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平成29年４月28日　発行　第66号

去る、平成29年３月30日（木）に、日本フィッシング会館８階会議室において第18回理事会が開催されましたのでご報告い
たします。

第１号議案　委員会活動報告に関する報告があり異議なく承認されました。
　（１）LOVE BLUE委員会活動報告
　　・�日釣振への事業委託・参加総数・環境・美化シール販売収入＆商標使用料収入の推移・海外商標登録・（公財）日本釣振興

会の平成28年度実施状況と平成29年度計画・平成28年度日釣工の事業実施状況及び平成29年度計画（案）・専門機関と
連携した放流事業・地球環境基金企業協働プロジェクトLOVE�BLUE助成・内水面釣り場拡大事業・新ポスター周知広報。

　（２）JAF実行委員会活動報告
　　・�JAF2017開催報告・開催理念・横浜市との連携・JAF2018開催概要・名称・コンセプト・開催テーマ・運営代理

店・JAF実行委員会体制・パシフィコ横浜の新施設（2020年春完成）。
　（３）規格・安全委員会活動報告
　　・「信頼あるライフジャケットの普及啓発」・東西会場で業界向け説明会・啓発活動費用。
　（４）JAF動員特別委員会活動報告
　　・「釣り人口拡大検討を通してのJapan�Fishing�Show�のありかた」。
第２号議案　企画プロジェクト活動報告に関する報告があり承認されました。
　　・Facebookいいね数・平成29年度の方向性・日釣工のあるべき姿。
第３号議案　平成29年度事業計画（案）に関する報告があり承認されました。
　１．LOVE�BLUE委員会
　　・LOVE�BLUE優先三事業の適切な推進。
　２．JAF実行委員会
　　・�「Japan�Fishing�Show�2018」の開催・「公益目的事業」である「フィッシング�フェスティバル」の開催。
　３．規格・安全委員会
　　・釣用品に関する日釣工規格（JAFS基準）の制定推進。
　４．市場調査委員会
　　・第21回釣用品の国内需要動向調査の実施。
　５．JAF動員特別委員会
　　・釣り人口拡大施策を通じたJAFのあり方の検討/施策実施。
　６．企画プロジェクト
　　・日釣工としてのあるべき姿の検討・会員企業への新たなサービス向上・「あした、釣りいこ！通信」の継続実施。
　７．内外関係機関等との交流及ぶ協力
　　・内外主要団体との交流/情報の収集。
　８．その他の事業
　　・広報活動の推進・日釣工グループ共済制度・日本フィッシング会館（建物・什器備品）長期修繕計画。
　９．平成29年度組織図（案）
　　・平成29年度委員会/ＷＧ組織体制。
第４号議案　平成29年度収支予算（案）に関する報告があり異議なく承認されました。
　　・平成29年度収支予算（案）・LOVE�BLUE事業収支予算（案）・JAF事業収支予算（案）。
第５号議案　会員代表者変更及び入・退会会員に関する報告があり異議なく承認されました。
第６号議案　日本フィッシング会館積立預金取崩に関する報告があり異議なく承認されました。
第７号議案　会長・専務理事の職務執行状況に関する報告があり異議なく承認されました。
第８号議案　その他報告承認事項に関する報告があり異議なく承認されました。
　　・公益目的支出計画の進捗状況・会費納入状況・日釣工事務局人事・その他。

以上

第 1 8 回  理 事 会 報 告
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19歳以下

6%
20～29歳

7%

30～39歳
16%

40～49歳
40%

50～59歳
20%

60～69歳
8%

70歳以上

2%

無回答
1%

神奈川

35%

東京

25%

千葉

11%

埼玉

12%

その他

5%

静岡

4%

茨城

4%

栃木
2%

群馬

1%

山梨

1%
新潟

0%
長野

0% 無回答

0%

フィッシングショー開催中に、来場者・出展社・業界関係者の方々にアンケートを実施し、これまでの傾向
や動向、ご意見を踏まえて更に魅力あるショーの運営に活かしていくため様々な取り組みをおこなっています。

ジャパンフィッシングショー2017アンケート（抜粋）

≪ 一般来場者 ≫

年代

どなたと一緒に来場されましたか？
※重複回答あり

お住まいは？

当イベントの開催を何でお知りなりましたか？
（複数回答可）

フィッシングショー（横浜）へのご来場は
今回で何回目でしょうか？

来場目的をお聞かせください。（複数回答可）
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≪ 出展社 ≫

