
遊漁者による引縄釣の新しい制度（案）に関する意見・情報等に対する考え方

番号 項目 意見・情報等（概要） 意見等に対する考え方

　１　尾数制限に反対

1
尾数制限に

反対

・現行制度のまま尾数を10尾までを希望。
・月に1,2回しか行けないのに5尾だと少ない。
・満足するまで釣りをしたい。
・年に1、2度しか釣りをしないため、尾数制限はしないで
ほしい。

・プレジャーボート承認者の増加に伴う制度の検討
経過は御案内のとおりであり、アンケートの結果も踏
まえ、遊漁者が持ち帰ることができるビワマスの数を
1名当たり5尾以内としました。

2
尾数制限を
強化すべき

・今後を考えたら全て3尾にすべき。尾数制限するなら
竿の数は何本でも良いのでは。
・これまで釣果無制限にした事が大きな間違い。制限を
3尾にする事も出来る。

・尾数制限の妥当性については、今後、採捕状況を
見ながら必要に応じて見直します。

・リリース魚もダメージを受けることを考えると、竿数
を制限しない場合、リリース魚が著しく増加する可能
性があり、尾数制限をした場合であっても、竿数制
限は必要と考えています。

　２　承認期間について

3 承認期間

・承認期間を7月末までとしてほしい。
・承認期間を12月から9月末に戻してほしい。
・承認期間を3月（4月、5月、6月）から9月末にするなど、
後にずらしてほしい。
・承認期間を12/1から10/31に延長してほしい。

4 承認期間
・他の規制（全長制限、竿数、尾数、針数）の制限を強
化して、承認期間の延長をしてほしい。

5 承認期間
・釣行できる月を指定して全体での釣行を分散するなど
の工夫が必要。

・遊漁者によって釣行月は様々ですが、多くの方は5
月以降に希望されるため、釣行月の指定は、現在の
ところ、公平性や運用・管理上で難しいと考えていま
す。

6 承認期間
・1月か2月解禁でも良い。
・遊漁期間の制限が一番効果的。
・有料化にして、遊漁期間を短縮すべき。

・承認期間は、今後の採捕量の推移を見ながら、必
要に応じて適時検討します。
・有料化については、後述のとおりです。

7 承認期間
・遊漁船者と同じ尾数制限を取り入れるなら、期間を戻
してほしい。
・釣行期間も遊漁船業者と同じにするべき。

・遊漁船業者は、承認数を40隻と制限していること、
生業であることを考慮し、現在の承認期間となって
います。

　３　全長制限、竿数制限、承認数など

8 全長制限

・尾数制限だけでは不十分、個体のサイズも要件に加
える必要がある。
・全長制限を35㎝とすべき。
・全長制限を40㎝とすべき。

9 全長制限

・生簀を持たない船体の場合、締めてクーラーに入れる
場合が多いので小型ビワマスの廃棄につながる。全長
制限を厳しくするほうが個体保護には効果的。
・もし5匹以上釣れた場合、小型をリリースする時点で死
んでいる可能性が高いので、全長制限を引き上げた方
が良い。

10 承認数制限 ・承認者の人数を制限すべき。

・H25-27に人数制限を実施した結果、承認定数を大
幅に超過し、毎年釣りができない方が生じており、期
間制限によりビワマスの資源を維持しつつ、全ての
方が釣りをできる制度に変更した経緯踏まえ、現
在、人数制限は考えておりません。

・提示したルールで資源や運用に支障があれば、今
後の承認希望者数の推移等を踏まえ、必要に応じ
て検討します。

・遊漁者数の増加に伴う採捕量の増加を勘案して、
H28に遊漁者へのアンケートを経て、ビワマス資源を
維持できる採捕量となるようにプレジャーボート使用
者の人数制限を撤廃した上で、承認期間を12月1日
から6月30日までに設定した経緯があります。

・6月以降は、漁業者が行うビワマスの刺網漁業が
本格化することから、漁業との調整も考慮していま
す。

・10月以降は、産卵繁殖保護のため、滋賀県漁業調
整規則第35条によりビワマスの採捕禁止期間（10月
1日から11月30日まで）が設定されています。

・現状では30㎝以下のビワマスを採捕しないように
することで、資源の維持が図られると考えています
が、今後も資源状況を見ながら、検討していきます。

・ビワマスを状態の良いまま保持できない船舶の場
合、引き上げる前に持ち帰るに値する個体かどうか
を十分に考慮してください。



番号 項目 意見・情報等（概要） 意見等に対する考え方

11 竿数制限
・竿数を1承認につき 1 本とするのが良い。
・竿の本数は1本でよい。
・竿数を1承認につき 1本としてほしい。

12 竿数制限 ・竿数は１人３本までにして頂きたい。

13 回数の制限

・シーズンを通しての総量の制限や、釣り回数制限が良
い。
・回数を制限する方法はないのか。
・ゴムボートやカヤックは活かしたままキープできず資
源の維持には繋がらない。回数を制限する方が良い。

