
   

 

一般社団法人 責任あるまぐろ漁業推進機構事業報告 

２０２０年度（2020年4月1日～2021年3月31日） 

 

１．会員等の状況 

  ２０２１年３月末現在の状況は、次のとおりである。 

①  正会員 ２３団体 

② 役 員 １４名（理事１２名、監事２名） 

③ 職 員  ５名 

 

２．登録漁船の状況 

  ２０２１年３月末現在の状況は、次のとおりである。 

会  員 
２０２０年 

（３月末現在） 

２０２１年 
（３月末現在） 

① 日本かつお･まぐろ漁業協同組合（日かつ漁協） １４１ １３８ 

② 全国遠洋かつお・まぐろ漁業者協会（遠かつ協） ２３ ２４ 

③ 全国近海かつお・まぐろ漁業協会（近かつ協） １ １ 

（小 計） １６５ １６３ 

④ 台湾區遠洋鮪延縄釣漁船魚類輸出業同業公会 ２９２ ２９０ 

⑤ (特）韓國遠洋産業協會まぐろ延縄漁業委員会 １１０ １０５ 

⑥  フィリピンインターナショナルまぐろはえ縄協会 ６ ６ 

⑦  インドネシアまぐろ協会 ８ ８ 

⑧  中国遠洋漁業協会 ２１２ ２１２ 

⑨  エクアドル責任あるまぐろ漁業推進協会 ７ ７ 

⑩  セイシェル遠洋漁業マネジメント ５７ ５７ 

⑪  ミクロネシア連邦水産協会 １ 

 

 

１ 

 

 ⑫  ツバルまぐろ協会 ０ ０ 

⑬  キリバス・ナレオまぐろ船主協会 １ １ 

⑭  マーシャルまぐろ漁業協会 ０ ０ 

⑮  バヌアツミンダー漁業 ５６ ５７ 

⑯  クック諸島商業漁業協会 ０ ０ 

合   計 ９１５ 

 

 

９０７ 

 

 

 



３．事業の実施状況

事　業　計　画 実　　　績

１.資源状況及び国際管理の動向の

   把握

・水産資源研究所（旧国水研）まぐろ調査研究成果報告会（WEB会議）

・大水持続的海洋資源利用体制確立事業検討会出席（４回）

②環境保護運動の動向把握 ・ワシントン条約締約国会合関連 附属書掲載提案等モニター

・大水国際対策委員会出席（３回）

２.実効のある資源管理の確保

①IUU漁業の廃絶・防止

・輸入ﾃﾞｰﾀ分析（年間約13,000件: 全てをデータベースへ入力）

・RFMOのﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ･ﾘｽﾄのﾓﾆﾀｰ ・漁獲能力の変動等ﾓﾆﾀｰ（7,500件/月）

・DNA検査の実施 ・DNA検査（水産庁委託事業｢まぐろ類流通調査分析事業｣）

〔共同受託者：国際水産資源研究所、東海大学、日本海事検定協会〕

　検査対象：運搬船、冷凍ｺﾝﾃﾅ等で搬入された原魚及び加工品

　魚　　種：ﾒﾊﾞﾁ（66隻）、ｷﾊﾀﾞ（9隻）

　検査個数：1,875検体 75隻分(運搬船:62隻、ｺﾝﾃﾅ:13隻）

②過剰漁獲能力抑制の推進 ・WCPFCﾌｪﾚﾃｨ･ﾃｵ事務局長宛OPRT要望書簡の発出

  (令和2年11月18日）

 －中西部太平洋のメバチ資源回復実現に向け、WCPFC・科学小委の資源評価結

   果の保留、堅実な科学的基礎に基づく保存管理措置の実施、まき網による

   メバチの国別漁獲枠設定等を要望、同時に各会員に対して協調行動を要請

・ 中西部太平洋資源回復に向けて水産庁へ要望(コロナ禍の下要望書提出)

  (令和2年11月26日)

③OPRT登録漁船の管理 ・OPRT登録漁船ﾘｽﾄの更新・OPRTｳｪﾌﾞへの掲載

・OPRT会員等間の中古船輸出(2隻)

  日本→ﾊﾞﾇｱﾂ(1隻)、日本→ｾｲｼｪﾙ(1隻)

