
【公述（意見）】
○○○と○○○の○○の仲間内だけで都合の良い話に決まると○○○の○○さんから聞いております。

今回の7月27日の公聴会も決まったことを発表するだけの場であると聞いています。遊漁船１５隻プレジャーボー

トは、○○○○○○主導になるなど。

私は、遊漁船歴５年目となり、今年１月１日より船業で遊漁船を営んでおります。私利私欲の為だけに動いている

人が取れる枠の様な気がしてなりません。そもそも何のための会なのか？

昨年９月の○○○のブログでは、ウトロの定置網に入る水揚量より多く一隻の船で釣っています。

資源保護が目的であれば、釣れる時に釣れるだけ釣る船が問題では？

私はオホーツクの中で経済効果が出る釣り船を目指しております。○○町の新規事業の補助金を頂き、経営を始め

たコテージさんと組みながら、どうしたら地域経済活性化をできるかで今年以降の予約を取った事からサラリーマ

ンを辞めました。

船の流れ方について、問題となってますが、公道と同じでその為の免許ですよね。

譲り合いの精神がなくては、事故が起きます。過去（平成１６年６月１日以降）以前に免許を取った人は、勝手に

遊漁船に必要な特定操縦免許が付いております。

こういう人達は自動で付帯されているので、遊漁船に近寄ってはだめだとか知識がありません。

大型の遊漁船（プレジャーボート形式以外）だけ認めると言うのであれば、道路も大型自動車が通れば、アスファ

ルトがこわれるし、邪魔になるので、大型の走って良い道路区間を設定するべきだと思います。

以上の事から、免許がある以上、船の型式ではなく、ゆずり合いとルールを守る船を優先すべきだと思います。

公述書
議 題 船舶を使用して行う釣り漁法による水産動物の採捕及び

船舶を使用して行う釣り漁法によるさけの採捕について
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【公述（意見）】
 公聴会に関する手続規定６条５号より意見を提出させていただきたくお願い申し上げます。

私事でありますが、毎年遊漁船に乗り秋サケ釣りを楽しまさせていただいております。

近年ゴムボートの利用者の増加や地方から来釣する方が多く、事故やマナーの悪さを感じるところであります。

対策、ルール化が必要と私も感じます。

しかし、令和４年度９月から行うのは急ではないでしょうか。１年かけて全道の釣り具屋・釣り新聞などに周知を

依頼し、地方から来る人のことを考えるべきではないでしょうか。

また、釣具屋・遊漁船も１年も前からサケ釣り用の道具を仕入れたり、乗船人数の確保しているので、それを生業

にしている方にご配慮が必要ではないでしょうか。

規制ルール（案）について、誰がどのような過程でこのルール内容（案）になったのか背景が見えてきません。

資源保護を理由にするのであれば、クロマグロと同様に漁獲枠方式で漁業者の方にも規制を入れるべきだと思いま

す。

釣り具屋・釣りをしている方、反対の方、自然保護団体などを委員会に取り入れてもっと適正なルールを模索して

いただきたいです。１年間かけて見直しの検討お願いします。
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【公述（意見）】 4

