
　　　　　　【　　　　　　【　　　　　　【　　　　　　【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット････アンケートアンケートアンケートアンケートのののの集計結果発表集計結果発表集計結果発表集計結果発表】】】】
　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　（釣釣釣釣りりりり人人人人とととと釣具釣具釣具釣具メーカーメーカーメーカーメーカー、、、、地域地域地域地域のののの違違違違いをいをいをいを比較比較比較比較））））

ＪＧＦＡタグ＆リリース魚類保護委員会では、2009年2月7～8日に開催された「フィッシングショー大阪」、同年2月13～15日
開催の「国際フィッシングショー2009・横浜」に来場した一般釣り人、そして、横浜では出展メーカーにもお願いして「バッグリ
ミット」に関するアンケートを実施いたしました。
アンケートは、釣りのジャンルを問わず、広く回答を得られました。
これは、『【バッグリミット】という言葉とその意味がどの程度釣り人や釣具メーカーに理解されているのか？』
さらには、『どんな考えでいるのか？』を含めて現時点での知識、意識を探るために行われたものです。

アンケート結果をご紹介する前に、バッグリミットという言葉の本来の意味をお知らせしておきます。
本来の意味をご理解いただいた上で、アンケート結果をご覧いただければ幸いです。
【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットのののの本来本来本来本来のののの意味意味意味意味】】】】
「「「「バッグバッグバッグバッグ((((魚魚魚魚をををを入入入入れるれるれるれる袋袋袋袋）、）、）、）、リミットリミットリミットリミット((((制限制限制限制限））））ということでということでということでということで漁業漁業漁業漁業やややや釣釣釣釣りにおいてはりにおいてはりにおいてはりにおいては、、、、対象対象対象対象となるとなるとなるとなる水産資源水産資源水産資源水産資源のののの量量量量をををを維持維持維持維持するするするする
ためにためにためにために、、、、持持持持ちちちち帰帰帰帰るるるる尾数尾数尾数尾数、、、、サイズサイズサイズサイズをををを制限制限制限制限することすることすることすること。。。。あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも持持持持ちちちち帰帰帰帰るるるる分分分分についてのについてのについてのについての制限制限制限制限でありでありでありであり、、、、釣釣釣釣りのりのりのりの場合場合場合場合、、、、釣釣釣釣るるるる
尾数尾数尾数尾数ややややサイズサイズサイズサイズのののの制限制限制限制限ではないではないではないではない。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、いくらいくらいくらいくら釣釣釣釣ってもいいがってもいいがってもいいがってもいいが、、、、持持持持ちちちち帰帰帰帰るるるる分分分分はははは守守守守りましょうというりましょうというりましょうというりましょうというシステムシステムシステムシステムであるであるであるである。。。。
バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットをををを超超超超えたえたえたえた分分分分はははは、、、、生生生生かしたままかしたままかしたままかしたまま、、、、放流放流放流放流すればいいこととなりますすればいいこととなりますすればいいこととなりますすればいいこととなります。」。」。」。」
                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　 まとめ：ＪＧＦＡタグ＆リリース魚類保護委員会

●●●●アンケートアンケートアンケートアンケート回収総数回収総数回収総数回収総数((((件件件件）））） 　　　　　　　　表記の％は小数点以下四捨五入。
（1）大阪(一般）： 347
（2）横浜(一般）： 585
（3）横浜（メーカー 89
　　　　　　　　　計 1021

●アンケート結果を比較できるようにグラフを並べて表示します。(左から順に、（1）大阪･一般、（2）横浜･一般、
　　（3）横浜･メーカー）

【【【【結果結果結果結果】】】】
【【【【設問設問設問設問１１１１】】】】バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットというというというという言葉言葉言葉言葉をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？

★★★★「「「「知知知知っているっているっているっている」」」」とととと答答答答えたえたえたえた比率比率比率比率はははは、、、、横浜横浜横浜横浜（（（（メーカーメーカーメーカーメーカー））））４５４５４５４５％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜((((一般一般一般一般））））２５２５２５２５％、％、％、％、大阪大阪大阪大阪((((一般一般一般一般））））１６１６１６１６％％％％のののの順順順順となったとなったとなったとなった。。。。
【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】のののの認知度認知度認知度認知度はまだまだはまだまだはまだまだはまだまだ低低低低いといえよういといえよういといえよういといえよう。。。。