⑤混獲減少対策推進

・海鳥、海亀、ｻﾒの混獲減少対策 ・各RFMO会議の動向ﾓﾆﾀｰ

・FADｓ（人工浮魚礁）抑制動向ﾓﾆﾀｰ

・ﾏｸﾞﾛｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施、 ﾏｸﾞﾛｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施概要

・ﾏｸﾞﾛ関連ｲﾍﾞﾝﾄの支援 ① ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「ご飯とマグロ」：令和2年10月1日(木)～10月11日(日）

①各ﾏｸﾞﾛ類地域漁業管理管機関（RFMO）等
の資源管理動向把握

・RFMO年次会合(WCPFC)、FAO水産委員会(COFI）（いずれもWEB会議傍聴）、
　ICFA年次会合（WEB会議参加）

 ・日本の輸入するﾏｸﾞﾛの生産状況
   ﾓﾆﾀｰ

　対象船の船籍：台湾、ｾｲｼｪﾙ、ﾊﾞﾇｱﾂ、中国、ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾝﾄ･ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨｰﾝ、
　ｸｯｸ諸島、ｾﾈｶﾞﾙ、ﾅﾐﾋﾞｱ、ﾊﾟﾅﾏ、ﾌｨｼﾞｰ、日本

④中古ﾏｸﾞﾛはえ縄漁船の国際取引の
  把握・輸出中古船の動向調査

・FADｓ（人工魚礁）操業による未成
  熟まぐろ類の混獲減少対策

３.マグロ資源の持続的利用の促進に
   よる責任あるマグロ漁業の推進

・全水商連、全水卸、全水卸組連、全国消団連、生産者団体会員、大水及び
  外国会員の協力を得て、全水商連傘下鮮魚小売商187店を対象に展開

・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(21,000部)、ポスター(700枚)、応募箱(215個）、のぼり(250枚)を配布



事　業　計　画 実　　　績

・実施店舗調査（都内及び神奈川県内実施店5店）

②  広報

・記者会見（令和2年9月23日）

・ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ（同上）

③ その他 ｲﾍﾞﾝﾄ関連

・流通実態調査検討委員会の開催（2回開催）

・市場統計情報の収集

・卸売市場業者・輸入業者等への個別調査（ｱﾝｹｰﾄ及びWEB会議）

  ｱﾝｹｰﾄ（卸売業者5社）、WEB会議（商社1社）、小人数会合（商社1社)

・商社取扱量調査(輸入業者・卸業者69社へ送付)

・ﾐﾅﾐﾏｸﾞﾛ標識情報の収集(豊洲市場：19回)

・日本の輸入データのOPRT会員・関係国政府への月次報告

・RFMO漁獲枠遵守状況の把握

・貿易統計情報等の分析

②電子ﾀｸﾞによる流通管理 電子ﾀｸﾞ導入による流通管理(独自事業 2020年度～)

　・漁獲から水揚げまでの管理体制 〔共同実施者：㈱富岡製作所、田中船用品㈱〕

　　の構築

  ・市場･流通段階を含めたﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ ・実証試験：ﾀｸﾞ積込み及び読み取り：

