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令和２年度 第８回沖縄海区漁業調整委員会議事録 

 

日時 令和３年１月１５日（金）   

午後２時０５分～２時３５分  

場所 沖縄県水産会館５階大ホール   

 

出 席 者 

 委   員１１名 

   金城 明律 委員    赤嶺 博之 委員    上原 亀一 委員 

   池田  博  委員    渡真利一夫委員    当真 聡  委員 

   大谷健太郎委員    藤田 喜久 委員    新立 弘子 委員 

   伊野波盛二委員    仲宗根盛和委員 

 

事務局職員４名 

   鳩間 用一（事務局長）   太田  格 （主任書記） 

   奥野 博子（主任書記）   赤嶺 貴史（書  記） 

 

 

○事務局（鳩間）  では、ただいまより、令和２年度第８回沖縄海区漁業

調整委員会を開催いたします。 

 議事に入る前に、本日の出席状況を確認させていただきます。本日の出席

状況ですが、喜屋武委員と大嵩委員と照屋委員から事前に欠席の連絡をいた

だいております。大谷委員と伊野波委員と金城委員は遅れるという連絡をも

らっております。委員定数１５名に対し９名の出席があり、漁業法第１４５

条第１項の規定を満たしておりますので、本日の委員会は成立しておりま

す。 

 それでは、本委員会の議事の進行につきましては、沖縄海区漁業調整委員

会運営等規則第６条により、会議の議長は会長が当たると規定されておりま

すので、以後の会議の進行を金城会長、よろしくお願いいたします。 

○金城議長  はい、委員の皆様、明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いをいたします。 

 では、早速ですけれども、令和２年度第８回沖縄海区漁業調整員会の会議

を始めます。 
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 本日は議案が２件、報告事項が１件でございます。 

 審議に入ります前に、本日の議事録署名人を指名いたします。本日の議事

録署名人といたしまして、渡真利委員と藤田委員にお願いをしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

［第１号議案 知事許可漁業の許可に係る制限措置等の公示案について］ 

○金城議長  それでは、早速ですけれども、議案審議に入ります。 

 第１号議案 知事許可漁業の許可に係る制限措置等の公示案について、事

務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（赤嶺）  第１号議案 知事許可漁業の許可に係る制限措置等の

公示案について、１ページ目、お開きください。今回は、潜水器漁業の許可

のうち、今年の１月から５月に許可の有効期間が切れる者の更新手続に係る

手続を行っております。 

 開きまして、２ページ目に諮問の文書、３ページ目に概要がありますの

で、概要で説明させていただきたいと思います。３ページ目の概要のところ

です。新規の許可の公示について、読み上げて説明します。 

 沖縄県漁業調整規則の規定により、知事許可漁業について新規の許可を行

う場合（対人許可の更新を含む）、この対人許可の更新というのは、今回潜

水器の更新のことを指します、については、その許可に係る制限措置及び申

請すべき期間を定めて公示をする必要があります。今回、潜水器漁業につい

て、令和３年４月から５月の間に許可の有効期間が満了する者（以下、「更

新対象者」という。）に係る許可の更新手続を行うため、当該漁業の許可に

係る制限措置及び申請すべき期間を定めて公示するものです。 

 この公示に当たりましては、許可すべき漁業者の数を定める必要がありま

すので、２のほうになりますけれども、更新の対象者について、沖縄県漁業

調整規則に基づく漁業許可等の取扱方針第６の規定に基づき、許可の更新に

ついて意思の確認を行いました。その確認の結果及びその他事情を踏まえた

上で、許可すべき漁業者の数を整理しております。 

 別添資料をお開きください。２ページ目になります。横表になっておりま

して、潜水器漁業許可の更新の見込数を操業区域ごとに整理をしたものにな

っております。表の見方としましては、左側に操業区域、中ほどに許可数が

あります。１月１５日、本日時点で有効な方の数です。一番上ですと、共同

漁業権の設定されていない海面の操業区域につきましては、許可数が５２と

書いてあります。その５２の右隣、更新対象者数とありますのが今回更新の

対象となる方の数、この場合だと２名いらっしゃいます。その右、更新の見
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込数Ｂというのがありますが、こちらが更新の意思を確認した結果、更新の