次次次次にににに、、、、まずまずまずまず、、、、1111でででで「「「「知知知知っているっているっているっている」」」」とととと答答答答えたえたえたえた人人人人ののののアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果をまとめをまとめをまとめをまとめ、、、、【Ａ】【Ａ】【Ａ】【Ａ】としましたとしましたとしましたとしました。。。。
またまたまたまた、、、、知知知知らないとらないとらないとらないと回答回答回答回答したしたしたしたグループグループグループグループのののの回答回答回答回答をををを【Ｂ】【Ｂ】【Ｂ】【Ｂ】としましたとしましたとしましたとしました。。。。
･････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【Ａ】【Ａ】【Ａ】【Ａ】バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットというというというという言葉言葉言葉言葉をををを「「「「知知知知っているっているっているっている｣｣｣｣とととと答答答答えたえたえたえた人人人人のののの回答回答回答回答

【【【【設問設問設問設問２２２２】】】】バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットのののの意味意味意味意味をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。((((正解正解正解正解ははははCCCC....））））
ａ．釣ったらその場でバック(戻す）つまり、リリースすること　
ｂ.バッグリミット以上は釣ってはいけないこと
ｃ.持ち帰りサイズ、尾数の制限。バッグリミット以上釣ってもよく、
　制限以上釣った場合は、超えた分をリリースすればいい

★★★★正解率正解率正解率正解率はははは大阪大阪大阪大阪（（（（一般一般一般一般））））１５１５１５１５％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜（（（（一般一般一般一般））））１９１９１９１９％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜((((メーカーメーカーメーカーメーカー））））３６３６３６３６％％％％であったであったであったであった。。。。言葉言葉言葉言葉はははは知知知知っていてもっていてもっていてもっていても、、、、意味意味意味意味をををを正正正正しししし
くくくく理解理解理解理解しているわけではなくしているわけではなくしているわけではなくしているわけではなく逆逆逆逆にににに大阪大阪大阪大阪（（（（一般一般一般一般））））７２７２７２７２％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜（（（（一般一般一般一般））））６８６８６８６８％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜((((メーカーメーカーメーカーメーカー））））６２６２６２６２％％％％とととと大変多大変多大変多大変多くのくのくのくの方方方方がががが
【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】をををを『『『『・・・・・・・・・・・・そのそのそのその数以上釣数以上釣数以上釣数以上釣ってはだめってはだめってはだめってはだめ・・・・・・・・・・・・』』』』とととと誤解誤解誤解誤解していたしていたしていたしていた。。。。

バッグリミットという言葉を知っている？
09.横浜・一般

ａ：はい

ｂ．いいえ

バッグリミットという言葉を知っている?
09.大阪･一般

ａ：はい

ｂ．いいえ

バッグリミットという言葉を知っている？
09.横浜･メーカー

ａ：はい

ｂ．いい
え

バッグリミットの意味
09.大阪･一般(A）

a.

b.

c.

バッグリミットの意味
09.横浜･一般（A）

ａ．　

ｂ.

ｃ.

バッグリミットの意味
09.横浜・メーカー(A)

ａ．　

ｂ.

ｃ.



【【【【設問設問設問設問３３３３】】】】JGFAJGFAJGFAJGFAががががバッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットをををを提唱提唱提唱提唱していることをしていることをしていることをしていることを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？
ａ．はい
ｂ．いいえ

★JGFA★JGFA★JGFA★JGFAがががが提唱提唱提唱提唱しているのをしているのをしているのをしているのを認識認識認識認識していたしていたしていたしていた方方方方のののの比率比率比率比率はははは大阪大阪大阪大阪（（（（一般一般一般一般））））４５４５４５４５％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜（（（（一般一般一般一般））））５７５７５７５７％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜((((メーカーメーカーメーカーメーカー））））５８５８５８５８％％％％
とどのとどのとどのとどの区分区分区分区分でもでもでもでも似似似似ておりておりておりており我我我我々々々々JGFAJGFAJGFAJGFAとしてはとしてはとしてはとしては【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】提唱提唱提唱提唱にににに今一歩今一歩今一歩今一歩のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる努力努力努力努力のののの必要性必要性必要性必要性をををを感感感感じたじたじたじた。。。。

【【【【設問設問設問設問４４４４】】】】バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットはははは今今今今のののの日本日本日本日本ではではではでは法制化法制化法制化法制化されていないがどうかされていないがどうかされていないがどうかされていないがどうか？？？？
ａ．必要
ｂ．いらない
ｃ．稚魚放流すればいい
ｄ.強制されたくない
ｅ．その他
ｄ.強制されたくない
ｅ．その他