≪ 業界関係者 ≫

主催者イベントで参加したい・参加したイベントをお答えください。（複数回答可）

アトラクションについてお聞きします。効果的と思われる
イベントにチェックをつけてください。（複数回答可）

充分に

達成

された
14%

ほぼ達成

された
68%

あまり成

果がな

かった
4%

どちらと

も

いえない
13%

無回答
1%

ジャパンフィッシングショー2017に出展され
目標は達成されましたか？

来場目的をお聞かせください。（複数回答可）

初日10時から14時までビジネスタイムに
ついてお答えください。

来場目的は達成されましたか？
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規格・安全委員会からのお知らせ
東西両会場で業界ご担当者様向け説明会を実施

B&G財団と連携し小学生に釣り体験教室を開催

ライフジャケット安全・啓発ワーキンググループでは、4月12日（水）西・東日本両会場にて、「業
界ご担当者様向け説明会～ユーザーからのお問合せにお答えいただくために～」を開催いたしました。
西日本会場では、藤井治幸�規格・安全委員長の挨拶の後、高階才文ライフジャケット安全・啓発ワーキ
ンググループリーダー及びワーキンググループメンバーが、操船に小型船舶操縦士免許が必要なすべて
の小型船舶の曝露(ばくろ)甲板上における国土交通省型式承認品ライフジャケットの着用義務範囲の拡
大に関して、先般の国土交通省の省令改正、水産庁の業務規程例の改正について解説を織り交ぜながら、
当工業会が推奨する国土交通省型式承認品（桜マーク）及び日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品（CS
マーク）ライフジャケットについて説明を行いました。

ライフジャケット安全・啓発ワーキンググループでは、日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品ライフ
ジャケットの規格策定の際にご縁を頂いた、公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団が
主催する「海はともだち！�自然体験交流会」において、釣り体験教室開催を依頼され、東京都足立区の
小学生22名の皆様に向け、ワーキンググループ参加各社のご協力を得ながら、3月27日（月）に実施
いたしました。
当日は、あいにくの天候となりましたが、実施会場付近で釣れる魚を題材としたお話や、実際にライ

フジャケットを着用して頂いたり、釣具を手に取って頂いたりしました。

西日本会場
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【鹿児島、大分、鳥取で初めて実施】
地元の皆様のご理解とご協力により、鹿児島県

指宿市山川漁港、大分県別府市別府港及び鳥取県
境港市境港におきましてプロダイバーによる水中
クリーンアップ活動を初めて実施いたしました。
鹿児島県の山川町漁業協同組合からは、清掃に対
してお礼状を頂くとともに、別府港・境港での実
施に関しましても、感謝の言葉を頂いています。

【地元の皆様と連携】
3月5日（日）、3回目の連携となる、

第87回霞ヶ浦・北浦清掃大作戦への
協力につき、茨城県より要請を受け、
霞ケ浦問題協議会をはじめとする陸上
清掃を行う地元の皆様とともに、プロ
ダイバーは清掃会場隣接の大岩田舟溜
を清掃いたしました。

つり環境ビジョンコンセプトに基づく LOVE BLUE 事業
最新の活動報告

水中クリーンアップ

鹿児島県山川漁港（2月1日～2月5日　5日間）

大分県別府港（2月7日～2月11日　5日間） 鳥取県境港（2月14日～2月18日　5日間）
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【運営業務を見学】
LOVE�BLUE助成の運営事務等を執り行う地球環境基金の運営委員会（3/28）、内定団体説明会及び

個別面談会（4/10、19、20）に参加し運営プロセス等を見学いたしました。
なお、平成29年度より事業名に合わせ、LOVE�BLUE助成へと名称を変更いたしました。