意思を表明された方の数です。今回２名更新対象者がいて、２名更新します

ということで意思確認ができております。黄色で色塗りをしている部分が、

今回公示する数の案となっております。このような形で各操業区域ごとにそ

れぞれ意思確認を行いまして、その結果をこの表で整理をしております。 

中段、共同第５号海面につきましては、ちょっと特殊なのですけれども、共

同第５号の単独の区域で２名の更新の意思が確認できておりますが、名護漁

協さんが免許を受けている共同第３号につきましても併せて操業したいとい

うことで、２段上の３号と５号それぞれ両方の区域を操業区域とするカテゴ

リーといいますか、操業区域のほうにこの２名の方を振り替えて整理する、

公示するという形の案をお示ししております。そのほかは、更新の見込数を

そのまま同じ区域の公示数とした形になります。まとめますと、一番下のほ

うになりますが、今回更新の対象となる方の数は５７名いらっしゃいまし

て、更新の意思を示された見込数が５１名、公示する数も５１名、更新対象

者数と公示数との差はマイナス６名となっております。このマイナス６名な

のですけれども、ほとんどが組合を脱退されたケースとなっております。も

しくは高齢になられてもう潜水器漁業ができないといった方も２名ほど含ま

れています。 

 こういった形で数を整理いたしまして、議案書に戻りますけれども、議案

書の４ページ目をお開きください。議案書の４ページから６ページにかけ

て、今回の公示案ということで公示案に落とし込んでおります。公示案を上

から読み上げたいと思います。 

 漁業法第５８条において準用する同法第４２条及び沖縄県漁業調整規則第

１１条の規定に基づき、知事許可漁業の許可に係る制限措置及び許可または

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。 

 １として、潜水器漁業、（１）許可をすべき漁業者の数その他の制限措置

を表のように整理して示すものになっております。この表のうち、許可をす

べき漁業者の数というのが先ほど表で整理した黄色く色塗りをしている部分

の数と一致させるような形になっております。表の一番右側、漁業を営む者

の資格は、沖縄県に住所を有する者というふうに記載をしております。 

 ５ページ目のほうの下のほうになりますが、（２）で、この公示に係る許

可を申請すべき期間は２月１日から３月１日までの１か月間。備考として、

この公示に係る許可の有効期間は、許可をした日から令和５年１１月３０日

までとします、としております。 

 ６ページにまいりますと、許可の条件をつけることができるのですけれど
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も、この潜水器漁業の許可の条件としまして、サンゴを採捕する場合は、ソ

フトコーラルに限るという条件を付しております。これは今までもつけてき

た条件になっておりまして、潜水器漁業についてはサンゴを採捕することが

できるのですが、それはソフトコーラルに限りますということを条件として

設定するものになっています。 

 ７ページ目から９ページ目までにかけて、関係法令、取扱方針を載せてお

ります。また、１０ページ目に答申案を載せています。 

 以上、簡単ですが説明とさせていただきます。ご審議よろしくお願いいた

します。 

○金城議長  ただいまの事務局からの説明あるいは議案につきまして、ご

意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 池田委員。 

○池田委員  ちょっと１点だけ確認したいと思うのですが、今出された資

料、今年度は５１名の方が申請すると、告示するという形になっております

けれども、この期間中、新たに申請者が出た場合にはどういう手続、あるい

はそれが許可できるのかどうかも含めて教えていただきたいと思います。 

○金城議長  事務局から。 

○事務局（赤嶺）  新規の方については、今回の公示の後の公示がまた控

えていまして、今度４月に予定しているのですけれども、そこで新規の方を

拾っていくという調整を予定しております。少し待っていただくことにはな

りますけれども。 

○池田委員  分かりました。 

○事務局（赤嶺）  新規の方については年に２回、半年ごとに。 

○池田委員  半年。 

○事務局（赤嶺）  半年に１回、新規の方を許可するタイミング、手続を

行うという予定にしております。 

○池田委員  はい。 

○金城議長  ほかにございますでしょうか。 

（「なし」という声、あり） 

○金城議長  特にご意見、ご質問等ないようですので、お諮りいたしま

す。 

 第１号議案 知事許可漁業の許可に係る制限措置等の公示案に対し、異議

のない旨、答申することとしてよろしいでしょうか。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  ご異議ないものと認めまして、第１号議案につきましては、
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公示案に対して異議のない旨、答申することといたします。 

 

［第２号議案 八重山沿岸海域の産卵場保護区に係る委員会指示の発動につ

いて］ 

○金城議長  続きまして、第２号議案 八重山沿岸海域の産卵場保護区に

係る委員会指示の発動について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（太田）  事務局、太田が説明します。よろしくお願いします。 