★★★★『『『『必要必要必要必要』』』』がががが大阪大阪大阪大阪（（（（一般一般一般一般））））７９７９７９７９％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜（（（（一般一般一般一般））））８５８５８５８５％％％％とととと【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】のののの必要性必要性必要性必要性をををを非常非常非常非常にににに高高高高くくくく評価回答評価回答評価回答評価回答しているしているしているしている。。。。
またまたまたまた、、、、横浜横浜横浜横浜（（（（メーカーメーカーメーカーメーカー））））７１７１７１７１％％％％はははは中中中中ではではではでは最最最最もももも低低低低くくくく、、、、さらにまたさらにまたさらにまたさらにまた「「「「強制強制強制強制されたくないされたくないされたくないされたくない」」」」とのとのとのとの回答回答回答回答がががが２５２５２５２５％％％％でありでありでありであり大阪大阪大阪大阪（（（（一般一般一般一般））））９９９９％、％、％、％、
横浜横浜横浜横浜（（（（一般一般一般一般））））５５５５％％％％よりはるかによりはるかによりはるかによりはるかに高高高高いのはいのはいのはいのは興味深興味深興味深興味深いいいい。。。。

【【【【設問設問設問設問５５５５】】】】無制限無制限無制限無制限なななな釣釣釣釣りのままでりのままでりのままでりのままで、、、、釣釣釣釣れなくなったらどうするれなくなったらどうするれなくなったらどうするれなくなったらどうする？？？？
ａ．それでもいい、自由に釣りをする
ｂ．釣りをやめてほかの趣味に走る
ｃ. 釣りはやめたくない。バッグリミットをやる
ｄ．その他

★★★★『『『『釣釣釣釣りはやめたくないりはやめたくないりはやめたくないりはやめたくない。。。。バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットをやるをやるをやるをやる』＝「』＝「』＝「』＝「持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり規制規制規制規制をををを実践実践実践実践するするするする」」」」というというというという回答回答回答回答がががが大阪大阪大阪大阪（（（（一般一般一般一般））））９４９４９４９４％、％、％、％、
横浜横浜横浜横浜（（（（一般一般一般一般））））８６８６８６８６％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜（（（（メーカーメーカーメーカーメーカー））））８８８８８８８８％％％％とやはりとやはりとやはりとやはり非常非常非常非常にににに高高高高くくくく、【、【、【、【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】のののの必要性必要性必要性必要性はここでもさらにはここでもさらにはここでもさらにはここでもさらに高高高高くくくく評価評価評価評価
回答回答回答回答されているされているされているされている。。。。またまたまたまた、、、、横浜横浜横浜横浜((((メーカーメーカーメーカーメーカー))))ではそのではそのではそのではその他他他他ででででライセンスライセンスライセンスライセンス導入導入導入導入のののの意見意見意見意見もあったもあったもあったもあった。。。。

ＪＧＦＡが提唱しているのを知ってい
る

09.大阪･一般(A)

ａ．はい

ｂ．いいえ

JGFAが提唱しているのを知ってい
る

09.横浜･一般(A)

ａ．はい

ｂ．いいえ

JGFA が提唱しているのを知っている
09.横浜・メーカー(A)

ａ．はい

ｂ．いいえ

バッグリミットは必要か
09.横浜･一般(A)

ａ．必要

ｂ．いらない

ｃ．稚魚放流
すればいい
ｄ.強制された
くない
ｅ．その他

バッグリミットは必要か
09.横浜・メーカー(A)

ａ．必要

ｂ．いらない

ｃ．稚魚放流
すればいい
ｄ.強制された
くない
ｅ．その他

釣れなくなったらどうする？
09.大阪･一般(A) ａ．自由に釣りをする

ｂ．釣りをやめてほか
の趣味に走る
ｃ. バッグリミットをや
る
ｄ．その他

釣れなくなったらどうする？
09.横浜･一般(A)ａ．自由に釣りをする

ｂ．釣りをやめてほか
の趣味に走る
ｃ. バッグリミットをや
る
ｄ．その他

釣れなくなったらどうする？
09.横浜･メーカー(A)ａ．自由に釣りをする

ｂ．釣りをやめてほか
の趣味に走る
ｃ. バッグリミットをや
る
ｄ．その他

バッグリミットは必要か
09.大阪･一般(A)

ａ．必要

ｂ．いらない

ｃ．稚魚放流
すればいい
ｄ.強制された
くない
ｅ．その他



【【【【設問設問設問設問６６６６】】】】日本日本日本日本のののの海釣海釣海釣海釣りでりでりでりで釣魚資源釣魚資源釣魚資源釣魚資源をををを維持維持維持維持するのにするのにするのにするのに必要必要必要必要なななな施策施策施策施策はははは何何何何かかかか？？？？((((1111位位位位にににに上上上上げたげたげたげた数数数数をををを集計集計集計集計））））
ａ．バッグリミット
ｂ．稚魚放流
ｃ．禁漁期
ｄ．禁漁区