・現状の制度では、釣行回の確認が困難であること
から採用しておりません。

・ビワマスを状態の良いまま保持できない船舶の場
合、引き上げる前に持ち帰るに値する個体かどうか
を十分に考慮してください。

14 その他
・昔ながらの釣行スタイルのレッドコアラインのみにして
みるのはどうか。

・御意見として参考にさせていただきます。

15 その他 ・魚群探知機の使用を禁止してはどうか。 ・御意見として参考にさせていただきます。

16 その他
・シングルフックよりシングル2本がけで短時間で取る方
が魚体に優しい。

・御意見として参考にさせていただきます。

　４　遊漁船業者への制限強化

17 規制強化

・客一人あたりではなくボート当たりの持ち帰り数とする
など規制が必要。
・遊漁船業者の年間の総採捕数に制限を加えるべき。
・遊漁船業者は、毎日大型船で多くの人と竿を乗せてガ
イド料で儲けて1人5尾×人数分キープしている。プレ
ジャーボート使用者と同じ5尾なのは不公平。
・個人の遊漁者の制限を行うのであれば、遊漁船業者
の尾数制限を強化すべき。

・遊漁船は、乗客１名あたりで規制することが妥当で
あると考えていることや、遊漁船業者には持ち帰りを
認めていないことから、公平性が保たれていると考
えています。

18 承認期間

・遊漁船業者との条件差は全くないのに遊漁期間が違
うというのは理屈に合わない。
・業者が７～９月も釣りができる論理的な理由が見当た
らない。

・遊漁船業者は、承認数を40隻と制限していること、
適正な漁場の選定、関係制度の指導を行う役割を
担う遊漁船業務主任者が乗船しており、漁業との調
整が図られることから、現在の承認期間となってい
ます。

19 その他
・遊漁船業者の顧客からも料金を取るべき。業者に頼ら
ざるを得ない釣り人を守るためには業者の料金を規制
すべき。

・有料化については後述のとおりです。

・利用料金はあくまで遊漁船業者と乗客間との取り
決めであり、当委員会で制限することはできません。

20 その他
・遊漁船業者にも取り締まりとルールとマナーの講習の
徹底してほしい。遊漁船及び遊漁者に入湖料金を徴収
してほしい。

・取り締まりやルールとマナーについては、引き続
き、遊漁船業者も含め周知に努めます。

・有料化については、後述のとおりです。

　５　有料化に関する意見

21 有料化

・資源確保の意味からも有料化は必要。
・制限ばかりではなく、繁殖活動の為に遊漁料の徴収を
するべき。
・有料化を行い承認数の制限を加えなければ資源量は
減少する。
・協力金的な課金の義務付けし、資源保護に協力すべ
き。
・遊漁者も資源確保に協力すると言う観点で有料化し、
資源確保の財源にあてる。
・申請時に協力金を徴収すべき。滋賀県民の税金のみ
で賄うのはナンセンス。
・ライセンス費用徴収等ビワマス保護に関しての放流費
用や維持費等に充てて貰えれば良い。
・放流事業を行っている以上承認は有料とする事
・資源保護の意味から遊漁者への有料化（遊漁料）を図
る。
・毎年の申請時に申請料金を取り、ビワマスの保護に
役立てれば良い。
・滋賀県在住者以外、及び遊漁船業者は有料とする。
・滋賀県在住者と県外在住者で、金額設定を考えてほ
しい。

・遊漁料は、漁業法により河川で遊漁料金を定める
ことができる第5種共同漁業権で徴収することができ
ますが、琵琶湖については同法第6条第5項第5号の
規定により遊漁料を徴収することができません。

・ビワマスの放流事業は、「水産動物の種苗の生産
および放流ならびに水産動物の育成に関する基本
計画」において、琵琶湖の環境の状況や天然資源
の状況等を勘案して放流する数量等を決めており、
単純に放流量を増やせば良いものとは考えておりま
せん。