会員企業及びご参加企業の皆様のおかげで、昨年度も、無災害で事業を実施することができました。
改めまして深く御礼申し上げます。

平成28年度当工業会実施事業一覧
プロダイバーによる水中クリーンアップ活動

1道19県37箇所150日実施（うち青森県・鳥取県・大分県・鹿児島県の4県で新規の実施）
4年間累計�25道県�121箇所�485日�実施

専門機関と連携した放流 マダイの稚魚　 約20万尾放流
　4年間累計約80万尾放流

地球環境基金企業協働プロジェクト
つり環境ビジョン助成

水辺の環境保全を担うNPOなど8団体助成
　2年間累計16団体助成

都道府県 場所 期間
千葉県 乙浜漁港 4/18～4/22

三重県
鳥羽港 4/24～4/28
二木島港 5/10～5/14

富山県 六渡寺海岸 5/17～5/19

石川県
前波漁港 5/20～5/22
富来漁港 5/24～5/26
安宅漁港 5/27～5/29

沖縄県 名護漁港 6/4～6/6　6/9～6/10
山形県 鼠ヶ関港 6/28～7/2
宮城県 仙台塩釜港（仙台港区） 7/4～7/8

茨城県
牛久沼 7/11～7/15
涸沼 7/16

青森県 高瀬川放水路 7/19～7/23

北海道
十勝港北地区 7/26～7/30
厚田漁港 8/2～8/6
濃昼漁港 8/8～8/9

北海道 浜益漁港 8/10～8/12
長崎県 生月漁港 8/22～8/24
佐賀県 伊万里港 8/29～8/31

都道府県 場所 期間
愛媛県 松山港 9/2～9/4
徳島県 由岐漁港 9/6～9/8

愛媛県
佐田岬漁港 9/11～9/13
三机港 9/14～9/16

愛知県 入鹿池 10/3～10/7

滋賀県

琵琶湖�宇曽川漁港 10/14～10/18
琵琶湖�出在家舟溜 10/21～10/25
琵琶湖�沖之島漁港 10/28～11/1
琵琶湖�牧舟溜 11/4～11/7
琵琶湖�野村舟溜 11/8～11/11

神奈川県
茅ヶ崎漁港 11/15～11/19
平塚漁港�本港 11/22～11/26

千葉県 富浦漁港 11/29～12/3
神奈川県 片瀬漁港 12/6～12/10
鹿児島県 山川漁港 2/1～2/5
大分県 別府港 2/7～2/11
鳥取県 境港 2/14～2/18
茨城県 霞ヶ浦�大岩田舟溜 3/5

地球環境基金企業協働プロジェクト　LOVE BLUE助成
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【ポスター配布・掲示のお願い】
釣りの未来を拓くため、また信頼あるライフジャケットを着用して頂くため、釣り人の皆様をはじめ

より多くの方々に当工業会の取り組みを周知広報する目的で、下記ポスターを作成いたしました。会員
の皆様におかれましては、貴社及び貴社ご関係先（販売店・釣り施設等）に配布・掲示のご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
ポスターのご用命につきましては、大変お手数ですが、事務局担当�谷まで、メール（tani@jaftma.

or.jp）、もしくはFAX（03-5542-2929）にてお申込み下さい。

LOVE BLUE委員会 及び 規格・安全委員会 からのお知らせ

【ポスター名称】
つり環境ビジョンコンセプトに基づく
LOVE�BLUE事業ポスター

【ポスター趣旨】
　　　　このマーク付き商品の売り上げの一部で水辺の環境保全活動を
行っていることを、釣り人の皆様に知って頂けるようポスターを作成いた
しました。

【ポスター名称】
ライフジャケット普及啓発ポスター

【ポスター趣旨】
釣り人の皆様に、信頼あるライフジャケットを着用して頂けるようポス
ターを作成いたしました。今後ポスターとライフジャケット製品に添付さ
れるタグと連動した普及啓発、周知広報活動となる予定です。

釣具の輸出入推移表（財務省通関統計より）
輸出高（金額 FOB、千円）

年（暦�年） 2014年度（平成26年1月～12月） 2015年度（平成27年1月～12月） 2016年度（平成27年1月～12月）
品　　目　　名 数量単位 数　　量 金　　額 伸び率 数　　量 金　　額 伸び率 数　　量 金　　額 伸び率

釣　竿 pcs 8,681,471 4,015,281 101.0% 7,401,092 4,299,366 107.1% 7,272,791 4,133,861 96.2%
釣　針 千GS 13,951,939 5,189,287 102.8% 15,880,892 5,874,600 113.2% 13,400,933 5,207,005 88.6%
擬餌針 GS 388,757 2,619,283 100.6% 302,650 2,657,264 101.5% 278,721 2,443,736 92.0%
釣用リール pcs 4,616,622 8,058,998 116.5% 4,566,853 9,121,714 113.2% 6,341,497 9,408,187 103.1%
その他（たも網､捕虫網、
および狩猟用具類） ― ― 2,842,405 115.6% ― 3,009,390 105.9% ― 3,633,026 120.7%