★★★★１１１１位位位位のののの【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、大阪大阪大阪大阪（（（（一般一般一般一般））））４３４３４３４３％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜（（（（一般一般一般一般））））５０５０５０５０％％％％とととと近近近近いがいがいがいが、、、、アングラーアングラーアングラーアングラー側側側側よりよりよりより横浜横浜横浜横浜（（（（メーカーメーカーメーカーメーカー））））
３３３３３３３３％％％％とややとややとややとやや低低低低いいいい。。。。稚魚放流稚魚放流稚魚放流稚魚放流をををを選択選択選択選択したしたしたした比率比率比率比率はははは３３３３者者者者ともともともとも１４１４１４１４％～％～％～％～１７１７１７１７％％％％とととと大差大差大差大差なくなくなくなく、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも3333位位位位であったであったであったであった。。。。
またまたまたまた「「「「禁漁区禁漁区禁漁区禁漁区」「」「」「」「禁漁期禁漁期禁漁期禁漁期」」」」とととと釣釣釣釣りができないりができないりができないりができない場所場所場所場所およびおよびおよびおよび期間期間期間期間のののの実施実施実施実施がががが有効有効有効有効というというというという意見意見意見意見ががががメーカーサイドメーカーサイドメーカーサイドメーカーサイドからからからから出出出出たのはたのはたのはたのは
意外意外意外意外であったであったであったであった。。。。

･････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次次次次ににににバッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットというというというという言葉言葉言葉言葉をををを知知知知らないとらないとらないとらないと回答回答回答回答したしたしたした人人人人のそれぞれののそれぞれののそれぞれののそれぞれの回答回答回答回答をををを示示示示しますしますしますします。。。。

【【【【BBBB】】】】バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットというというというという言葉言葉言葉言葉をををを「「「「知知知知らないらないらないらない」」」」とととと答答答答えたえたえたえた人人人人のののの回答回答回答回答

【【【【設問設問設問設問２２２２】】】】バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットのののの意味意味意味意味をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。((((正解正解正解正解ははははCCCC....））））
ａ．釣ったらその場でバック(戻す）つまり、リリースすること　
ｂ.バッグリミット以上は釣ってはいけないこと
ｃ.持ち帰りサイズ、尾数の制限。バッグリミット以上釣ってもよく、
　制限以上釣った場合は、超えた分をリリースすればいい

★★★★【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】というというというという言葉言葉言葉言葉をををを知知知知らないとしながらもらないとしながらもらないとしながらもらないとしながらも、、、、正解率正解率正解率正解率はははは「「「「知知知知っているっているっているっている」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたしたグループグループグループグループとととと大差大差大差大差ないないないない結果結果結果結果でででで、、、、
大阪大阪大阪大阪((((一般一般一般一般))))１７１７１７１７％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜((((一般一般一般一般))))２０２０２０２０％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜（（（（メーカーメーカーメーカーメーカー））））２２２２２２２２％％％％であったであったであったであった。。。。またまたまたまたＡＡＡＡグループグループグループグループ同様同様同様同様、、、、大阪大阪大阪大阪（（（（一般一般一般一般））））５８５８５８５８％、％、％、％、
横浜横浜横浜横浜（（（（一般一般一般一般））））５４５４５４５４％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜（（（（メーカーメーカーメーカーメーカー））））７５７５７５７５％％％％がががが【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】をををを「「「「・・・・・・・・・・・・そのそのそのその数以上釣数以上釣数以上釣数以上釣ってはだめってはだめってはだめってはだめ・・・・・・・・・・・・」」」」とととと勘違勘違勘違勘違いしているいしているいしているいしている
回答結果回答結果回答結果回答結果となったとなったとなったとなった。。。。

【【【【設問設問設問設問３３３３】】】】JGFAJGFAJGFAJGFAががががバッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットをををを提唱提唱提唱提唱していることをしていることをしていることをしていることを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？
ａ．はい
ｂ．いいえ