オホーツクエリアでのサケの匹数制限、こちらは大賛成です。

やはり限りある資源なので、リミットを設けるのはとても良いと思います。

特にエサ釣りの釣り人は根こそぎ魚を持って帰る傾向にあるので。

ＰＢ１５隻、遊漁船２５隻、ウトロエリアに対し半分以下となっておりますが、これは一体何故でしょうか。

ウトロエリアと同様とまではいかないもののもう少し増やしてもいいのではないでしょう。相互確認と情報共有が

できる範囲と記載されていますが、この点に関しては隻数が増えてクリアできます。

漁具被害に関して、懸念すべき点ではありますが、ライセンスエリアを決めて頂ければ最小限に留められるように

感じます。

昨シーズンはルールがなかったため、漁具被害が目立ってしまいましたが、明確なルールを作ることにより、漁具

被害、魚の乱獲は防止できるように感じます。

なので、船の隻数をもう少し増やしていいのでｈと思います。

私はエサ釣りではなくルアーで魚を釣る派です。基本サケ・マスは釣ってリリースすることが多々あります。最近

は私のようなキャッチアンドリリース派の釣り人も多いのが現状です。

一概に秋さけの資源が減少しているのは釣り人のせいというのはどうなのかなと思うのが本心です。

【公述（意見）】
許可船舶の船舶数、特にプレジャーボート数量15隻の根拠がなく、ただの締め出しにしか思えません、地元の漁

業も大事だとはおもいますが、資源量云々というならば漁業者側の漁獲量の調整も必要では？海も魚も漁業者のも

のということなのでしょうか、漁具被害に関しても網の向き、ロープの入り方を漁業者から報告、情報の共有を

我々、一般採捕者へいただければ、我々も釣り具の損失、船舶の損傷も減らせるとおもいます、現在の方向です

と、海、漁港、魚は基本、漁業者のものという目線ではないかと、漁港整備他、水産資源調査他、一般人の血税も

はいいている中、このような考えでの、調整には憤りしか感じません、網走産のサケは漁業者が採取したものを

スーパーで買えということでしょうか、であれば、網走の漁港他、漁業施設整備もすべて、漁業者のみの出資で整

備と極論ですが・・・管内のマリンレジャーも立派な資源と思いますが、今回の件とは別ですが、漁港の立ち入り

禁止も今一度、検討した方がよいかと、ルールのない中でのいきなりの締め出しとは・・・今回の件も今一度きち

んとしたルール、特に根拠（船舶数）をしめして欲しいですこのままですと、プレジャーボート販売業者への影響

もあるのではないかと、プレジャーボートを購入しても釣りをする場所、魚種がないとは、今一度、漁港、魚は漁

業者だけのものではないと、しっかり漁獲数他ルールを決めて施行してほしいです。

3

【公述（意見）】
ウトロ沖の秋サケライセスンスについて。

昨年からライセンス料も値上がりし、出港時間も遅くなり更には

遊漁船のような連絡の伝もないプレジャーボートにとっては

釣れるはずもなく、一人、5匹どころかゼロの状況なのに

一人5匹ましてや10月31日まで鮭釣り禁止は漁業者の言いなりに過ぎない。

協力金はともかく、出港時間と引数制限はどうしても納得いかない。

因みに、春から秋まで港使用許可を取得して釣りをしているが

漁業者の邪魔や迷惑にならないよう相当な注意をしているのに

秋サケ時期に来る一部のマナーの悪い奴もいるのは確かだが少なくとも自分の仲間には居ない。

質問、秋サケライセンスを取得しない場合はソイやタラ、イカなどの釣りに行く場合は

5時に出港しても問題はないと思うが。返答願う。
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【公述（意見）】
○漁具被害を無くすため、網走海域での釣り船の数を制限し、漁具の位置や操業中の漁船の妨げにならない様な操

船を徹底します。

○ウトロライセンス同様、会を作り遊漁船同士で情報共有し、違反瀬に注意など自浄作用を強くする。

○遊漁船業者としては、昨年も何度か目撃しましたが、プレジャーボートの無謀な航行（定置網の上を横切った

り、ボンデン、ロープ等に針を引っかけたり、小さな川の河口での釣り等）危険と感じていますが、注意すらでき

ません。

事故が起こる前に禁止にして頂きたい事、切に願います。

○毎年ウトロに行ってますが、地元でこのまま鮭釣りができる様、漁業者の操業の妨げに邪魔にならない様

最大限配慮します。

禁止だけは避けて頂きたい。

○一人のお客さんがどれだけ使うかわかりませんが、経済効果で少しでも地元に貢献したいと思っております。

よろしくお願いします
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【公述（意見）】
網走沖の鮭釣りがライセンス制になるにあたり、

網走、能取、常呂港でライセンス制を希望する釣り船が

設定海区へ入る船数のを制限するのであれば、

ライセンスをウトロの様に個別に割り当てるのでなく

漁具被害を無くす為にルールの徹底を周知する為に

立ち上げられた網走沖釣り船協議会にライセンスを発行して貰える仕組みにして下さい。

土日しか鮭釣りに出ない船も多数あるので平日など空いている

日にちをライセンス希望者で会で検討して有効利用し

不公平感を多少緩和できると考えています。

今までの事を考えても使用できる船はポイントでのライセンスは

絶対必要ですが、その他の釣り船にも少しでも鮭釣りが出来る

ように考えています。

【公述（意見）】
鮭釣りは、ライセンス制にして遊漁船を優先してほしい。

もし船数を決めるのであれば不公平がないように交代制にしてはどうか。

【公述（意見）】
現在の秋さけの釣りに関しては、東部（限定）の海域において、ライセンス制を行っていますが、現況では網走沖

や西部の海域での来遊予想が増えているので、ライセンス制の範囲を拡大してほしい。
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後ライセンスの船数があまりにも少なすぎる為増やすことを考えてください。