・上記に加え、増殖事業で使用する池などの施設の
能力面でも限界を迎えていることから、遊漁者から
協力金名目などでの料金を徴収し増殖事業に充て
ることの是非は慎重に検討しなければいけないと考
えています。

・プレジャーボート承認者の増加に伴う制度の検討
経過は御案内のとおりであり、アンケートの結果も踏
まえ、竿数の制限は、現行制度（承認1件につき2本
まで）を維持することが妥当であると判断しました。



番号 項目 意見・情報等（概要） 意見等に対する考え方

22 有料化

・有料にして、増殖事業拡大を行うべき。
※次のような金額の意見あり。
・年間10,000円
・年間15,000～20,000円
・遊漁者 年間10,000円、漁業者 年間50,000円、遊漁船
年間100,000円
・年間70,000円
・年間5,000円
・年間2,000円

23 有料化

・有料化を強く希望。得られた資金を漁協に出してパト
ロールと注意喚起をお願いする。
・有料制にし、漁具等被害への補償、稚魚放流事業、取
締船の運行費用、事務経費に充ててほしい。
・有料化は、とりあえずの申請が防げる。監視員、稚魚
放流への経費に充当できる。
・入漁料の徴収は、法的な理由で難しいことは理解して
いるが、手数料として、3000円程度徴収し、例えば「の
ぼり」を立てるなどの対策は可能だと思う。
・企業からも協力金、遊漁料、漁業料を徴取し養殖業に
も力を入れ日本国民で守るべきだ。

24 有料化
・ファンクラブ会費とか、ふるさと納税のような形で集金
し、ビワマス資源保護に充てる事は、可能なのか。

・当委員会でファンクラブ等の運営は考えておりませ
ん。
・現在のところ、直接増殖事業に充てるふるさと納税
の仕組みはありませんが、琵琶湖を守る取り組みへ
の寄付であれば、県が受け付けている滋賀応援寄
付制度（下記サイト）を活用いただけます。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ouen/index.html

　６　取締に関する意見

25 取締強化

・違法に釣りを行っている者の取り締まり等を強化すべ
き。
・承認旗も無しで釣りしてる人も見る。定期的な監視は
必要。
・モラルやマナーに期待するだけでは、効果はない。取
締強化が必要。

26 取締方法

・陸上で定期的にクーラーボックス等の中を確認する取
締りが必要。
・湖上での捕獲尾数、釣獲方法の確認が必要。
・クーラーボックスを開けさせて確認するという権限まで
はなく、あくまでお願いになるため、実質昨年通りになる
のではと危惧。
・持ち帰り尾数を制限したところで検査ができないので
意味がない。
・持ち帰り上限を決めても、監視、罰則がなければ効果
は限定的。
・実効性が無いように感じる。尾数制限の確認体制も前
向きに検討してほしい。
・貸船、マリーナからの出航のため、そこでの監視管理
を徹底するべき。

27 罰則関係

・全長制限や、尾数制限違反の罰則規定を設けた方が
良い。
・持ち帰りのサイズと尾数違反には罰金や罰則を設け
るのも必要。
・無許可に対する厳罰化も必要。
・確認書の違反が堂々と行われていても何の制裁も受
けないようなら他の件でも誰も守らなくなる。遊漁船の
確認書違反は、来期の承認をすべきでない。

・委員会指示を受けた者が従わないときは、漁業法
の規定により当委員会は知事に対して、当該指示に
従う旨の命令を出すよう申請し、その命令が出され
た後に違反した場合には、1年以下の懲役もしくは50
万円以下の罰金または拘留もしくは科料の罰則規
定があります。

・罰則規定は漁業法で定められているものであり、
直ちに強化できるものではありませんが、湖上での
釣獲状況確認、陸上での持ち帰り尾数確認を行うな
ど、委員会指示が適切に守られるよう、県と連携して
取り組みます。

・確認書の履行の徹底を図るべく、違反の事実が確
認された場合は、承認旗の返還、承認の取消しのほ
か、次期シーズンに承認しないなどといった処分も
検討していきます。

