
会議名 開催年月日 出席委員 審議事項

１．議題

（１）いか釣り漁業について（委員会指示）

（２）ひらめ活き餌釣りの操業期間等の制限について（委員会指示）

（３）茨城県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画について（諮問）

２．報告事項

（１）令和３年冬春期の沿岸漁海況予報について

１．議題

（１）ひらめ活き餌釣りの操業期間等の制限について（海面利用協議会への諮問）

（２）茨城県資源管理方針の変更について（諮問）

（３）くろまぐろ、すけとうだら太平洋系群及びするめいかに関する知事管理漁獲可能量の

　　設定について（諮問）

１．議題

（１）はえなわ漁業について（委員会指示）

（２）全長３０ｃｍ未満のひらめの採捕禁止について（委員会指示）

（３）保護区域設定によるはまぐりの採捕禁止について（委員会指示）

（４）河口周辺海域でのさけ及びますの採捕禁止について（委員会指示）

（５）まあじ及びまいわし太平洋系群に関する知事管理漁獲可能量の設定について（諮問）

２．報告事項

（１）全漁調連東日本ブロック会議の結果について

（２）太平洋広域漁業調整委員会の結果について

１．議題

（１）茨城県資源管理方針の策定について（諮問）

（２）知事許可漁業の許可等の制限措置及び申請すべき期間並びに許可の基準について

　　（諮問）

（３）知事許可漁業の取扱方針の改正について

（４）茨城・千葉相互入会漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問）

（５）しらすひき網漁業の操業期間に係る要望の取扱いについて

２．報告事項

（１）茨城県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則及び茨城県特定水産資源の

　　採捕の停止に関する規則の制定について

（２）かじき釣り（トローリング）大会の結果について

（３）かじき釣り大会の今後について（地域振興課）

１．議題

（１）全長３０㎝未満のひらめの採捕禁止について（茨城県海面利用協議会への諮問）

（２）河口周辺海域でのさけ及びますの採捕禁止について（茨城県海面利用協議会への

　　諮問）

（３）保護区域設定によるはまぐりの採捕禁止について（茨城県海面利用協議会への諮問）

（４）茨城・千葉相互入会漁業について

（５）茨城海区漁業調整委員会規程の改正について

２．報告事項

（１）知事許可漁業の一斉更新（案）について

（２）鹿島灘はまぐりの資源動向について

（３）ヒラメ資源について

１．議題

（１）茨城県海面漁業調整規則の改正について（諮問）

（２）茨城県資源管理方針の策定について

２．報告事項

（１）知事許可漁業の一斉更新における公示枠の考え方（素案）について

（２）茨城・千葉相互入会漁業について

（３）次期海区漁業調整委員会の委員の募集について

（４）しらすの漁況経過と見通しについて

第４９４回委員会 R2.9.25 9名

第２１期茨城海区漁業調整委員会開催状況

第４９８回委員会 R3.2.26 9名

第４９９回委員会 R3.3.12 10名

第４９５回委員会 R2.10.23 13名

第４９６回委員会 R2.11.20 10名

第４９７回委員会 R2.12.18 10名



１．議題

（１）あわび漁業等の特別採捕許可について

（２）県北地区自家用餌料板びき網漁業の特別採捕許可について

（３）全漁調連令和３年度中央要望提案について

（４）その他

２．報告事項

（１）知事許可漁業の一斉更新について

（２）漁業法改正に伴う新たな資源管理制度について

（３）全漁調連総会の結果について

（４）次期海区漁業調整委員会の委員の定数等について

１．議題

（１）茨共第17号（大根漁場）に係る共同漁業権の免許について（諮問）

（２）茨城県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画について（諮問）

（３）漁業調整規則の改正について

（４）かじき釣り（トローリング）大会について

２．報告事項

（１）県資源管理方針・漁獲量報告規則の策定について

（２）第３２回広域漁業調整委員会の結果について

１．議題

（１）茨城県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画について（諮問）

（２）いか釣り漁業について(委員会指示)

