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会報　第70号

去る、平成30年３月23日（金）に、日本フィッシング会館８階会議室において第22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　委員会活動報告及び活動計画に関する報告があり異議なく承認されました。
（1）平成30年度委員会・WG等組織（案）
（2）LOVE BLUE委員会
　　  LOVE BLUE事業参加社数、環境・美化シール販売収入＆商標使用料収入の推移、アンケート実施結果

の報告、LOVE BLUE事業平成29年度収支計算書＆平成30年度事業計画。
（3）JAF実行委員会
　　  平成29年度事業実施状況、JAF2018開催報告、広告スペース販売、海外企業／団体の出展対応、ジャ

パンフィッシングショー2019開催の方向性、横浜市への寄付金。
（4）規格・安全委員会
　　  JAF2018出展ブースで各WGの取り組みを展示、省庁並びに外部団体の委員会への出席、国土交通省

型式承認品ライフジャケット（桜マーク）、JCI性能鑑定適合品レジャー用ライフジャケット（固型式）
のさらなる推奨、運輸安全委員会のリーフレットに工業会ガイドラインが引用された件。

（5）市場調査委員会　
　　  平成29年度事業実施状況の報告、第21回「釣用品の国内需要動向調査報告書」概要、平成30年度事業

計画。
（6）JAF動員特別委員会
　　  JAF動員施策はJAF実行委員会に移管、釣りのミライ会議。
第２号議案　 企画プロジェクト活動報告及び活動計画に関する報告があり異議なく承認されました。
　　　　　　 あした釣りいこ！通信いいね数、いいね！数が多かった記事の紹介、初心者の釣りをテーマにし

た広報活動、会員向けサービスの向上。
第３号議案　 平成29年度収支見込及び平成30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。
第４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５号議案　 （一社）日本釣用品工業会名義使用許諾申請

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　 （一社）日本釣用品工業会規則・規定改正に
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、日本フィッ
シング会館長期修繕計画実施報告。
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項目 人数 比率

フィッシングショー開催中に、一般来場者・出展社・業界関係者の方々にアンケートを実施しています。こ
れまでの傾向やご意見を踏まえて、魅力あるショーの運営に活かしていくためJAF実行委員会で検討をおこない
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2018アンケート（抜粋）
≪一般来場者アンケート≫

年代

どなたと一緒に来場されましたか？

住所
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項目 回答数

項目 回答数

本日お越しの交通手段についてお聞かせください。

当イベントの開催を何でお知りになりましたか？
（複数回答可）

項目 人数 比率

項目 人数 比率

ジャパン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？

項目 回答数

項目 回答数

来場目的をお聞かせください。（複数回答可）
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項目 回答数

項目 回答数

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）
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≪出展社アンケート≫

成果がなかった
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なかった
4%

ほぼ達成
された
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6% 充分に
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8%
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回答 回答数 比率

回答 回答数 比率

ジャパンフィッシングショー2018に出展され
目的を達成されましたか？

初日9時から13時までビジネスタイムについて
お答えください。

釣種エリアを設定しましたが、いかがでしょうか？

金曜特別企画「Happy Friday」は
いかがだったでしょうか。
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≪業界関係者アンケート≫

来場目的（複数回答可）

来場目的は達成されましたか

当工業会が実施する内水面の釣り場拡大事業「ワカサギ」は、水産庁後援事業として、国立研究開発法人水産研究・教育機構 中
央水産研究所および日本全国の水産試験場と連携しつつ進めてまいります。

第1号となる「ワカサギ」卵孵化施設一式の支援は、3月28日（水）中央水産研究所の推薦を受け群馬県水産試験場からご要望
を頂き同県高崎市鳴沢湖公営釣り場に実施致しました。

水産庁後援 内水面釣り場拡大事業「ワカサギ」群馬県鳴沢湖に卵孵化施設の設置を支援

つり環境ビジョンコンセプトに基づく LOVE BLUE 事業からのお知らせ

鳴沢湖において、施設除幕式を行いました。 群馬県水産試験場 渡辺峻 氏による施設の説明を
受ける大村副会長と小島委員長

支援させて頂いた施設には、このプレート（写真左）が貼付
され、釣り人の皆様、会員企業の皆様のご理解とご協力のも
と釣り関連用品の売り上げの一部を基に設置された旨が記載
されています。
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１月～３月までの実績