斜里に関しましては今までウトロでのライセンスがあり都合よく網走に

入るのは大反対です。斜里は今までと同じくウトロのライセンスでやってください。

【公述（意見）】
網走沖の鮭釣りがライセンス制になるにあたり、

網走、能取、常呂港でライセンス制を希望する釣り船が

設定海区へ入る船数のを制限するのであれば、

ライセンスをウトロの様に個別に割り当てるのでなく

漁具被害を無くす為にルールの徹底を周知する為に

立ち上げられた網走沖釣り船協議会にライセンスを発行して貰える仕組みにして下さい。

土日しか鮭釣りに出ない船も多数あるので平日など空いている

日にちをライセンス希望者で会で検討して有効利用し

不公平感を多少緩和できると考えています。

今までの事を考えても使用できる船はポイントでのライセンスは

絶対必要ですが、その他の釣り船にも少しでも鮭釣りが出来る

ように考えています。

後ライセンスの船数があまりにも少なすぎる為増やすことを考えてください。

斜里に関しましては今までウトロでのライセンスがあり都合よく網走に

入るのは大反対です。斜里は今までと同じくウトロのライセンスでやってください。

【公述（意見）】
網走沖の鮭釣りがライセンス制になるにあたり、

網走、能取、常呂港でライセンス制を希望する釣り船が

設定海区へ入る船数のを制限するのであれば、

ライセンスをウトロの様に個別に割り当てるのでなく

漁具被害を無くす為にルールの徹底を周知する為に

立ち上げられた網走沖釣り船協議会にライセンスを発行して貰える仕組みにして下さい。

土日しか鮭釣りに出ない船も多数あるので平日など空いている

日にちをライセンス希望者で会で検討して有効利用し

不公平感を多少緩和できると考えています。

今までの事を考えても使用できる船はポイントでのライセンスは

絶対必要ですが、その他の釣り船にも少しでも鮭釣りが出来る

ように考えています。

後ライセンスの船数があまりにも少なすぎる為増やすことを考えてください。

斜里に関しましては今までウトロでのライセンスがあり都合よく網走に

入るのは大反対です。斜里は今までと同じくウトロのライセンスでやってください。
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【公述（意見）】
網走沖の鮭釣りがライセンス制になるにあたり、

網走、能取、常呂港でライセンス制を希望する釣り船が

設定海区へ入る船数のを制限するのであれば、

ライセンスをウトロの様に個別に割り当てるのでなく

漁具被害を無くす為にルールの徹底を周知する為に

立ち上げられた網走沖釣り船協議会にライセンスを発行して貰える仕組みにして下さい。

土日しか鮭釣りに出ない船も多数あるので平日など空いている

日にちをライセンス希望者で会で検討して有効利用し

不公平感を多少緩和できると考えています。

今までの事を考えても使用できる船はポイントでのライセンスは

絶対必要ですが、その他の釣り船にも少しでも鮭釣りが出来る

ように考えています。

後ライセンスの船数があまりにも少なすぎる為増やすことを考えてください。

斜里に関しましては今までウトロでのライセンスがあり都合よく網走に

入るのは大反対です。斜里は今までと同じくウトロのライセンスでやってください。
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【公述（意見）】
* ウトロ海域ライセンスと網走・斜里海域ライセンスを兼用としていただきたい、釣果報告についてはウトロ

海域と網走・斜里海域を分けて2部提出すればよいのでは

* ウトロ海域ライセンスのライセンス区域は、ライセンス開始当時から遊漁船の意向が入っていない線引き

となっています、線引きの再検討を希望します(もっと岸よりにしてほしい)

* ライセンス期間がウトロと網走で違うのはなぜか、どちらかに合わせるべきと思う

* 定置網付近での船釣り禁止期間は、サケ釣りライセンス期間としていただきたい

* 釣果尾数については、将来サケの回遊数量が増えてきたら10尾に変更可能としていただきたい

* ウトロ海域における出航時間の調整はどうなるのか、ウトロから網走へ向かう船は早い時間に出航する

と思う(昨年は1日～11日は6時出航)