★★★★バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットをををを知知知知らないとらないとらないとらないと言言言言いながらいながらいながらいながら、ＪＧＦＡ、ＪＧＦＡ、ＪＧＦＡ、ＪＧＦＡがががが提唱提唱提唱提唱しているのをしているのをしているのをしているのを知知知知っているというのはっているというのはっているというのはっているというのは、、、、おかしいおかしいおかしいおかしい話話話話だがだがだがだが、、、、ニュアニュアニュアニュア
ンスンスンスンスとしてとしてとしてとしてＪＧＦＡＪＧＦＡＪＧＦＡＪＧＦＡがががが提唱提唱提唱提唱しているとしているとしているとしていると感感感感じとったじとったじとったじとった結果結果結果結果であろうであろうであろうであろう。。。。アングラーアングラーアングラーアングラー、、、、メーカーメーカーメーカーメーカーともともともとも同様同様同様同様なななな傾向傾向傾向傾向をををを示示示示したしたしたした。。。。

必要な施策は？
09.横浜･一般(A)

ａ．バッグリミット

ｂ．稚魚放流

ｃ．禁漁期

ｄ．禁漁区

必要な施策は？
09.大阪･一般(A)

ａ．バッグリミット

ｂ．稚魚放流

ｃ．禁漁期

ｄ．禁漁区

必要な施策は？
09.横浜･メーカー(A)

ａ．バッグリミット

ｂ．稚魚放流

ｃ．禁漁期

ｄ．禁漁区

バッグリミットの意味
09.横浜･一般(B)

ａ．　

ｂ.

ｃ.

バッグリミットの意味
09.横浜・メーカー(B)

ａ．

ｂ.

ｃ.

JGFAが提唱していることを知っている
09.大阪･一般(B)

ａ．はい

ｂ．いいえ

JGFAが提唱しているのを知っている
09.横浜･一般(B)

ａ．はい

ｂ．いいえ

JGFAが提唱しているのを知っている
09.横浜･メーカー(B)

ａ．はい

ｂ．いいえ

バッグリミットの意味
09.大阪･一般(B)

ａ．　

ｂ.

ｃ.



【【【【設問設問設問設問４４４４】】】】バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットはははは今今今今のののの日本日本日本日本ではではではでは法制化法制化法制化法制化されていないがどうかされていないがどうかされていないがどうかされていないがどうか？？？？
ａ．必要
ｂ．いらない
ｃ．稚魚放流すればいい
ｄ.強制されたくない
ｅ．その他
ｄ.強制されたくない
ｅ．その他

★★★★回答傾向回答傾向回答傾向回答傾向ははははＡＡＡＡグループグループグループグループとととと同様同様同様同様でででで【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】をををを必要必要必要必要とととと回答回答回答回答したのはしたのはしたのはしたのは大阪大阪大阪大阪((((一般一般一般一般))))９４９４９４９４％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜((((一般一般一般一般))))７６７６７６７６％、％、％、％、
横浜横浜横浜横浜（（（（メーカーメーカーメーカーメーカー））））６９６９６９６９％％％％であったであったであったであった。。。。ここでもここでもここでもここでも興味深興味深興味深興味深いのはいのはいのはいのは横浜横浜横浜横浜（（（（メーカーメーカーメーカーメーカー））））でででで「「「「強制強制強制強制されたくないされたくないされたくないされたくない」」」」がががが２４２４２４２４％％％％とととと大阪大阪大阪大阪（（（（一般一般一般一般））））
５５５５％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜（（（（一般一般一般一般））））１６１６１６１６％％％％ののののアングラーアングラーアングラーアングラーよりよりよりより多多多多いいいい傾向傾向傾向傾向をををを示示示示したしたしたした。。。。

【【【【設問設問設問設問５５５５】】】】無制限無制限無制限無制限なななな釣釣釣釣りのままでりのままでりのままでりのままで、、、、釣釣釣釣れなくなったらどうするれなくなったらどうするれなくなったらどうするれなくなったらどうする？？？？
ａ．それでもいい、自由に釣りをする
ｂ．釣りをやめてほかの趣味に走る
ｃ. 釣りはやめたくない。バッグリミットをやる
ｄ．その他