3/4～3/8
5日間

茨城県鹿嶋市　額賀船溜
〈第17回世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦2018）開催記念〉
第89回霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦と連携して実施

3/10～3/14 5日間 茨城県牛久市　牛久沼

3/20～3/24 5日間 京都府宮津市　宮津港

当日ご参加の52団体の皆さんによる陸上清掃活動
（メイン会場：鹿嶋市津賀城址公園周辺）に合わせて、
プロダイバーによる水中クリーンアップ活動はメイン
会場に隣接する額賀船溜で実施いたしました。
※世界湖沼会議とは研究者・行政担当官・NGOや市

民等が一堂に集まり、世界の湖沼及び湖沼流域で起
こっている多種多様な環境問題やそれらの解決に向
けた取り組みについての議論や意見交換の場となっ
ており、本年は茨城県が会場になっております。

（茨城県ホームページより引用　https://www.
pref. ibaraki . jp/seikatsukankyo/kantai/
kosyou/wlc.html）

第2号となる「ワカサギ」卵孵化施設一式の支
援は、長野県水産試験場よりご要望を頂き、3月
30日（金）ソーラーパネルを活用した移動式ワカ
サギ卵孵化施設の支援を実施いたしました。今後
長野県内各地でこのワカサギ卵孵化施設が活用さ
れてまいります。

プロダイバー水中クリーンアップ

第17回世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦2018）開催記念 第89回霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦と連携

合計　 ３県15日間実施（平成29年度は、１道１府23県〈うち６府県新規実施〉
149日間実施いたしました）

黄色：新規実施都道府県

左より　富岡 賢治 高崎市長
中央　　大村 一仁 副会長
右　　　小島 忠雄 LOVE BLUE委員長 上下　富岡市長との懇談の様子

施設には、当事業から支援で
設置された旨が記載されています。

左より　 中川　清 土浦市長
　　　　霞ヶ浦問題協議会会長
中央　　小島 忠雄 LOVE BLUE委員長
右　　　錦織 孝一 鹿嶋市長

自動車に積み込みが可能で、電源の無い場所
でもソーラーパワーで稼働が可能です。

額賀船溜では、陸上清掃を行う地元の
皆様とともに、プロダイバーは船溜内

の水中を清掃いたしました。

３月28日（水）鳴沢湖におけるワカサギ卵孵化施設の除幕式、施設説明の後、地元高崎市の富岡 賢治 市長を大村 一仁 副会長、
小島 忠雄LOVE BLUE委員長、小松 智昭 専務理事及び柿沼 清英 理事らが表敬訪問し、当工業会の事業に感謝の言葉頂き、感謝
状を授与されました。

群馬県高崎市 富岡市長を表敬訪問

水産庁後援 内水面釣り場拡大事業「ワカサギ」 長野県にワカサギ卵孵化施設の設置を支援

写真：茨城県牛久市牛久沼 写真：京都府宮津市宮津港

事業開始以来５年間累計
１道１府29県　161箇所　634日実施
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LOVE BLUE助成に関する地球環境基金 運営委員会（外部有識者含む）が３月８日に開催。
平成29年度助成団体の活動状況、平成30年度助成事業への採択団体についての最終検討が
今年も行われました。その結果を受け、３月16日に平成30年度にLOVE BLUE助成として
採択された団体が決定公表されました。平成30年度も「水辺の環境保全を志向し当事業と志
を共有」する、新規助成６団体、継続助成６団体、合計12団体を助成いたします。

地球環境基金企業協働プロジェクト LOVE BLUE助成

活動地域 団体名 活動分野
活動名

【新規助成団体】
兵庫県 NPO 神戸海さくら 大気・水・土壌保全
須磨海岸における地域住民および海岸利用者の参加型清掃活動とマナー意識
向上による持続的な環境保全活動
熊本県 次世代のためにがんばろう会 自然保護・保全・復元
八代海河川・浜辺の大そうじ大会と干潟保全に向けた青少年ワークショップ
沖縄県 NPO 美ら海振興会 知識の提供・普及啓発
沖縄慶良間諸島のチービシエリアのサンゴ礁再生環境づくりプロジェクト
鹿児島県 NPO くすのき自然館 総合環境教育
鹿児島湾奥地域における湿地帯保全活動
東京都 全国川ごみネットワーク 総合環境教育
水辺のごみ削減学習プログラムの構築と実践
長崎県 やったろうde高島 自然保護・保全・復元
珊瑚ツーリズムの創造

