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「機船底びき網漁業」とは、福井県漁業調整規則（昭和３９年福
井県規則第６１号）に規定する小型機船底びき網漁業をいう。
五 第２種特定海洋生物資源知事管理量に関
し実施すべき施策に関する事項
【あかがれい】
日本海西部のあかがれい（ずわいがにを
含む）の資源回復を図るために、福井県資
源管理指針に基づく自主的資源管理措置の
また、知事管理努力量に係る知事への漁

着実な実施を推進する。
獲努力可能量等の報告に係る迅速な報告の
体制の整備を進めることとする。
に関する重要事項

六 その他の海洋生物資源の保存および管理

一層推進するために、より詳細かつ正確

１ 海洋生物資源の保存および管理をより
な資源状況の把握が必要であることから
、漁獲情報を的確に把握するとともに、
資源に関する調査・研究の充実強化を更
に進めることとする。
２ 海洋生物資源の保存および管理を推進
するため、小型魚や産卵親魚の保護等に
向けた取り組みを進めるとともに、小型
底びき網漁業の漁獲努力可能量の適正化
について検討を進めるものとする。
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