
（１）太平洋クロマグロのＴＡＣ制移行に伴う資源管理について  
● 太平洋クロマグロは、近年、資源が悪い状態が続いており、関係各国の科学者が集まる会議で「資源回復のた 
めには、小型魚の漁獲の大幅な削減が必要」と求められています。 
● このため、日本の漁業者は全ての漁法で、「30ｋｇ未満の小型魚を 2002～2004年平均漁獲実績の半分まで 
しか獲らない」という厳しい資源管理に取り組んでいます。 
● このような中、これまでの試験実施を踏まえ、平成３０年（第４管理期間）から海洋生物資源の保存及び管理 
 に関する法律に基づく漁獲可能量（ＴＡＣ）制度に移行することになりました。  
  ※ なお、法律に基づくＴＡＣ管理は平成３０年７月から開始され、第５管理期間は、沖合漁業は本年１月、沿 
  岸漁業は本年４月からとなります。  

 
 
【管理期間】 
 

ＴＡＣとは、Ｔｏｔａｌ Ａｌｌｏｗａｂｌｅ Ｃａｔｃｈ（ 漁獲可能量）の略。   魚種ごとに漁獲できる総量を定めることにより資源の維持・回復を図る資源管理の一手法。    サンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ等７魚種で実施中。  
【第 5管理期間（平成３1年）における北海道知事管理量】 

 
資源の種類  

管理の対象となる期間  
知事管理量  

採捕の種類別の割当量  
備 考 

クロマグロ３０㎏未満の小
型魚（以下「小型魚」とい
う。）  

 平成 3１年４月 1日 
 から 
 平成 3２年 3月 31日 
 まで １１.3トン 

全数量を保留する 定置網漁業を除く採捕   0.0トン  
定置網漁業による採捕   0.0トン 

クロマグロ３０㎏以上の大
型魚 （以下「大型魚」とい
う。） 291.3トン 

うち、51.3 トン
を留保する 定置網漁業を除く採捕 118.45トン  

定置網漁業による採捕 121.55トン  

 



 



平成31年3月18日とりまとめ

小型魚（30kg未満） 大型魚（30kg以上） 小型魚（30kg未満） 大型魚（30kg以上）

管理状況 管理状況 管理状況 管理状況

北海道 Ａ

青森県 Ｃ

岩手県

宮城県 Ｃ 島根県

秋田県 岡山県

山形県 Ｂ 広島県 

福島県 山口県

茨城県 Ｃ 徳島県

千葉県 Ｃ 香川県

東京都 愛媛県 Ｃ

神奈川県 Ｃ 高知県

新潟県 福岡県 Ｃ

富山県 Ｃ 佐賀県

石川県 Ｃ 長崎県

福井県 Ｂ 熊本県

静岡県 大分県

愛知県 宮崎県

三重県

京都府

大阪府

兵庫県 Ｂ

和歌山県 沖縄県

「管理状況」欄の凡例

A

B

C

全漁業者に採捕停止命令が出されており、遊漁者も対象です。

クロマグロを対象とした遊漁は行わないでください。

※採捕停止命令に従わずクロマグロを釣ると、罰則が適用される場合があります。

※クロマグロ以外を対象とした遊漁で、万が一、採捕停止命令の対象サイズのクロマグロがかかった場合にはリリースして
   ください。

全漁業者に操業自粛の勧告等が出されており、遊漁者も対象です。

クロマグロを対象とした遊漁は行わないでください。

※クロマグロ以外を対象とした遊漁で、万が一、操業自粛の対象サイズのクロマグロがかかった場合にはリリースしてくださ
   い。

一部の漁業者に採捕停止命令や操業自粛の勧告等が出されています。

遊漁者も対象になる場合がありますので、詳しくは都道府県へ確認ください。

※都道府県によっては、漁法別、地域別、期間別に管理しており、漁法別、地域別、期間別に採捕停止命令や操業自粛の
　 勧告等が出されているため、詳しくは都道府県へ確認ください。

※採捕停止命令に従わずクロマグロを釣ると、罰則が適用される場合があります。

※クロマグロ以外を対象とした遊漁で、万が一、操業自粛中や採捕停止命令の対象サイズのクロマグロがかかった場合に
　 はリリースしてください。

都道府県別海域別の管理状況一覧

都道府県名 都道府県名

・漁業者は30kg未満の クロマグ
　ロを対象とした操業を自粛して
　おり、30㎏未満のクロマグロを
　対象とした遊漁は控えてくださ
　い。
・30kg未満のクロマグロが釣れた
場合は再放流してください。

鳥取県

鹿児島県

・漁業者は目的採捕をしない
  こととしており、30kg未満の
  クロマグロを対象とした遊漁
  は行わないでください。
・クロマグロ以外を対象とした
　遊漁で、万が一、小型（30kg
　未満）のクロマグロがかかっ
　た場合にはリリースしてくだ
　さい。