【継続助成団体】
山梨県 NPO 未来の荒川をつくる会 大気・水・土壌保全
名勝・昇仙峡から甲府市を縦貫する荒川及びその支流の河川清掃
石川県 NPO 能登半島おらっちゃの里山里海 総合環境教育
能登の里海文化の継承と保全
山形県 NPO 公益のふるさと創り鶴岡 総合環境保全活動
鶴岡市内内川流域の繁茂した藻刈りを市民参加型で実施する体制構築プロ
ジェクト
島根県 NPO アンダンテ21 総合環境教育
協働と次世代育成を目指した益田市水環境保全プロジェクト
岡山県 NPO グリーンパートナーおかやま 総合環境教育
海ごみから流域を考えるプロジェクト
福岡県 一般社団法人 ふくおかFUN 自然保護・保全・復元
福岡の海における生物多様性および水中環境保全のための活動

規格・安全委員会 LOVE BLUE 委員会からのお願い

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、昨年度に引き続き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。

ポスター配布・掲示のお願い

【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。

【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。

会員の皆様へ初回無料にて、法律相談をご利用いただけるサービスの提供を本年度も継続いたします。初回無料法律相談の詳細
は、別添資料をご高覧ください。

会員向け初回無料法律相談の実施：随時受付中！
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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
30年工業統計調査を平成30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 2019 in YOKOHAMA（開催
日：2019.１.18～ 20）「出展のご案内」の配信を６月14日
（木）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22回理事会で次のとおり、退会1社が承認されました
◆飯田機械金属工業株式会社　　代表者：小林　平志
　〒395-0041　長野県飯田市中央通り2-2
　Tel0265-22-1741　Fax0265-22-1856

※会員企業新代表者就任のお知らせ
◆ラパラ・ジャパン株式会社の代表取締役に北出弘紀氏が
就任されました。
◆株式会社釣りビションの代表取締役社長に橋本太郎氏が
就任されました。

会 員 動 向

〒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/

第11回「釣りはじめて親子」のための釣り教室を開催
　平成30年３月24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、（一社）日本釣用品工業会と（公財）日
本釣振興会の共催による「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、21組59名（大人34名・
子供25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2019
in YOKOHAMA開催日程

会　期：2019年１月18日（金）～20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）

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） 2015年度（平成27年1月～12月） 2016年度（平成28年1月～12月） 2017年度（平成29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 7,401,092 4,299,366 107.1% 7,272,791 4,133,861 96.2% 7,093,072 4,277,576 103.5%
釣　針 千GS 15,880,892 5,874,600 113.2% 13,400,933 5,207,005 88.6% 10,477,797 4,430,162 85.1%
擬餌針 GS 302,650 2,657,264 101.5% 278,721 2,443,736 92.0% 421,650 2,833,775 116.0%
釣用リール pcs 4,566,853 9,121,714 113.2% 6,341,497 9,408,187 103.1% 5,842,847 9,613,970 102.2%
その他（たも網､ 捕虫網、
および狩猟用具類） ― ― 3,009,390 105.9% ― 3,633,026 120.7% 4,217,262 116.1%

輸　　　出　　　高 ― 24,962,334 109.8% ― 24,825,815 99.5% ― 25,372,745 102.2%

輸入高（金額 CIF、千円）
年（暦 年） 2015年度（平成27年1月～12月） 2016年度（平成28年1月～12月） 2017年度（平成29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 3,472,239 16,022,109 101.1% 3,967,353 15,525,965 96.9% 4,190,372 14,633,224 94.3%
釣　　針 千GS 36,058,027 3,326,591 103.3% 28,324,449 3,116,061 93.7% 22,652,573 5,104,786 163.7%
釣用リール pcs 4,670,139 8,593,702 105.3% 5,205,978 9,150,288 106.5% 5,291,027 10,344,872 113.0%
その他のもの ― ― 12,289,856 107.3% ― 13,178,107 107.2% 　 14,243,958 108.1%

輸　　　入　　　高 ― 40,232,258 104.0% ― 40,970,421 101.8% ― 44,326,840 108.2%