 この件については、１１月の第６回の会議で詳しく説明したところです。

今回は委員会指示の案についてお諮りしたいということで、ご審議をお願い

します。 

 資料１１ページ、第２号議案です。経緯としては、当該保護区について

は、八重山漁協が平成２０年から自主管理として実施してきたものです。昨

年、八重山漁協から委員会宛てに指示化の要望があり、先日その説明をした

ところです。パブリックコメントを実施していまして、先日そのパブリック

コメント終了したのですけれども、特に意見はありませんでした。今後のス

ケジュールとしては、本日委員会でお諮りして、決議いただければ３月中の

公報登載を予定しております。 

 次のページをお願いします。案としてこのようになっていまして、読み上

げたいと思います。 

 沖縄海区漁業調整委員会指示３の第何号となります。沖縄海区の八重山諸

島の沿岸域における水産動植物の保護培養を図るため、漁業法第１２０条第

１項の規定に基づき、次のとおり指示する。 

 採捕の禁止として、第１、何人も、保護期間中、保護区の区域内におい

て、水産動植物を採捕してはならない。ただし、試験研究機関が試験研究の

ため採捕する場合は、この限りでない。 

 保護区、第２、第１の保護区の名称、区域及び保護期間は、次の表のとお

りとする。 

 表の中は全部で６つの海域が示してあります。そして、保護期間について

は先日説明しましたとおり、旧暦の３月、４月を新暦に変えて、今後５年間

について期間を示しています。 

 一番最後の第３、指示の有効期間、この指示の有効期間は、令和３年４月

１日から令和８年３月３１日までとする、５年間としております。 

 以上で説明を終わります。 

○金城議長  ただいまの事務局からの説明あるいは議案につきまして、ご

意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 
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（「なし」という声、あり） 

○金城議長  この件は１１月に説明を受けておりますし、特にご意見、ご

質問もないようでございますので、お諮りをいたします。 

 第２号議案 八重山沿岸海域の産卵場保護区に係る委員会指示の発動につ

いて、指示案のとおり発動するということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  ご異議ないものと認め、第２号議案につきましては、指示案

のとおり発動することといたします。 

 

［スジアラ及びシロクラベラ資源の保護培養に関する委員会指示について］ 

○金城議長  続きまして、報告事項が１点ございます。 

 スジアラ及びシロクラベラ資源の保護培養に関する委員会指示について、

事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（太田）  事務局より説明します。 

 議案書の１４ページをお願いします。 

 スジアラ及びシロクラベラ資源の保護培養に関する委員会指示３０第２号

は、令和３年３月３１日をもって有効期間が終了します。新たな指示の継続

に向けた作業スケジュールについて、本日は報告したいと思います。 

 議案書の下の１番、想定されている作業としましては、水産海洋技術セン

ターと委員会の事務局が、（１）対象海域の拡大に向けた関係漁協との調整

・漁業者説明会の開催、（２）指示による効果、資源状態等の科学的な評

価、（３）新たな合意形成及び合意の確認のための全漁協に対するアンケー

ト調査を行うことを考えています。 

 スケジュールとしましては、本日この報告の後、１月末までに水産海洋技

術センターが効果の評価等の科学的な評価について取りまとめる予定です。

２月中にこの効果評価の概要、説明資料と併せて全県的にアンケート調査を

行いたいと考えています。必要に応じて説明会の開催、今後この委員会指示

の対象海域に新たにしたいとか、あとは続けたくないとか、説明が必要な場

合には随時説明を行うというつもりでいます。３月の委員会で審議して、承

認されましたら、３月中に公報登載して、委員会指示の発動ということで継

続させていきたいと考えています。この３年間続けてきたものなので、ここ

で一回、継続の意思を確認するという作業が大事かと思っていますので、そ

れをやっていきたいと思っています。 

 あと、漁業者からは、遊漁者を対象にするようにという要望はかねてから

ありまして、これについては今、水産海洋技術センターが事業として遊漁者
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の実態調査というのをやっています。それと周知を併せてやっていますの

で、その結果を来年度中に遊漁者も対象にした指示の一部改正ができないか

進めているところです。説明は以上です。 

○金城議長  ただいまの報告事項につきまして、ご意見、ご質問等ありま

したらお願いをいたします。 

 当真委員。 

○当真委員  １２号までの範囲は、一応今は、全部保護区にされていると

いうことでいいですか。 

○事務局（太田）  別添資料に現行の区域があって、別添資料の最後、３

ページ目に図が載っています。この線で書いてある区域です。 

○当真委員  西海岸側はどうなっているのか。 

○事務局（太田）  今、読谷漁協や糸満漁協とは個別に調整しているとこ

ろで、まだ決定ではないのですけれども、前向きに検討していただいている

ところもあります。 

○当真委員  前向きに検討していないところもあるのか。 

○事務局（太田）  直接は水産海洋技術センターがやっているので、簡単

にはいかないようなところもあるという話は聞いていますが。 

○当真委員  公表した方がいいのではないか。 

○事務局（太田）  今度、水技センターが効果の評価ということでまとめ

て、それをもってまた説明したいと思っています。 

○当真委員  是非お願いします。以上です。 

○金城議長  ほかにご質問等ございますでしょうか。 

（「なし」という声、あり） 

○金城議長  特になければ、これはまた３月の委員会で具体的に審議をす

ることになると思いますので、報告事項に関しましては以上で閉じたいと思

います。 

 最後に、本日の議事に係る附帯決議についてお諮りをいたします。 

 附帯決議、本日の議決事項中、内容の変更を伴わない簡単な文言や字句の

修正については、事務局に一任するということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声、あり） 

○金城議長  では、そのように決定をいたします。 

 本日の会議は以上で終了でございます。お疲れさまでした。 

  
  令和３年１月１５日 