★★★★大阪大阪大阪大阪（（（（一般一般一般一般））））８７８７８７８７％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜（（（（一般一般一般一般））））９０９０９０９０％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜（（（（メーカーメーカーメーカーメーカー））））８３８３８３８３％％％％といったといったといったといった具合具合具合具合にどのにどのにどのにどのグループグループグループグループもももも【【【【釣釣釣釣りはやめたくないりはやめたくないりはやめたくないりはやめたくない
バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットをやるをやるをやるをやる】】】】とととと非常非常非常非常にににに高高高高くくくく回答回答回答回答しているしているしているしている。。。。つまりつまりつまりつまり【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】のののの言葉言葉言葉言葉にににに限限限限ることなくることなくることなくることなく【【【【持持持持ちちちち帰帰帰帰りのりのりのりの規則規則規則規則】】】】のののの
必要性必要性必要性必要性とととと重要度重要度重要度重要度はははは一般一般一般一般アングラーアングラーアングラーアングラーこそこそこそこそ今今今今やややや十二分十二分十二分十二分にににに理解理解理解理解しているということだしているということだしているということだしているということだ。。。。ここでもさらにここでもさらにここでもさらにここでもさらに興味深興味深興味深興味深いのはいのはいのはいのは横浜横浜横浜横浜
（（（（メーカーメーカーメーカーメーカー））））２２２２％％％％のののの方方方方がががが「「「「釣釣釣釣れなくなったられなくなったられなくなったられなくなったら釣釣釣釣りをやめりをやめりをやめりをやめ他他他他のののの趣味趣味趣味趣味にににに走走走走るるるる」」」」とととと答答答答えていることだえていることだえていることだえていることだ！！！！

【【【【設問設問設問設問６６６６】】】】日本日本日本日本のののの海釣海釣海釣海釣りでりでりでりで釣魚資源釣魚資源釣魚資源釣魚資源をををを維持維持維持維持するのにするのにするのにするのに必要必要必要必要なななな施策施策施策施策はははは何何何何かかかか？？？？((((1111位位位位にににに上上上上げたげたげたげた数数数数をををを集計集計集計集計））））
ａ．バッグリミット
ｂ．稚魚放流
ｃ．禁漁期
ｄ．禁漁区

★★★★【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】というというというという言葉言葉言葉言葉をををを知知知知らないというらないというらないというらないという方方方方でもでもでもでも、、、、このこのこのこのアンケートアンケートアンケートアンケートをををを通通通通じてじてじてじて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような政策方策政策方策政策方策政策方策をををを講講講講じたらよいかじたらよいかじたらよいかじたらよいか
というというというという質問質問質問質問にににに、、、、やはりやはりやはりやはり【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】＝】＝】＝】＝持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり規則規則規則規則のののの重要性重要性重要性重要性をををを理解理解理解理解しておりしておりしておりしており大阪大阪大阪大阪（（（（一般一般一般一般））））４６４６４６４６％、％、％、％、横浜横浜横浜横浜（（（（一般一般一般一般））））４２４２４２４２％％％％
横浜横浜横浜横浜（（（（メーカーメーカーメーカーメーカー））））４４４４４４４４％％％％のののの１１１１位回答位回答位回答位回答がががが得得得得られたられたられたられた。。。。

バッグリミットは必要か
09.横浜･一般(B)

ａ．必要

ｂ．いらない

ｃ．稚魚放流
すればいい
ｄ.強制されたく
ない
ｅ．その他

バッグリミットは必要か
09.横浜･メーカー(B)

ａ．必要

ｂ．いらない

ｃ．稚魚放流す
ればいい
ｄ.強制されたく
ない
ｅ．その他

釣れなくなったらどうする？
09.横浜･一般(B)

ａ．自由に釣りをする

ｂ．釣りをやめてほか
の趣味に走る
ｃ. バッグリミットをや
る
ｄ．その他

釣れなくなったらどうする？
09.横浜・メーカー(B)

ａ．自由に釣りをする

ｂ．釣りをやめてほかの
趣味に走る
ｃ. バッグリミットをやる

ｄ．その他

必要な施策は？
09.大阪･一般(B)

ａ．バッグリミット

ｂ．稚魚放流

ｃ．禁漁期

ｄ．禁漁区

必要な施策は？
09.横浜･一般(B）

ａ．バッグリミット

ｂ．稚魚放流

ｃ．禁漁期

ｄ．禁漁区

必要な施策は？
09.横浜･メーカー(B)

ａ．バッグリミット

ｂ．稚魚放流

ｃ．禁漁期

ｄ．禁漁区

バッグリミットは必要か？
09.大阪･一般(B)

ａ．必要

ｂ．いらない

ｃ．稚魚放流す
ればいい
ｄ.強制されたく
ない
ｅ．その他

釣れなくなったらどうする？
09.大阪･一般(B) ａ．自由に釣りをする

ｂ．釣りをやめてほか
の趣味に走る
ｃ. バッグリミットをやる

ｄ．その他



【【【【２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度　ＪＧＦＡ　ＪＧＦＡ　ＪＧＦＡ　ＪＧＦＡ・・・・バッグリミットアンケートバッグリミットアンケートバッグリミットアンケートバッグリミットアンケート結果結果結果結果　　　　総評総評総評総評】】】】