【公述（意見）】
網走沖の鮭釣りがライセンス制になるにあたり、

網走、能取、常呂港でライセンス制を希望する釣り船が

設定海区へ入る船数のを制限するのであれば、

ライセンスをウトロの様に個別に割り当てるのでなく

漁具被害を無くす為にルールの徹底を周知する為に

立ち上げられた網走沖釣り船協議会にライセンスを発行して貰える仕組みにして下さい。

土日しか鮭釣りに出ない船も多数あるので平日など空いている

日にちをライセンス希望者で会で検討して有効利用し

不公平感を多少緩和できると考えています。

今までの事を考えても使用できる船はポイントでのライセンスは

絶対必要ですが、その他の釣り船にも少しでも鮭釣りが出来る

ように考えています。

後ライセンスの船数があまりにも少なすぎる為増やすことを考えてください。

斜里に関しましては今までウトロでのライセンスがあり都合よく網走に

入るのは大反対です。斜里は今までと同じくウトロのライセンスでやってください。
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【公述（意見）】
毎年、9月末～10月下旬にかけて、網走・二つ岩周辺でゴムボート（2馬力）による秋鮭釣りを楽しんでいる者で

す。今回、発案された「網走・斜里海域秋さけ船釣り禁止区域」により、私のようなゴムボートユーザーは、実質

的に完全排除されることとなり、この非情な制度に疑問を感じると同時に、憤りを隠せません。案によれば、遊漁

船やプレジャーボートに限っては、ライセンス区域が設定されていることで、網走・斜里区域においては、9月1

日～9月30日の間は秋鮭釣りを楽しむことができるものの、ゴムボートに関してはそのような救済案も一切なく、

9月～10月のあいだは実質的に完全に秋鮭釣りをすることができなくなります。⾧年、二つ岩周辺でゴムボート釣

りをしてきた私自身は、高齢者向け住宅「花・水・木」やバイラギ川の近くを航行するのみで（岸から100m程度

の範囲）、当然ながら設置された定置網を跨ぐこともありませんし、漁船とニアミスすることもありませんでし

た。また、帽子岩の外海側でゴムボート釣りを⾧年楽しんでいる知人によれば、2021年においては、帽子岩周辺

に設置されていた小定置網は同年9月下旬には撤去されていたはずとのことで、そうであれば、定置網付近での船

釣り禁止期間が10月31日までと⾧期間にわたることは納得できるものではありません（定置網が撤去されるので

あればそれにあわせて船釣り禁止期間を解除すべきではないでしょうか）。これらのことから私が提案させていた

だきたいのは以下になります。

ゴムボートにも、遊漁船やプレジャーボートのように、期間やエリアに関するライセンス制度を設けてほしい（特

に二つ岩・帽子岩周辺を含む現状主要になっているボートフィッシングエリアについて）

私自身は、ゴムボートについてもライセンス制度を設けることで、たとえばシーズンごとにランセンス料金を徴収

することになっても構いませんし（それが孵化事業など今後の秋鮭資源回復に役立つのであればむしろ大賛成で

す）、またたとえばゴムボートユーザー（特に免許不要で航行できる二馬力以下のボート）については、行政が主

導する講習会（漁船や定置網などに対する航行ルールなど）などに参加することを必須にするなどすれば、遊魚と

漁業が共生できる可能性ははまだまだ残されていると思っております。

こちらの要望ばかりですみません。このたびの議論によって、遊魚や漁業関係者だけでなく、そこに携わるすべて

の方にとって有益なルールになるだけでなく、鮭資源の回復、また網走市・斜里町の経済が発展して、全国のモデ

ルケースになることを願っています。

何卒よろしくお願い申し上げます。
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【公述（意見）】
①ウトロ海域 ライセンス隻数 遊漁船：３２隻（３５隻） ＰＢ：５３隻（６０隻）