遊漁者・遊漁船業者の皆様へ
クロマグロ（メジ、ヨコワ、シビ等）の採捕数量制限を実施中！

遊漁者の皆様にもクロマグロ資源の
早急な回復のためご理解とご協力をお願いします！ 【お問合せ先】 水産庁漁業調整課沿岸・遊漁室

TEL：03-3502-8111（内線6702）

～遊漁漁船業者の皆様へ～

• クロマグロを対象とする遊漁船業者の皆様には、
遊漁船業の登録をしている各都道府県か
ら指示等があります。

• 他の都道府県の海域で釣りを行おうとする
場合には、その海域における状況を左のWeb

サイト等で確認してください。

• 太平洋クロマグロは、近年、資源が悪
い状態が続いています。

• 国際約束※として

①小型魚（30kg未満）は、2002～04年の
平均漁獲実績から半減

②大型魚（30kg以上）は、2002～04年の
平均漁獲実績から増加させない

ことを内容とする厳しい数量制限を実施
しています。
※中西部太平洋まぐろ類委員会における合意

なぜクロマグロの
資源管理をするの？

• 「海洋生物資源の保存及び管理に関する
法律」に基づき、

①漁業種類別、都道府県別等に採捕量の上
限を設定

②採捕量が上限に近づいたら、国や都
道府県から採捕停止命令を発出

します。

• 漁業者と同じ資源を利用している遊漁者
も対象となります。

漁獲可能量制度に基づく
資源管理とは？

• 採捕停止命令が発出された場合は、クロ
マグロを釣ることはできません。釣れてし
まった場合はリリースしてください。

• 命令発出後にもかかわらず、クロマグロを
釣ると罰則が適用される※場合がありま

す。

※平成30年７月から

【罰則】：３年以下の懲役若しくは200万円以下
の罰金又は懲役・罰金の両方

採捕停止命令が出たら
どうなるの？

釣行前には必ず各都道府県における状況等を
水産庁のWebサイト等で確認してください。
http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html



クロマグロの特徴

腹側に濃青色のしまが入っている。

「国立研究開発法人 水産研究・教育機構」提供

「山口県水産研究センター」提供

幼魚期は体側に白い斑点と横しま模様が10-20条並
んでいる。幼魚の地方名「ヨコワ」に由来する。

クロマグロの30kg未満の小型魚の
体長はどのくらい？

キハダマグロ カツオ

胸びれが長く、体色が黄色味がかっている。特徴

「国立研究開発法人 水産研究・教育機構」提供

特徴

特徴

体重30kgで体長100cm

程度になります。

太平洋クロマグロの体重と体長の関係

出典：ISCクロマグロ資源評価レポート（2016年）

30
kg

●

体
重
（
ｋ
ｇ
）

＼ 約100cm！／

体長（ｃｍ）

クロマグロと
似た魚



（２－１）秋サケ来遊不振による捕獲河川の新設に伴う河口規制について   
【現状・目的】 
○ 近年のサケ親魚の捕獲減少と昨年の種卵不足を踏まえ、平成３０年北海道さけ・ます人工ふ化放流計画において、サ 
ケ親魚の捕獲河川を追加した。 
○ このため、増殖用親魚の捕獲体制の拡充・強化を目的に新設した当該６河川における円滑な親魚捕獲のために、本年、 
遡上期から関係海区漁業調整委員会指示を発動し、河口における漁業及びサケ釣り等を制限することになりました。               
振興局（海区名）              

河川名（市町村名）                              現行規則期間                                 今回追加規制    
河川口沿岸          

沖合 
(ｍ)   

左海岸 
(ｍ)  

右海岸 
(ｍ)  

渡島（檜山）   
相沼内川（八雲町熊石）   

4月 1日から 8月 31日
まで   

9月 1日から 11月 30日ま
で   

400   
400   

400   
【道の対応】 
○ 遊漁者のサケ釣りが制限されるため、看板設置や広告媒体等を利用した事前ＰＲ活動の実施により措置内容の周知と 
資源対策への協力を促す。 
  また、取締機関と連携を密にし、トラブルの未然防止に努める。  
【取組み内容】 
  ⇒ 関係海区漁業調整委員会主催の公聴会開催、海面利用協議会の開催、広告媒体等を利用した事前ＰＲ活動の実施（Ｈ 
 Ｐ、釣り具店、市町村へのポスター掲示、チラシ配布、広報誌掲載、釣り新聞掲載等）、現地指導、取締機関への事前 
 説明  



（２－２）河川・海面境界柱設置箇所の見直しについて   
【現状・目的】 
○ 海面と内水面の範囲を定めた規定はなく、規則制定権者である都道府県知事の裁量の範囲内であると考えられる。   道では、「河口の両岸を結んだ線」を海面と内水面の境界としているが、砂浜や地形が変動し河口が不明確な場合や  多数の釣り人が釣行し、中には悪質な釣り人がいる等、取締上の必要性がある場合「社会通念」をもって判断するとし  ている。  ※「社会通念」の内容は、地形、河川流及び潮位の状況を見て、地元関係者（取締機関及び漁協）とも協議のうえ実態  に即して妥当な境界線を見いだすこととしている。 
○ 渡島支庁（当時）では、関係者と協議のうえ管内５河川両岸に「河川・海面境界杭」を『設置』し、両杭を結ぶ線を  河川と海面の境界線としてきた。   境界杭の設置から１４～１９が経過し、河川土砂の堆積等により河口状況等が変化し、境界線から下流域に社会通念  上河川と思われる水域が発生し、この水域でさけ釣りが横行し、付近住民や取締機関に苦情が多発していることから、  ２河川の境界杭について見直すこととした。   
市町村名   

河川名   
規制時期   

見  直  し  
備 考   

内   容  
時  期   北 斗 市   大当別川   平成１６年 ８月から   変更無し     八 雲 町   落 部 川   平成１１年１０月から   新たな境界杭（線）設置   平成３１年 ４月から    八 雲 町   野田生川   平成１７年１１月から   変更無し     長万部町   国 縫 川   平成１７年 ９月から   境界杭の撤去（社会通念上の境界）   平成３１年 ４月から    長万部町   長万部川   平成１６年 ８月から   変更無し     

【取組み内容】 
○ 関係機関（漁協、町、取締機関）への事前説明、釣具店への周知、現地指導。  
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