    ｼｽﾃﾑの構築(IUU漁獲物の流通防止) 　中国船１隻に200個配布及び前年度配布分を読み取り

　・外国漁船への電子ﾀｸﾞ管理ｼｽﾃﾑ 　日本船１隻に500個及び読み取り（船主実費負担）

    導入の可能性調査

・意見交換会の開催 ・OPRT会員意見交換会

・OPRT会員対象ｾﾐﾅｰ

  （新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大防止対策の一環として実会合見合せのため中止）

① OPRTﾆｭｰｽﾚﾀｰの作成、配布 ・OPRTﾆｭｰｽﾚﾀｰの発行

  英語版　２回(73/74合併号) Eﾒｰﾙによる配信(122カ所)及び

  在京外国公大使館等へ配付(95カ所、120部)並びにOPRTｳｴﾌﾞへの掲載

  日本語版 6回 各約900部配付及びEメールによる配信(約220件)並びに
  OPRTｳｴﾌﾞへの掲載

①日本の輸入するマグロ類の流通状況
　把握等

ﾐﾅﾐﾏｸﾞﾛ国内市場流通調査(水産庁委託事業｢まぐろ類流通調査分析事業｣)
〔共同受託者：国際水産資源研究所〕

・開発：新型電子タグ(UHF帯のみのICチップ)の導入・比較、読取り
　の集計方式の改良

５.マグロ資源の保存・管理に資する
   ための国際的な漁業者間の交流・
   協力の促進

６.責任あるまぐろ漁業の理念の
   普及・啓発

４.マグロ資源の管理、貿易及び市場
   に関する調査及び研究開発

・ﾏｸﾞﾛﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄｱﾝｹｰﾄの実施:各参加店及びOPRTｳｪﾌﾞでの応募受付
  (応募総数3,727通：ﾊｶﾞｷ3,461、Eﾒｰﾙ266・抽選。刺身ﾏｸﾞﾛ 三冊入り150
　セット贈呈

・ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼｰﾌｰﾄﾞｼｮ-：令和2年9月30日～10月2日（東京ﾋﾞｯｸｻｲﾄ）
  新型コロナウイルス感染拡大防止のため会員団体と調整の上出展見合わせ



事　業　計　画 実　　　績

② OPRTｳｪﾌﾞによる情報提供 ・OPRTホームページ（日・英）

（閲覧者数：日本語約 305千人、英語約74千人（令和3年3月末時点累計））

・OPRTﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ：6回

③ OPRTｾﾐﾅｰの開催等
 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染防止上、実会合の見合せが求められる中での
 ウェブ上セミナー開催

〔いずれも企画・構成・翻訳は長畠が担当した〕

④ 賛助会員加入の促進 ・313会員（法人63，個人250）(令和3年3月末時点登録会員数）

・海の幸に感謝する会：「海の幸NEWS」制作協力

・会員傘下組合・協会のﾏｸﾞﾛ直販会等支援

・OFCF海外研修生への講義 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大のため中止

 ① 海外漁業協力財団への納付

　(令和2年度総会決議による) ・ 100,472,738円納付（令和2年6月30日）

　　[内訳]

 R元年度徴収分(関係経費差引後)　　　　　35,333,249円

 中国からの協力金　　　　               48,000,000円

 FOCｽｸﾗｯﾌﾟ事業基金取崩　　　　　　　　  17,139,489円

・ 令和3年度以降要納付額　　　　　　　　 307,486,042円

　　助成金から、2019年度までの事業実施期間内で納付した額及び海外漁業協
　　力財団によるその運用果実の合計額を控除した残額。

（令和2年12月24日付水産庁長官名弊機構会長宛通知（国際漁業・資源管理協
力の実施について）及び令和2年12月14日付海外漁業協力財団理事長名弊機構
会長宛通知（便宜置籍漁船ｽｸﾗｯﾌﾟ事業助成金の返納について））

 ② 負担金の徴収・基金への繰入 ・令和2年度徴収分(3年度納付）    　　　　36,759,639円

　　[内訳]

 合計　　　　　　　　               　 36,759,639円

７.ＦＯＣスクラップ事業基金の
   運営・管理

   2年度徴収額　　　　　　               37,934,894円
                                        （含 預金利息316円）

   個別徴収に係る諸費用 　              △1,175,255円
  （含 個々の負担金徴収
    のための外部作業委託費用）

（「中西部太平洋メバチ資源の適正な管理実現へOPRTが、WCPFC・科
　　学小委の新資源評価結果の保留、予防的な保存管理措置の実施、
　　まき網による若齢魚漁獲抑制を通じたメバチ資源の生産性回復を
　　要望 」、「第17回天然・刺身ﾏｸﾞﾛｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」関連他）

・第１回「FAO SOFIA 2020[世界の漁業・養殖業白書2020年版]からの
　抜粋－世界の漁業・養殖業の概要、マグロ資源、IUU対策を中心に
　－」（WEB上での資料掲示方式：9月17～18日、再掲示10月12～14日）

・第２回「FAO主催「漁業の持続可能性に関するシンポジウム(2019年
　11月18-21日ローマにて開催)」の概要－会合の構成・成果としての
　諸勧告－の紹介（WEB上での資料掲示方式：10月22～23日）

・第3回「IUU漁業対策としてのEU及び米国のトレサビリティ制度
  －EUの漁獲証明制度及び米国の食用海産物輸入モニタリング・プログラム
　－の概要について」（WEB上での資料掲示方式：3月23～25日）

⑤ 友好団体との連携協力等による広報
　 活動の実施