・承認等に関する事務（承認受付、承認旗の作成と
発行、報告のとりまとめ等）は年々増加しているた
め、その事務経費等は検討していきます。

・河川等での取り締まりの啓発については、すでに
県が行っておりますが、御意見として参考にさせて
いただきます。

・本承認において料金を徴収し、養殖事業に取り組
むことは現時点では考えておりません。



番号 項目 意見・情報等（概要） 意見等に対する考え方

　７　漁業者への規制に関する意見

28
漁業者への
規制強化

・真に資源を減らしているのは、漁業者なのではない
か。捕獲量が桁違い。

・H27以降の採捕量は漁業者は最大約２.7倍に増え、
H30シーズンの約77%を占めている。漁業者が、採捕量
が45トンになれば、遊漁船業者と遊漁者を締め出すつ
もりか。

・漁業者捕獲量が約3倍も変化していて、小型のビワマ
スは引縄釣りが多いというのも偏見。資源を守るのには
大型魚は関係ないのか。

・遊漁者に対して竿数制限するなら漁業者の漁獲を、現
状の３分の１に減らす。胸鰭の欠損個体を多く見るが、
刺し網が原因では。

・漁業者による採取の数が明確に増加しており、最も影
響が大きいのであわせて検討を。

・漁業者の年間30トン以上の漁獲量も捕りすぎ。漁業者
にも採捕制限をかけるべき。

・本承認制度は、近年の引縄釣遊漁者数と採捕量
が増加していることへの対応として、これまでから遊
漁への制限を行なっているものです。

・漁業は一次産業として水産物を国民へ提供する役
割を担っています。漁業者はビワマスの増殖事業を
行いながら漁業を営み、県は水産業の振興に取り組
んでいることから、遊漁と同じ考え方で漁獲量を制
限するものとは考えていません。

・漁業者がビワマスを主に漁獲する刺網について
は、許可数に定数があるほか、用いることができる
刺網の目合い、刺網の数が滋賀県漁業調整規則に
規定されており、指導取り締まりに取り組んでいま
す。

29
漁船・刺し
網のブイ

・刺網の両端のブイの色を統一してほしい。

・漁船にも分かりやすい目印をつけてもらえれば、漁船
を回避することが出来る。

・刺網が多く、長くなっており、ブイが小さくて判りにくい
のが引っかける原因。標識を大きく目立つようにしても
らいたい。

・漁業者も漁具の破損やトラブルは望んでおらず、ブ
イ等を工夫して設置していますが、ブイを目立つもの
にするよう当委員会としても漁業者に働きかけます。

・また、承認時にお配りするパンフレットや滋賀県水
産課のホームページに漁具の説明図を載せていま
すので、参考にしてください。

30
漁船のス

ピード

・漁船が猛スピードで突っ切って行かれる、車の煽りと
変わらない。漁業者への道徳教育をぜひ行ってほし
い。

・必要に応じて漁業者に対しても、湖上での安全確
保を呼びかけます。

　８　その他の意見

31 承認方法

・各人が承認申請が必要になり、承認数の増加要因と
なっている。登録船に対して承認の数を設けて承認数
を管理すればよい。

・すべての申請者に承認で、旗を配っており、不必要な
経費が発生している。承認（旗）は 1船に1つあれば良
く、代表が人数と漁獲数を報告すればいい。

・採捕する個々の遊漁者の採捕量の制限や採捕量
の把握が必要であることから、1人ごとの承認として
いますが、効率的な承認事務や承認旗の在り方は、
引き続き検討していきます。

32 承認方法
・ネット環境が発達しているので、釣りをする日を事前登
録制にする。もしくは、登録番号が書かれた旗にGPSを
内蔵するなどし、釣行回数をカウントする。