（３）いせえびを対象とした潜水器漁業の特別採捕許可の取扱いについて

（４）令和２年度年間事業計画について

２．報告事項

（１）漁業調整規則等の改正スケジュールについて

（２）船曳網の漁況経過と今後のしらす漁の見通し

１．議題

（１）大根漁業権の免許内容等の事前決定について（答申）

（２）ひらめ活き餌釣りの操業期間等の制限について（委員会指示）

（３）せん・かご漁業のうちたこかご漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問）

（４）かじき等流し網漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問）

（５）茨城県海洋生物資源保存及び管理に関する計画について（諮問）

（６）漁業調整規則の改正について

２．報告事項

（１）令和２年冬春期の沿岸漁海況予報について

１．議題

（１）共同漁業の免許内容等の事前決定について

１．議題

（１）大根漁業権の免許内容等の事前決定について（諮問）

（２）はえなわ漁業について（委員会指示）

（３）全長３０ｃｍ未満のひらめの採捕禁止について（委員会指示）

（４）保護区域設定によるはまぐりの採捕禁止について（委員会指示）

（５）河口周辺海域でのさけ及びますの採捕禁止について（委員会指示）

（６）ひらめ活き餌釣りの操業期間等の制限について

（７）くろまぐろ漁獲枠の融通について

２．報告事項

（１）太平洋広域漁業調整委員会の結果について

（２）水産政策の改革について

第４９２回委員会 R2.6.12 8名

第４９０回委員会 R2.2.21 10名

第４９１回委員会 R2.5.22 9名

第４９３回委員会 R2.8.7 8名

R1.12.19 11名

公聴会 R2.2.21 7名

第４８９回委員会



１．議題

（１）全長３０㎝未満のひらめの採捕禁止について（茨城県海面利用協議会への諮問）

（２）保護区域設定によるはまぐりの採捕禁止について（茨城県海面利用協議会への諮問）

（３）河口周辺海域でのさけ及びますの採捕禁止について（茨城県海面利用協議会への諮問）

（４）しらすひき網漁業の操業期間に係る要望の取扱いについて

２．報告事項

（１）全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会議について

（２）かじき釣り（トローリング）大会の結果について

（３）鹿島灘はまぐりの資源動向について

（４）ヒラメ資源について

１．議題

（１）潜水器漁業の取扱いについて

（２）板びき網漁業の取扱いについて

２．報告事項

（１）全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会議について（最終報告）

（２）太平洋クロマグロの資源管理について

（３）大根漁業権の更新について

（４）しらすの漁況経過と見通しについて

（５）水産政策の改革について

１．議題

（１）茨城・福島相互入会漁業許可の有効期間の短縮について（諮問）

（２）ひらめ活き餌釣りの操業期間等の制限に関する委員会指示について（海面利用協議

　　　会への諮問）

（３）あわび漁業等の特別採捕許可について

（４）県北地区自家用餌料板びき網漁業の特別採捕許可について

（５）全国海区漁業調整委員会連合会中央要望提案について

１．議題

（１）かじき釣り（トローリング）大会について

（２）茨城・福島相互入会漁業について

（３）茨城県海洋生物資源保存及び管理に関する計画について（諮問）

２．報告事項

・全国海区漁業調整委員会連合会総会について

・その他

１．議題

（１）いせえびを対象とした潜水器漁業の特別採捕許可の取扱いについて

２．報告事項

・太平洋クロマグロの資源管理について

・船曳網の漁況経過と今後のシラス漁の見通し

・全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会議の本県での開催について

１．議題

（１）いか釣り漁業について（委員会指示）

（２）平成３１年度事業計画について

２．報告事項

・太平洋広域漁業調整委員会の結果について

１．議題

（１）千葉・茨城相互入会漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問）

（２）せん・かご漁業のうちたこかご漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問）

（３）かじき等流し網漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問）

（４）茨城県の海洋生物資源の保護及び管理に関する計画について（諮問）

（５）はえなわ漁業及び地びき漁業の許可の取扱いについて

２．報告事項

・平成３１年冬春期の沿岸漁海況予報について

第４８７回委員会 R1.9.27 12名

第４８８回委員会 R1.11.29 12名

第４８２回委員会 H31.2.14 8名

第４８６回委員会 R1.7.26 10名

第４８３回委員会 H31.4.12 11名

第４８４回委員会 R1.5.17 9名

第４８５回委員会 R1.6.26 11名



１．議題

