漁場の経営者が一つになる訳ですが、これ

までの２つの経営体がやるわけですから、特段、経営が安定していれ

ば満了でよいのかと思います。 

 ただある程度新しい経営計画が必要という事になれば、ちょっと厳

しくて、うまく合理化されるような経営なるのかどうかっていうのは、

指導面で言えば計画立ててもらう方が安心して免許できるとは思い

ます。 
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 川村補佐  今後、更につめていきます。あと漁場の位置等で若干の移動であれ

ば、満了で問題ないのかなっていう考え方なのですけど。では、ただ

それがどのくらいでなるとまた基準を作るのが難しく、そのへんもま

た、伺いたいと思います。 

 小野寺委員  満了で見るか見ないか。濱田委員が言われたとおり、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いま

す。 

 問題は、(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ると思

います。ただの競願なので両方とも新規に扱うのかという部分の線引

きが必要だと。 

 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さんの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きますね。 

 菅原係長  はい、そうなのです。 

 小野寺委員  だからケース２の取り扱いをどうするのか、ちゃんと線引きしてお

かないとなかなか難しいです。 

 (a)のケース１は、当然これからもあり得ると思います。ケース２

の（b）は頻繁に起こりえないかもしれないけど、ケース２の違いと

いうのは、整理しないとならないですね。 

 川村補佐  他に何かございますか。 

 小野寺委員  一つ確認したいのですが。従来の定置漁業権の免許は、経営状況報

告書を出す仕組みだったと思いますがどうなっていますか。 

 菅原係長  免許申請事務として書類は今検討していますが、法で満了漁業権と

いう制度になったので、(その書類で)単に経営が良い悪いで免許する

しないって話は考えていません。 

 小野寺委員  新規の漁場計画や濱田委員も言っておりますが、新規で申請する場

合は経営計画を当然求めると思いますが、既存の免許の方が満了漁業

権の適切かつ有効に漁場を利用してきたことなどが既得権があると

判断する時は、これから申請の時にじゃなくて、計画も重なっていく

ので、今やってる人から経営状況の報告というか、どこまで詳しいも

のを求めているのでしょうか。それがあるから、満了漁業権者でいい

よっていう判断ができるのですが。 

 菅原係長  それは、既に道の規則も改正していまして（毎年の)漁期が終わっ

た 2 ヶ月以内(規則で 60 日以内)に報告書が提出されます。改正法で

は資源管理の状況等の報告という名称の報告書で、従来の経営状況に

あたる部分と資源利用や管理の状況の部分をくっつけたものを徴収

しますのでそちらで判断します。 
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 小野寺委員  その報告は、これからの切替え以降も継続されるのですね。 