・御提案は、現状では実現はむつかしいと考えてい
ますが、承認手続きや採捕報告などについては、段
階的にネットを利用した電子化を進めていきます。

33 承認方法 ・承認旗についてもステッカーに変更してほしい。 ・御意見として参考にさせていただきます。

34 承認方法
・初心者には、マナー、ルールを定めた誓約書の提出を
義務づける。

・初心者かどうかに関わらず、承認時には、マナー、
ルールを記載したパンフレット等を配布しています。

・今後もより良い周知を工夫していきます。

35 承認方法
・申請期間はシーズン開始前のみに限定したほうがい
い。申請者数を早期に把握でき、次シーズンの制度検
討に着手できる。

・御提案の点も含め、参考にさせていただきます。

36 承認方法
・漁業が本格化する6月以降は、漁業しか行えない区域
を作ってはどうか。例えば承認時に申請した月以外は
出漁禁止(1承認あたり3ヵ月以内)。

・操業区域の棲み分けは管理調整上、課題が多く、
現在のところ考えておりませんが、今後、必要に応じ
て検討します。

37 県民優先

・滋賀県民は優遇してもらいたい。税金等を収めてい
る。

・承認数の制限が効果的だとは思うが、地元の人間は
優遇されるべき。

・県民税も払っているのでせめて滋賀県民は優先して
ほしい。

・無主物である天然域のビワマスの採捕に関して、
滋賀県民を優遇することは困難と考えています。



番号 項目 意見・情報等（概要） 意見等に対する考え方

38
河川でのビ
ワマス採捕

・禁漁期間を一月～半月ずらして、産卵前の個体の保
護をする取り組みをできないか。

・資源保護の観点からは12月1日の河川でのビワマス
採捕の禁止を徹底すべき。

・温暖化により12月以降も産卵遡上する事例があり、12
月1日に日付が変わると真夜中に捕っている。禁漁期を
10-12月にすべき。

・ビワマスの持続的な漁業等の維持には、河川での
密漁防止は重要と認識しています。

・ビワマスの禁漁期には県（水産課、警察）による巡
回、指導、取り締まりが行われており、漁業者もそれ
に協力しています。

・頂いた情報を踏まえ、産卵遡上等の状況に注視し
ていきます。

39
使用船舶に

ついて

・船検ボートかつ船舶免許所有者に限るとすれば湖上
マナーもより改善されて良い。

・カヤックと2馬力の船舶は危険。せめて船舶免許必要
なボートを使用するようにして許可を下ろしたらどうか。

・安全性を考え使用できるボートの馬力制限をかけるべ
き。

・遊漁者の区分も動力船とカヤック等人力によるものと
を区別すると良い。

・委員会指示は水産資源の保護培養上、漁業調整
のために出されるもので、船舶の航行の安全につい
ては、他の関係法令によって規定されていますの
で、必要に応じて、関係部局に情報提供します。

・使用船舶によって、差を設けることは考えていませ
ん。

40
新型コロナ
ウイルス感
染拡大関係

・今年はコロナウィルスの影響で釣行せず。何らかの救
済措置を。

・県外業者や県外遊漁者はこの際新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から届出対象外とするべき。

・コロナ禍の影響が数値的データとなっていなかったこ
とが残念。今後毎シーズンごと見直すのであれば、最
新データの記載は今後必須。

・委員会指示は水産資源の保護、漁業調整のため
に行うものであり、新型コロナウイルス感染症に起
因する制限や緩和は出来ません。

・新型コロナの影響は、R1-2シーズンの採捕報告に
現れてくるものと考えていますが、現在とりまとめて
いるところであり、これまで提示したデータには反映
されていません。今後、採捕報告の迅速な把握に努
めます。

41 その他 遊漁者の引縄漁を禁止する。ジギングは可。 ・御意見として参考にさせていただきます。

42 その他
ビワマスの放流事業等にもっと力を入れて、採捕枠を
増やし、県内外にアピールして、地域産業の活性化を
図るべき。

・本委員会指示は水産資源の保護培養上、漁業調
整を図ることを目的としており、地域の振興は目的と
していません。

43 その他
竿、針、持ち帰り数、全てにおいてビワマスの保全を最
優先に、策を検討してほしい。

・御意見として参考にさせていただきます。

44 その他
琵琶湖海区漁業調整委員会に遊漁者側の意見を持っ
たメンバーにも参画してもらい人数的にも同比率での運
営を望む。

・漁業調整委員会は、「漁業者および漁業従事者を
主体とする漁業調整機構」であり、琵琶湖海区の場
合、その構成委員は、漁業法第85条の規定により漁
業者6名、学識経験者、公益代表者それぞれ1名以
上と定められています。

45 その他

・釣行回数、採捕尾数が少なく、遊漁者のビワマス資源
の影響はほぼ無いと思う。

・全くビワマスが減っていると実感しない。釣りが与える
資源への影響は僅かではないか。

・本承認制度は、平成18年以降の引縄釣遊漁者数
と採捕量が急増していることへの対応として、遊漁
への制限を行なっているものです。
・毎年、漁業者、遊漁者の採捕量を調査したうえで制
度内容を検討しています。

46 その他 公平を期するには各漁法における捕獲量も示すべき。 ・御意見として参考にさせていただきます。

47 その他 アンケートはどこで、できるのか。
・今回のアンケートは、R1-2シーズンのプレジャー
ボート承認者 1,074名を対象に、2020年5月15日から
6月1日に実施したものです。