と変更があるそうですが、この程度の変更で事故が減ったり漁具被害が減るとは思いません。

ウトロ海域でのＰＢと定置網漁船が衝突し死亡事故が何年か前にあったはずですが、もう忘れているのでしょう

か？

毎年ライセンスが始まると漁業関係者はＰＢ（ゴムボート含む）が波間に入ると見えないしとても危ないと話が出

ます。

いつ事故が起きてもおかしくない状況です。網走・斜里海域新規隻数と同じにすべきではないしょうか。

②釣獲上限尾数 １０尾→５尾

資源状況が減少と備考にありましたが、確実に守られているのでしょうか？

毎年の事ですが、あの船の竿ガシラは１５匹釣った、あの分は１０匹以上釣らせてくれる。など話を聞きます。

釣獲数の完全な検査がないと正直者がバカを見る状況です。このライセンス中、港にて調査員らしき人はほんの数

回しか見たことがありません。

今年も数回調査しておわりなのでしょうか。
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【公述（意見）】
網走沖のサケ釣りがライセンス制になるにあたり、主な地域(網走港・能取新港・常呂港)のライセンスを希望する

遊漁船が設定海域へ入る隻数の制限をするのであれば、ライセンスを個別に割り当てるのではなく、漁具被害を無

くすためにルールの徹底を周知する『網走沖サケ釣りライセンス協議会(仮)』のような会を作り、そこの会にライ

センスを発行して貰えるよう仕組みにして欲しい。

土日しか出ない遊漁船もあるので代替の船が出れるようにして頂けるとライセンスを希望する遊漁船の不公平感を

多少緩和出来るかと思います。

【公述（意見）】 20

18

17

19

今回の件は決定でしょうか？  約2週間前位に伝書鳩に記載されてました。 又週刊釣り新聞にも24日購入の新

聞ですが記載されてました 今回各方面に意見を聞いているみたいですが。決定の方針は、早くないでしょうか？

27日での意見を聞く集まりが有るのになぜ早く各新聞に記載されるのでしょう？おかしくありませんか？ 又各

マリンクラブなどに意見等聞いて回った様ですが 決定までの方向性又は、内容等を、連絡伝達なしで新聞等に流

すのは如何な物でしょうか？ 当クラブも5艇という数に反対していました。それについての返答もなしに決定し

【公述（意見）】
色々な話が出ておりますが 先ずは遊漁船等生活も懸かっている方の入れる枠を増やしてもらいたいです。

漁業関係者様の 釣りの仕掛け針などで怪我をさせてしまっているのはとても残念でなりません。何とかそのよう

なことはないように、私共遊漁船は気を付けて行っているので何とか隻数を増やしていただきたく思います。

【公述（意見）】
今回網走・斜里海域にライセンスが設けられるとの事ですが隻数がウトロと違うのはなぜでしょうか。

網走・斜里海域 遊漁船 ２５隻

        ＰＢ  １５隻

ウトロ海域   遊漁船 ３２隻

        ＰＢ  ５３隻

ウトロ海域だけＰＢの船数が以上に多いです。

近年ＰＢのマナーやゴムボート問題など網走・斜里・ウトロ海域でもいろいろあります。

特にゴムボートはレーダーに映らない事や航行の妨害など有ります。

なのでＰＢは１５隻と同じにして頂きたいと思います。

２「釣獲上限尾数と秋さけ船釣り禁止期間について」

近年サケも減少し今年度から１０尾から５尾に変更されるとの事ですが３尾を提案します。

３尾を継続し秋サケ船釣り禁止ではなく１１月３０日まで有効かつ秋サケ船釣りを有効にして頂きたいと思ってい