輸　　　出　　　高 ― 22,725,254 108.2% ― 24,962,334 109.8% ― 24,825,815 99.5%

輸入高（金額 CIF、千円）
年（暦�年） 2014年度（平成26年1月～12月） 2015年度（平成27年1月～12月） 2016年度（平成27年1月～12月）

品　　目　　名 数量単位 数　　量 金　　額 伸び率 数　　量 金　　額 伸び率 数　　量 金　　額 伸び率
釣　　竿（部品を含む。） pcs 4,435,226 15,847,972 111.7% 3,472,239 16,022,109 101.1% 3,967,353 15,525,965 96.9%
釣　　針 千GS 65,596,909 3,219,345 113.1% 36,058,027 3,326,591 103.3% 28,324,449 3,116,061 93.7%
釣用リール pcs 5,046,812 8,163,282 116.8% 4,670,139 8,593,702 105.3% 5,205,978 9,150,288 106.5%
その他のもの ― ― 11,455,670 106.4% ― 12,289,856 107.3% ― 13,178,107 107.2%

輸　　　入　　　高 ― 38,686,269 111.2% ― 40,232,258 104.0% ― 40,970,421 101.8%
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一般社団
法　　人
〒104-0032東京都中央区八丁堀2－22－8日本フィッシング会館5F
TEL 03（3555）0101（代表） FAX 03（5542）2929

http://www.jaftma.or.jp/

事 務 局 だ よ り

■経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室より、平成
29年工業統計調査を平成29年6月1日現在で実施するご案内
がありました。会員皆様には、お忙しい時期とは存じますが、調査
にご理解とご協力いただきますようよろしくお願い致します。

■ジャパンフィッシングショー2018（開催日：2018.1.19～
21）「出展のご案内」の配信を6月9日（金）に予定しております。
同時に出展の申し込みが開始されますので、皆様におかれまして
は、積極的なご支援、ご出展を賜りますようお願い申し上げます。

第10回「釣りはじめて親子」のための釣り教室を開催しました
　平成29年３月25日（土）、神奈川県開成町の「開成フォレストスプリングス」において、主催：（一社）日本釣
用品工業会と協力：（公財）日本釣振興会による「釣りはじめて親子」のための釣り教室を、お子様と、その保護
者の方を対象に、18組55名（大人27名・子供28名）の皆さんにご参加いただき開催致しました。ご協力頂いた
皆様に、厚く御礼申し上げます。

ジャパンフィッシングショー2018開催日程
会　期：2018年1月19日（金）～21日（日）
会　場：パシフィコ横浜　展示ホール（神奈川県横浜市西区1-1-1）

※訃報のお知らせ
◆株式会社ダン 代表取締役 佐々木 滋子様
　平成29年１月18日（享年92歳）にご逝去されました。
　心よりご冥福をお祈り申し上げます。

※移転のお知らせ
◆株式会社ディーパース・ファクトリーは下記へ移転しま

した。
　〒781-0270　高知県高知市長浜3105-3
　TEL 088-854-5606　FAX 088-854-5601

※法人変更のお知らせ
◆東レインターナショナル株式会社は東レ･モノフィラメン

ト株式会社に法人変更されました。
　〒7444-8512　愛知県岡崎市昭和町字河原1番地 
　TEL 0564-31-6211　FAX 0564-31-8684
　代表者：取締役 山﨑 一彦

※第18回理事会（平成29年3月30日）で次のとおり退会１
社が承認されました

≪退会会員≫
◆株式会社ケーテー関東　　代表者：高橋 近美
　〒333-0844　埼玉県川口市上青木2-12-14
　TEL 048-266-5343　FAX 048-266-4360

※会員企業新代表者就任のお知らせ
◆株式会社ゴーセンの顧問に酒井薫氏が就任され、代表取

締役社長に木村純之氏が就任されました。
◆株式会社ダンの代表取締役に志賀道子氏が就任されました。
◆株式会社がまかつの会長に藤井敏孝氏が就任され、代表

取締役社長に藤井治幸氏が就任されました。
◆株式会社釣研の取締役顧問に楠根丈司氏が就任され、代

表取締役社長に奥村稔氏が就任されました。

会 員 動 向