（１）はえなわ漁業について（委員会指示）

（２）全長３０㎝未満のひらめの採捕禁止について（委員会指示）

（３）保護区域設定によるはまぐりの採捕禁止について（委員会指示）

（４）河口周辺海域でのさけ及びますの採捕禁止について（委員会指示）

２．報告事項

・海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づく「くろまぐろ」の採捕の数量の

　公表について

・漁業法等の改正について

・太平洋広域漁業調整委員会にいついて

１．議題

（１）全長３０㎝未満のひらめの採捕禁止について（茨城県海面利用協議会への諮問）

（２）保護区域設定によるはまぐりの採捕禁止について（茨城県海面利用協議会への諮問）

（３）河口周辺海域でのさけ及びますの採捕禁止について（茨城県海面利用協議会への

　　　諮問）

（４）しらすひき網漁業の操業期間に係る要望の取扱いについて

（５）千葉・茨城相互入会漁業について

２．報告事項

・ひらめの資源動向について

・はまぐりの資源動向について

・くろまぐろの採捕の禁止に関する規則について

・漁業法改正（水産政策改革）の最近の動きについて

１．議題

（１）潜水器漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問）

（２）茨城県海洋生物資源保存及び管理に関する計画について（諮問）

２．報告事項

・かじき釣り（トローリング）大会の結果について

１．協議事項

（１）「海区委員選出方法等の見直し」の概要について

（２）茨城海区漁業調整委員会の意見のとりまとめ結果について

（３）全国の海区漁業調整委員会の状況について

１．議題

（１）河口周辺海域でのさけ及びます採捕禁止について（委員会指示）

（２）定置漁業の免許について（諮問）

（３）中型・小型まき網漁業の許可の更新について

（４）あわび漁業等の特別採捕許可について

（５）県北地区自家用餌料板びき網漁業の特別採捕許可について

（６）茨城県知事管理量に係るくろまぐろ採捕の停止等に関する規則の制定について

２．報告事項

・平成３０年度全国海区漁業調整委員会連合会総会の結果について

１．議題

（１）茨城県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画について（諮問）

（２）茨城県の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の改定について

（３）かじき釣り（トローリング）大会について

１．議題

（１）いせえびを対象とした潜水器漁業の特別採捕許可の取扱いについて

（２）河口周辺海域でのさけ及びます採捕禁止について（茨城県海面利用協議会への諮問）

（３）沖合かご漁業の許可の取扱いについて

（４）その他

２．報告事項

・クロマグロのＴＡＣ制度について

・船曳網の漁況経過と今後のシラス漁の見通し

11名H30.10.15協議会

第４７９回委員会 H30.10.23 13名

11名H30.5.29第４７６回委員会

第４７８回委員会 H30.7.27 9名

第４７７回委員会 9名H30.6.20

第４８０回委員会 H30.11.22 11名

第４８１回委員会 H30.12.21 10名



１．議題

（１）いか釣り漁業について（委員会指示）

（２）河口周辺海域でのさけ採捕禁止について

（３）平成３０年度事業計画について

２．報告事項

・ライフジャケットの着用義務化について

・太平洋広域漁業調整委員会について

１．議題

（１）定置漁業の免許内容等の事前決定について（答申）

（２）茨城県海面漁業調整規則の一部改正について（諮問）

（３）かじき等流し網漁業の許可等に関する取扱方針について

（４）かじき等流し網漁業の委員会指示の廃止について（委員会指示）

（５）せん・かご漁業の許可等に関する取扱方針について

（６）せん・かご漁業のうち，たこかご漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問）

（７）茨城県資源管理指針の変更について

公聴会 H30.2.16 9名 定置漁業の免許内容等の事前決定について

１．議題

（１）定置漁業の免許内容等の事前決定について（諮問）

（２）たこかご漁業の許可等の取扱いについて

（３）知事許可漁業の一斉更新の取扱いについて

２．報告事項

　・茨城県資源管理指針の変更について

　・太平洋広域漁業調整委員会について

　・太平洋クロマグロの資源管理について

１．議題

（１）海洋生物資源の保存及び管理に関する計画について（諮問）

（２）はえなわ漁業について（委員会指示）

（３）全長３０ｃｍ未満のひらめの採捕禁止（委員会指示）

（４）保護区域設定によるはまぐりの採捕禁止（委員会指示）

（５）定置漁業権切替の考え方について

（６）茨城県海面漁業調整規則の改正に向けた考え方について

２．報告事項

　・知事許可漁業の一斉更新に係る操業実態調査結果について

１．議題

（１）全長３０ｃｍ未満のひらめの採捕禁止について（海面利用協議会への諮問）

（２）保護区域設定によるはまぐりの採捕禁止について（海面利用協議会への諮問）

（３）しらすひき網漁業の操業期間に係る要望の取扱いについて