ます。

理由なんですがウトロは観光客や釣り客などで収入が大きいと思います。

また新型コロナウイルスで減少のうえ今回の事故で斜里町としてもかなりの打撃だと思います。

釣り客の経済効果は少なくとも必要で有り、サケをライセンス後も尾数制限や尾数申告も継続してほしいと思いま

す。

３「海域や期間について」

網走・斜里海域とウトロ海域と区別されていますがなせ網走・斜里海域だけ９月３０日なんでしょうか？

本来のライセンスなら９月２５日ではないでしょうか？



すのは如何な物でしょうか？ 当クラブも5艇という数に反対していました。それについての返答もなしに決定し

て良いのでしょうか？ そもそも海は個人の物でもありません。又各団体の物でも有りません。それをフレジャー

ボート締め出しの様に各クラブ5艇迄？ 誰が決めたのですか？  私たちは船舶免許を持ってます。 今出てき

た ミニボートとは違います。船舶免許無しで出航出来る船でしたら規制等あっても仕方ないかもしれませんが

船舶免許を持っている事を考慮してください。資料に寄りますと網走沖６～７マイルにおける水域利用調整区域指

定申出の検討に付いてですが休日  遊漁船70  PB70と記載が有りましたが なぜ15艇ですか？等クラブでの

参考意見の時には遊漁船は20艇位と聞きました。 私の聞き間違いですか？ 遊漁船は1艇で6人から１０人は乗

船致します。 私たちの船は 多くて4人です ほとんどが2名もしくは3名です   それを15艇迄とするなら

PBの締め出しとしか考えられません。           先ほども申しましたが海は個人の物では有りませ

ん、このような法令を出すのでしたら、全道 又は全国の海へと成るでしょう。 PBには 著名の方々の所有す

る船も有るでしょう その時法令の無効が出たら 責任をとれるのでしょうか？ 網走市の海区調整委員会です

か？又は道ですか ？教えてください。  私たちはお金を払って港を使用しています 税金の一部でも港に使わ

れてます。 すなわち2重に払ってます。 船舶を使用している一部の人間として文句は言いません 平日はほと

んどのPB方々は仕事をしています。土日に吊りに出て港を使用してライセンスを取り釣りをするそれが１５艇で

すか？ 遊漁船の中には漁師件遊漁の方もいます 遊漁だけで生計をたてているかたもいます 私たちはPBで釣

りをして楽しむ  。ルールは決めましょう。あからさまに締め出しの様な制限はやめましょう。海は皆さんのも

のです。書いた事に回答をお願い致します。  この書面は当マリンクラブ事務局にも送って有ります。

【公述（意見）】
鮭釣り禁止にて、若者や高齢者の娯楽を奪い鮭釣りができない為、密漁者や犯罪行為が増えると思う。

遊漁船からはずされる事はあるのですか？

【公述（意見）】
・鮭釣り禁止にて、高齢者の娯楽を奪い鮭釣りができない為、密漁者など犯罪行為などが増えるのではないでしょ

うか。

・ライセンスと話がでていますが、私達市民は遊漁船からはずされる事はあるのですか？

【公述（意見）】
※鮭釣り禁止にて、高齢者の娯楽を奪い鮭釣りができない為、密漁者など犯罪行為などが増えるのではないでしょ

うか。

※ライセンスと話がでていますが、私達市民は遊漁船からはずされる事はあるのですか？

網走の遊漁船全部を入れてほしいです。
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【公述（意見）】
・オホーツク東部のライセンス制については賛成致します。