★★★★【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】というというというという言葉言葉言葉言葉とそのとそのとそのとその意味内容意味内容意味内容意味内容のののの認識度認識度認識度認識度はははは我我我我々々々々のののの予想通予想通予想通予想通りりりり、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ十分十分十分十分ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。
しかししかししかししかし、、、、同義語同義語同義語同義語であるであるであるである【【【【釣魚釣魚釣魚釣魚のののの持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり規則規則規則規則】】】】のののの必要性必要性必要性必要性はははは立場立場立場立場、、、、地域地域地域地域、、、、釣法釣法釣法釣法ジャンルジャンルジャンルジャンル、、、、性別性別性別性別、、、、年齢年齢年齢年齢をををを超超超超えてえてえてえて回答者回答者回答者回答者のののの約約約約９０９０９０９０％％％％
にもにもにもにも及及及及ぶぶぶぶ方方方方々々々々がそのがそのがそのがその必要性必要性必要性必要性をををを望望望望んでいることがんでいることがんでいることがんでいることが十分十分十分十分にににに理解理解理解理解できるできるできるできる内容内容内容内容でしたでしたでしたでした。。。。これはこれはこれはこれは我我我我々々々々JGFAJGFAJGFAJGFAののののタグタグタグタグ＆＆＆＆リリースリリースリリースリリース
魚類保護委員会魚類保護委員会魚類保護委員会魚類保護委員会ののののメンバーメンバーメンバーメンバーをもをもをもをも驚驚驚驚かせるにかせるにかせるにかせるに十分十分十分十分なななな結果結果結果結果でもあったのですでもあったのですでもあったのですでもあったのです。。。。

★★★★反面反面反面反面、、、、本来最本来最本来最本来最もももも釣魚釣魚釣魚釣魚のののの保護保全保護保全保護保全保護保全にににに注意注意注意注意をそそぐべきをそそぐべきをそそぐべきをそそぐべき釣具釣具釣具釣具メーカーメーカーメーカーメーカー側側側側のののの回答回答回答回答のののの中中中中にはにはにはには首首首首をををを傾傾傾傾げたくなるようなげたくなるようなげたくなるようなげたくなるような興味興味興味興味
深深深深いものがいくつかあることいものがいくつかあることいものがいくつかあることいものがいくつかあること、、、、つまりつまりつまりつまり、、、、釣釣釣釣りりりり人側人側人側人側のののの危機感危機感危機感危機感とととと、、、、本来本来本来本来、、、、資源保全資源保全資源保全資源保全にににに主導的立場主導的立場主導的立場主導的立場にあるべきにあるべきにあるべきにあるべきメーカーメーカーメーカーメーカー側側側側のののの
それとはそれとはそれとはそれとは開開開開きがあるのがきがあるのがきがあるのがきがあるのがアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果にににに見見見見てとれますてとれますてとれますてとれます。。。。はたしてはたしてはたしてはたしてメーカーメーカーメーカーメーカーののののアンケートアンケートアンケートアンケート回答回答回答回答がががが本当本当本当本当ににににメーカーメーカーメーカーメーカーのののの意意意意
志志志志をををを反映反映反映反映するものなのかするものなのかするものなのかするものなのか？？？？単単単単にににに回答担当者回答担当者回答担当者回答担当者のののの個人的個人的個人的個人的なななな意見意見意見意見なのかなのかなのかなのか？？？？はははは知知知知るるるる由由由由もないのですがもないのですがもないのですがもないのですが、、、、前者前者前者前者であってはなであってはなであってはなであってはな
らないのはらないのはらないのはらないのは当然当然当然当然のこととのこととのこととのことと考考考考えますえますえますえます。。。。

★★★★今回今回今回今回ののののアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果がもちろんすべてをがもちろんすべてをがもちろんすべてをがもちろんすべてを物語物語物語物語るものではありませんがるものではありませんがるものではありませんがるものではありませんが、、、、バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットというというというという言葉言葉言葉言葉にににに関関関関してしてしてして今今今今までまでまでまで
問問問問いかけられたことのないいかけられたことのないいかけられたことのないいかけられたことのないアングラーアングラーアングラーアングラーのののの意識意識意識意識とととと、、、、釣具釣具釣具釣具メーカーメーカーメーカーメーカーのののの意識意識意識意識とをとをとをとを相当相当相当相当なななな部分部分部分部分でででで十分十分十分十分にうかがいにうかがいにうかがいにうかがい知知知知ることがでることがでることがでることがで
きるのはごきるのはごきるのはごきるのはご覧覧覧覧になってのとおりですになってのとおりですになってのとおりですになってのとおりです。。。。