２．報告事項

　・知事許可漁業の一斉更新について

　・定置漁業権の切替について

３．その他

　・太平洋クロマグロ小型魚の漁獲に係る操業自粛要請について

１．議題

（１）冬季のタコ狙いのかご漁業の特別採捕許可について

（２）潜水器漁業の取扱いについて

（３）潜水器漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問）

２．報告事項

　・かじき釣り（トローリング）大会の結果について

　・マグロの資源管理について

　・しらすの漁況経過について

第４７４回委員会 H30.2.16 9名

H29.10.27 11名第４７０回委員会

第４７１回委員会

第４７２回委員会

11名H30.4.13第４７５回委員会

第４７３回委員会 H30.1.26 10名

H29.11.30 11名

H29.12.14 11名



１．議題

（１）かじき等流し網漁業について（委員会指示）

（２）茨城・福島相互入会漁業許可の有効期間の短縮について（諮問）

（３）あわび漁業等の特別採捕許可について

（４）県北地区自家用餌料板びき網漁業の特別採捕許可について

（５）その他

２．その他

　・鹿島灘はまぐりの資源管理について

　・クロマグロの資源管理について

１．議題

（１）福島・茨城相互入会漁業について

（２）かじき釣り（トローリング）大会について

（３）太平洋広域漁業調整委員会委員の選出について

（４）いせえびを対象とした潜水器漁業の特別採捕許可の取扱いについて

２．報告事項

　・第３管理期間におけるクロマグロの管理について

　・かじき等流し網漁業の管理について

　・全国海区漁業調整委員会連合会総会の結果について

３．その他

　・鹿島灘はまぐり資源保護に係る採捕規制について

１．議題

（１）いか釣り漁業について（委員会指示）

（２）平成29年度事業計画について

２．報告事項

　・太平洋広域漁業調整委員会について

　・海況の現況と見通しについて

１．議題

（１）茨城・千葉相互入会漁業許可の有効期間の短縮について（諮問）

（２）「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画

　　　（第7次栽培漁業基本計画）の策定について（諮問）

（３）海面と内水面の境界設定について

２．報告事項

　・太平洋広域漁業調整委員会について

　・太平洋クロマグロの資源管理について

　・平成29年冬春期の沿岸漁海況予報について

１．議題

（１）海洋生物資源の保存及び管理に関する計画（諮問）

（２）はえなわ漁業について（委員会指示）

（３）全長30㎝未満のひらめの採捕禁止（委員会指示）

（４）保護区域設定によるはまぐりの採捕禁止（委員会指示）

（５）潜水器漁業の許可に関する取扱方針（案）について

（６）潜水器漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問）

（７）茨城・千葉相互入会漁業について

２．報告事項

　・次期茨城県栽培漁業基本計画について

　・全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会議の結果について

第４６６回委員会 H29.2.16 10名

12名第４６９回委員会

9名H29.6.16第４６８回委員会

9名H29.4.14

H29.8.4

第４６７回委員会

第４６５回委員会 H28.12.16 11名



１．議題

（１）全長30㎝未満のひらめの採捕禁止について（海面利用協議会への諮問）

（２）保護区域設定によるはまぐりの採捕禁止について（海面利用協議会への諮問）

（３）茨城・千葉相互入会漁業について

（４）しらすひき網漁業の操業期間に係る要望の取扱いについて

（５）潜水器漁業の取扱いについて

２．報告事項

　・鹿島灘はまぐりの資源動向

　・ヒラメの資源について

１．議題

（１）冬季のタコ狙いのかご漁業の特別採捕許可について

（２）板びき網漁業の取扱いについて

（３）平成29年度全国海区漁業調整委員会連合会中央要望提案について

２．報告事項

　・平成28年度全国海区漁業調整委員会連合会中央要望の結果について

　・カジキ釣り（トローリング）大会の結果について

１．仮議長の選出

２．会長の選出

３．会長代理の選出

４．会長及び会長代理あいさつ

５．議席の決定について

６．説明事項

（１）委員会の設置，構成，機能と権限について

（２）茨城海区漁業調整委員会会議規程等について

（３）平成28年度年間事業計画及び実績について

７．福島・茨城連合海区協議会委員及び千葉・茨城連合海区協議会委員の決定について

８．太平洋広域漁業調整委員会委員の選出について

９．その他　委員会の開催日について

１．開会

２．知事挨拶

３．委員紹介

４．記念撮影

５．海区ごとの委員会

６．両海区会長，会長代理の紹介

７．閉会

21名（茨城
海区11名，
霞ケ浦北浦
海区10名）

H28.8.18

第21期茨城海区・
霞ケ浦北浦海区
漁業調整委員会

初会議

11名

11名H28.8.18

第４６３回委員会 H28.10.21

第４６２回委員会

第４６４回委員会 H28.11.25 12名