ライセンス制の定数の５本は現状では仕方ないかと思うが、漁獲が多くなった際は定数の引き上げをお願いした

い。

・ライセンスの枠が少ないため希望する人数が多い場合クラブ内でのライセンスの貸与を認めてほしい。（詳細は

クラブ内で議論して報告）

・漁具の情報提供はありがたい。積極的にお願いしたい件である。

24



【公述（意見）】
当方秋さけ船釣りライセンス制度につきましては異存はありませんが、ウトロ海域遊漁船３２隻ＰＢ５３隻海域の

大きさも有りますが網走斜里（予定）遊漁船２５隻ＰＢ１５隻はあまりにも少なすぎるように思います。

昨年度は遊漁船、ＰＢ併せて１００隻オーバーの船が集まりましたが事故も起きてない実績も有りウトロ海域に準

ずるくらいの枠があっても良いかと思います。

又当方年間３００時間以上乗船（操船）してます。経験が多いから事故起こさないと限りませんが自動車の運転と

おなじで一寸の油断で事故の可能性も有りますが、常日頃天候を見ながら十分に気を付けて操船しています。

又こうした新しい網走の船釣りライセンス制度決定に当たり通常最低でも３ヶ月前に告知・決定ではないでしょう

か？又告知についてはスマホもかなり普及してますが、ホームページ、ＳＮＳだけでは足りないのかと思います。

昨年は遠く札幌市、旭川市他函館から来ている人も居ました。大々的なテレビ新聞等の告知もしなくては成らない

と思います。なぜなら知らないと言い訳され無視されかねない事が起こるかも？

ウトロ海域のようにちゃんとライセンス料を取り自己の責任を自覚される事も大事のように思います。

又漁業の網にかかった釣り針の写真を拝見いたしましてよく見ると鮭釣り針ばかりでなくて五目釣りの針が（仕掛

け）が多いように見えます。もう少し慎重に状況を見ての判断をしなくてはならないと思います。

【公述（意見）】
当方秋さけ船釣りライセンス制度につきましては異存はありませんが、ウトロ海域遊漁船３２隻ＰＢ５３隻海域の

大きさも有りますが網走斜里（予定）遊漁船２５隻ＰＢ１５隻はあまりにも少なすぎるように思います。

昨年度は遊漁船、ＰＢ併せて１００隻オーバーの船が集まりましたが事故も起きてない実績も有りウトロ海域に準

ずるくらいの枠があっても良いかと思います。

又当方年間３００時間以上乗船（操船）してます。経験が多いから事故起こさないと限りませんが自動車の運転と

おなじで一寸の油断で事故の可能性も有りますが、常日頃天候を見ながら十分に気を付けて操船しています。

又こうした新しい網走の船釣りライセンス制度決定に当たり通常最低でも３ヶ月前に告知・決定ではないでしょう

か。

【公述（意見）】
まずは、昨年の船舶を利用したさけ釣りにて起きた「漁具被害」又、その漁具にて「怪我を負った」漁業関係者の

方々にお詫び申し上げます。

自分自身、漁具に対し最大限の注意を払って釣りを行っていましたが、実際に被害が出ている事実に大変申し訳な

い思いです。

自分が当事者でなかろうと、この事実は真摯に受け止めざるを得ない事実と思っています。

さけの採捕については様々な意見があると思いますが、今回のオホーツク東部海域における秋さけライセンス制に

ついては、概ね賛成ができる案だと思っています。

私は、「釣り」を趣味とする「釣り人」です。

個人でプレジャーボートを所有し釣りをしています。

今後も趣味である釣りを安心してできる大成が確立される事を望みます。

安心して釣りを行うために、制限は必要と思いますが、まずは釣り人と漁業関係者の双方が納得できるような体制

を考えて頂きたいと思います。

そのためには、積極的に「情報」を開示して頂きたいと思います。

以上の事より相互確認体制の案については大賛成です。

提供される漁具の敷設情報はとてもありがたいです。

定置網の位置、刺し網等の位置、漁業従事者の航路等、色々あると思いますがこの情報が解らない方々もいると思

います。

情報を開示し注意喚起を行う事で、漁具被害や操業の邪魔にならないよう注意することはできると思います。
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【公述（意見）】
網走沖の鮭釣りがライセンス制になるにあたり、網走、能取、常呂港でライセンス制を希望する釣り船が