★★★★「「「「自由自由自由自由にににに魚釣魚釣魚釣魚釣りをするりをするりをするりをする」」」」これはこれはこれはこれは我我我我々々々々アングラーアングラーアングラーアングラーのののの一一一一つのつのつのつの理想理想理想理想ですですですです。。。。しかししかししかししかし、「、「、「、「環境環境環境環境やややや資源資源資源資源はははは有限有限有限有限」」」」ということはということはということはということは今今今今やややや世界世界世界世界のののの
自明自明自明自明のののの理理理理でありでありでありであり釣釣釣釣りりりり人人人人とととと魚魚魚魚のののの関係関係関係関係はははは無制限無制限無制限無制限ななななルールルールルールルールのののの下下下下ではではではでは明明明明るいるいるいるい未来未来未来未来はははは決決決決してありしてありしてありしてあり得得得得ないことはないことはないことはないことは、、、、どなたにでもどなたにでもどなたにでもどなたにでも
理解理解理解理解できるできるできるできる理屈理屈理屈理屈でもあるのですでもあるのですでもあるのですでもあるのです。。。。

★★★★今回今回今回今回ののののアンケートアンケートアンケートアンケートがががが示示示示すすすす最大最大最大最大のののの結果結果結果結果はははは「「「「釣釣釣釣りりりり界界界界のためのよりのためのよりのためのよりのためのより良良良良いいいい法律法律法律法律のののの作成作成作成作成にににに釣釣釣釣りりりり人人人人からのからのからのからの障害障害障害障害はないのだはないのだはないのだはないのだ」」」」というというというという素晴素晴素晴素晴
らしいらしいらしいらしい答答答答えをえをえをえを得得得得たことでしょうたことでしょうたことでしょうたことでしょう。。。。

★JGFA★JGFA★JGFA★JGFAののののスローガンスローガンスローガンスローガン「「「「いいいいいいいい釣釣釣釣りをいつまでもりをいつまでもりをいつまでもりをいつまでも」」」」をををを実践実践実践実践できるできるできるできる最大最大最大最大でででで最高最高最高最高のののの手法手法手法手法はははは釣魚釣魚釣魚釣魚のののの資源資源資源資源にににに常常常常にににに関心関心関心関心をををを払払払払っているっているっているっている多多多多くのくのくのくの
国国国国々々々々でででで実施実施実施実施されているされているされているされている【【【【バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミット】】】】であることをであることをであることをであることを我我我我々々々々はははは、、、、このこのこのこのアンケートアンケートアンケートアンケートをををを持持持持ってってってって確信確信確信確信したしたしたした次第次第次第次第ですですですです。。。。

【【【【釣具釣具釣具釣具メーカーメーカーメーカーメーカーのののの代表者様代表者様代表者様代表者様ならびにならびにならびにならびに従業員従業員従業員従業員のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ】】】】
私私私私たちたちたちたちＪＧＦＡＪＧＦＡＪＧＦＡＪＧＦＡはははは、、、、ひとりのひとりのひとりのひとりの釣釣釣釣りりりり人人人人としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた、、、、日本日本日本日本のののの釣釣釣釣りのりのりのりの将来将来将来将来をををを心底憂慮心底憂慮心底憂慮心底憂慮するものとしてするものとしてするものとしてするものとして、、、、このこのこのこのバッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットののののアンケートアンケートアンケートアンケート
をををを昨年昨年昨年昨年よりよりよりより実施実施実施実施しししし、、、、釣釣釣釣りりりり人人人人のののの皆皆皆皆さんやさんやさんやさんやメーカーメーカーメーカーメーカーのののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの関心関心関心関心とととと理解理解理解理解をををを深深深深めていただきめていただきめていただきめていただき、、、、近近近近いいいい将来将来将来将来、、、、日本日本日本日本のののの釣釣釣釣りにもりにもりにもりにも
バッグリミットバッグリミットバッグリミットバッグリミットがががが制定制定制定制定されることをされることをされることをされることを目指目指目指目指しておりますしておりますしておりますしております。。。。メーカーメーカーメーカーメーカーのののの代表者代表者代表者代表者としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた、、、、企業企業企業企業としてとしてとしてとして、「、「、「、「日本日本日本日本のののの釣釣釣釣りにりにりにりに貢献貢献貢献貢献
するするするする何何何何かかかか」」」」をぜひおをぜひおをぜひおをぜひお考考考考えいただくことをえいただくことをえいただくことをえいただくことを心心心心よりよりよりより期待期待期待期待いたしますいたしますいたしますいたします。。。。