 菅原係長  そうです。法の規定で提出するものでありますので、粛々とそれを

用いてこれからはやっていこうと。 

 川村補佐  他に何か意見がございますか。 

 鳥毛委員  私は流通が専門で参加していますが、今、他の委員の皆さんのお話

聞いいて、今後免許を更新していく、次の免許与えるというような状

況の話ですが、議題の３－１の審査基準の項目のところは、濱田委員

も意見しておりましたが、道もこれから基準を設ける作業をしていく

ということなので少し意見させていただきます。 

 道産水産物の安定供給や消費拡大っていう項目がありますが、この

部分は、漁業者に求めることとはちょっと違うのではないかと。これ

は、生産者団体である漁連や直営店での取組等、単協が考えていくこ

とであって生産者に求めるのとは違うのではないかと。 

 例えば、漁業者に求めることとなれば、氷をしっかりつかって、新

鮮な魚を水揚げしているかとか、輸出拡大っていう部分を考えると、

単協ベースで考えることかもしれませんが水揚げする港がＨＡＣＣ

Ｐ対応や衛生管理がしっかり行われているか等。 

 これから小項目等は考えるという説明でしたので、その時には意見

させてもらおうかと思っていましたが、いろいろといろんな目線で考

えていただければなと思います。 

 そして、北海道の既存の一生懸命今取組んでいる漁師さんを守って

もらいたい。漁業法改正で地元以外の方が入ってこられる法の仕組み

でもあるのでしょうけど、既存の今きちんと経営されてる漁業者さん

がしっかり従事できるよう項目、基準を考えてもらえればと思います。 

 小野寺委員  関連して意見です。漁業者自身が取り組む鮮度管理とか流通対策と

かっていうのは、限られています。例えば、その一つ上のレベルには

部会単位で(地域での取組みもありますのでそのような）取組みに参

加しているとか、漁協(が行っている地域の）こんな取組みに参加し

てるっているのを評価の一つとして加えるとか。地域への配慮もいる

のではないですか。さすがに漁連でやってる事までは、という考えは

ありますが。 

 鳥毛委員  (流通は）漁連や漁協が主体で取り組んでいくことになりますが、

円滑に流通させるには漁業者さんに求めることもあります。 

 どうしても市場の扱いや状況によっては、鮮度が落ちた魚がセリに

かけられることが多々あります。生産者部会での取り組みは、地域の

同じ生産者同士のまとまりという観点からも重要ではないかと思い

ます。 

 小野寺委員  そこまで含めた形で評価って仕組みになればよいのですよね。 

 委員一同  そうですね。 

 川村補佐  ありがとうございます。更に何かございますか。 



15 

 

 濱田委員  同じ話しなのですけど、やっぱり気になるのですが、共同経営等で

外部から参画(参入)する方ですよね。そのあとの問題がある場合があ

りますので。 

 議題３－１の評価の項目に傾斜がある点数をつける時は、どちらか

と言うと経営的なところや技術的なところが重くなる事がありえる

と思います。やっぱり経営的に成り立つかどうかは大事ですから。 

 そこで外部からの参画・参入される人達は、まさにその技術も経営

もよく考えてあって、ノウハウもありすぐれていますから、地元では

ない所から来れる訳です。 

 それで今まで地元の漁業者と共同経営していたのが、次は分かれて

競願っていう時にこの傾斜配分の仕方で、外を優先するっていう事の

結果になる時があり、それがいいか悪いかまた別なのですが、そうい

うことをかなり想定されて評価の基準の評価項目の点数配分の問題

を考えた方がよいかなと思います。 

 でも、考えれば考えるほどすごく難しい問題になっていきますね。 

 やっぱり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

ような方なら、外からの人自体が悪い訳ではないのですけど、もし一

緒に経営していてそれが分かれた時、または競願した時に、その時ど

っちを優先すべきかっていった時に、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って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るっていう事が非常によろしくない。 

 能力あるから、この人っていう話は今回の改正後の漁業法にもそこ

にちょっと問題点があるなと思っているのですけど。 

 まさにそのことをどう評価するかっていう事で、この評価項目の資

料でも、道の条例に基づく推進計画から道民の理解の促進ってところ

がある人かどうかっていうところを比較して、傾斜配分がなければ外

の人にとっては都合がいいという事になります。決して外の人を排除

するためでは無いですけど、微妙な問題があります。 

 その点もご理解いただいた上で考えていただければと思います。 

 川村補佐  ありがとうございました。 

 その他、よろしいでしょうか。 

 ここで議題が終わりました。本日の議題は以上です。 

 このあたりで今回の懇談会を終了したいと思いますけども、漁業法

が改正され、初めての漁業権の切り替えがありますが、本日の貴重な

意見は切り替えに関する検討や、免許の基準の検討の参考にさせてい

ただきたいと思います。 

 皆さまの意見に感謝をいたします。 

 

 今後の実際の検討や取組みには課題はありますが、また何かあれば、

皆様にメールや電話等でも意見等を伺いたいと思いますので、何卒よ

ろしくお願いします。 

 本日はありがとうございました。これで懇談会を終わらせていただ

きます。お疲れ様でした。 