設定海区へ入る船数のを制限するのであれば、ライセンスをウトロの様に個別に割り当てるのでなく

漁具被害を無くす為にルールの徹底を周知する為に立ち上げられた網走沖釣り船協議会にライセンスを発行して貰

える仕組みにして下さい。

土日しか鮭釣りに出ない船も多数あるので平日など空いている日にちをライセンス希望者で会で検討して有効利用

し不公平感を多少緩和できると考えています。

今までの事を考えても使用できる船はポイントでのライセンスは絶対必要ですが、その他の釣り船にも少しでも鮭

釣りが出来るように考えています。

後ライセンスの船数があまりにも少なすぎる為増やすことを考えてください。

斜里に関しましては今までウトロでのライセンスがあり都合よく網走に入るのは大反対です。斜里は今までと同じ

くウトロのライセンスでやってください。

【公述（意見）】
網走沖がライセンス制になるのは現状から仕方のないことと思われますので、基本的には賛成ですが、個別にライ

センスを割り当てることには反対です。希望する遊漁船の数の方が多く不公平感が出てくると思うからです。です

が、漁業関係者にの方々に多大な被害が出ている事実があるということなので、サケ釣りに参加する全ての遊漁船

同士が互いに注意し合いルールを守り、ルールを守らせることが大事だと思います。

情報を開示し注意喚起を行う事で、漁具被害や操業の邪魔にならないよう注意することはできると思います。

又、他船に注意すると無視されたり、「お前に言われる必要は無い」とトラブルに発展していくこともあります。

明白な情報・ルールが開示されれば、この問題は改善されていくと思います。

お互いがお互いに注意し合えると思います。

小樽地方では（株）マリンウエーブ小樽・小樽市漁業協同組合にて「小樽地先沿岸定置網漁業操業漁場図」なるも

のを配布し情報開示してます。

高速航行禁止区域や操業の場所、定置網の位置の情報が細かく明記されて情報が得られやすいのです。

その様な情報を開示して頂くことで、明白なルールを設定する事ができ、想定される事故や漁具被害は減少につな

がると考えます。

又、それを基に各クラブが所属メンバーに注意喚起を行い、問題点等の話し合いを行っていけるとも思います。

漁業従事者・遊漁船船⾧から見たプレジャーボートの問題点や注意・遵守して欲しい項目もそこに開示されるとこ

とで相互のトラブルも解消されていくと思います。

又、バックリミット（定数）を設定し乱獲を防ぐ事は重要なことだと思います。

定数５本は妥当な数と思います。

他にも、釣り具にも制限を設置するとか「釣り針の本数を減らす」事で乱獲を防ぐことの処置にもなると思いま

す。

誰もが納得し、安心安全に釣りが行われる地域を目指し、全国の模範となれるフィールドと成ることを望みます。
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30【公述（意見）】
「網走海区漁業調整委員会指示によるオホーツク東部海域における

秋さけ船釣りライセンス制について」のPDF書類を拝見しました。

確かに書かれている昨年度の状況と、近年の秋サケの来遊尾数の推移を鑑みれば、漁業者の方々の生業を脅かすよ

うな不安材料、将来に向けた不安等も十重に理解致します。昨年、網走沖に秋サケが集まり、プレジャーボートが

多く集まりました。また遊漁船しかりですが、ウトロライセンスの遊漁船までも網走沖まで来るとか、多様な変化



多く集まりました。また遊漁船しかりですが、ウトロライセンスの遊漁船までも網走沖まで来るとか、多様な変化

がありました。漁具に対しての被害が多発しているとのことも聞いておりました。しかしながら、今回、提案され

ている「案」をそのまま履行したとしても、それらが全ての解撤策に繋がるのでしょうか？ 秋サケの漁獲高の減

少、来遊尾数の増加に繋がるのでしょうか？ 温暖化での海の状況の変化、それによる来遊魚の種類の変化等、科

学的な調査が必要であり、そしてそれを根拠に制度の見直しをすべきと考えます。

安易なライセンス制度の制定には反対です。海は観光面から考えても大切な資源であります。内容を良く見てみる

と、ライセンスの許可を出すのは、遊漁船25隻、プレジャーボート15隻の定数は理解出来ません。特にプレ

ジャーボートはウトロ海域での60隻と比較すると、完全に排除されているとしか考えられません。どのように15

隻を選ぶのかは分かりませんが、遊びのプレジャーボートと見られているのかもしれませんが、しっかりと港の使

用料を支払い、船検を取り、燃料を使って海に出ているわけです。もう少し配慮があって当然だと思います。勿

論、昨年起こった2馬力船外機の免許不要のゴムボートの事故などは論外です。禁止し、ボート免許が必要となる

ように改正すべきと思います。 昨年来、全国的にクロマグロ遊漁の規制が始まっています。

今年は全国の総量年間40トンまで、しかも月に10トンを超えた時点で禁止と。現在は既に8月31日まで禁止期間と

なってしまいました。これとて、全国的に見ればクロマグロの魚体数は30年ほど前に比べ、同程度に回復してい

るにも関わらずです。

漁師は定置網に入った小型のマグロまで水揚げしますが、遊漁は30キロ以上で、一人1匹までとの制限です、何か

矛盾を感じます。

クロマグロの規制の件と秋サケの件は別物でしょうが、網走沖の秋サケの今回のライセンス制度の導入は、やはり

もう少し状況を判断してから行うべきだと思います。今年度は遊漁者に対しての啓蒙を図り、今シーズンの状況を

把握してから、来年度、もし制度の導入が必要と判断するならば、どのような制度がベストなのか？というところ

を、漁業者、遊漁船主、遊漁者等と良く精査し、相談してから制定すべきと考えます。今年、もしこのままの周知

の状況で開始するならば、かなりの混乱が起き、大きなトラブルが発生すると、危惧しています。


