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水産政策審議会第41回漁港漁場整備分科会 

 

１．開会及び閉会日時 

  開会 平成30年11月28日（水） 午後２時00分 

  閉会 平成30年11月28日（水） 午後３時42分 

 

２．出席委員 

（委   員） 片石 温美   嘉山 定晃   中田 英昭   橋本 博之   

盛合 敏子   栁内 克之   山本  勇 

 

３．その他出席者 

（水 産 庁） 岡漁港漁場整備部長 吉塚計画課長 山本整備課長 竹葉防災漁村課長 

        浅川水産施設災害対策室長 他 

 

４．議  事 

   別紙のとおり 
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水産政策審議会第41回漁港漁場整備分科会 

議事次第 

 

日 時：平成30年11月28日（水）14:00～   

場 所：農林水産省本館４階 第２特別会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 水産庁漁港漁場整備部長挨拶 

 

３ 議 事 

（協議事項） 

   ①分科会長の選任について  

  ②分科会長代理の指名について 

 （諮問事項） 

   諮問第３０２号 模範漁港管理規程例の一部改正について 

 （その他） 

 

４ 閉 会 
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午後２時００分開会 

○吉塚計画課長 それでは、定刻でございますので、ただいまより第41回漁港漁場整備分

科会を開催させていただきます。 

 当面の議事進行につきましては、計画課長であります私、吉塚のほうで進めさせていた

だきます。 

 初めに、本日の委員の出席状況についてご報告いたします。 

 水産政策審議会令第８条第３項で準用する同条第１項の規定により、分科会の定足数は

過半数とされております。本日は委員定数７名中７名の委員の方が出席されており、定足

数を満たしておりますので、本日の漁港漁場整備分科会は成立しております。 

 本日は、平成29年８月の委員改選後初めての分科会でございますので、委員の皆様の互

選により分科会長が選任されますまでの間、進行を務めさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に水産庁漁港漁場整備部長の岡から挨拶を申し上げます。

岡部長、お願いします。 

○岡漁港漁場整備部長 皆さん、こんにちは。漁港漁場整備部長の岡でございます。 

 水産政策審議会第41回目の漁港漁場整備分科会の開催に当たりまして、一言ご挨拶をさ

せていただきたいと思います。 

 まず、委員の先生方におかれましては、ご多忙の中、本日当分科会にご出席を賜りまし

て、ありがとうございます。 

 また、日ごろから、我が国水産業の振興、また水産政策全般にわたりまして、多大なご

尽力をいただいておりますことを改めて御礼申し上げたいと思います。 

 さて、昨年３月、新たな漁港漁場整備長期計画、これが閣議決定されました。その検討

に当たりましては、先生方から大変多くの貴重なご意見、またご指導賜りましたこと、改

めてお礼申し上げたいと思います。 

 ご案内のとおり、この長期計画におきましては、昨今の我が国水産業を取り巻く諸情勢、

これを捉えまして、１つは水産業の競争力強化と輸出の促進、それから２つ目に漁場の関

係でございますが、豊かな生態系の創造と海域の生産力の向上、３つ目が昨今の災害の多

発を踏まえまして、大規模自然災害に備えた対応力の強化、４つ目が漁港ストックの最大

限の活用と、これは新しいテーマでありますが、漁村のにぎわいの創出と、この４つの重

点課題とそれぞれに対して成果目標を掲げまして、現在鋭意その達成に向けて事業を推進
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しているところでございます。 

 このような中でありますが、特にこの４つ目の課題、漁港ストックの最大限の活用によ

る漁村のにぎわいの創出、これを進める観点から、また厳しい財政状況のもと、投資をい

かに効率化、また維持管理費をいかに節減を図っていくかと、そういった観点から、全国

に漁港が3,000あるわけでございますが、これらの機能をいかに再編、集約化して、その

際特に集約された漁港については、それを民間活力の導入なども視野に入れながら、水域

や用地、これをうまく活用して、増殖の場、あるいは漁村にぎわいの場、そういったもの

として有効活用を図ることが一つ重要な課題になってきてございます。 

 このため、私ども水産庁としましては、昨年来全国の漁港管理者さんなどからご意見、

ご要望などを伺いますとともに、漁業者さんの意見も踏まえながら、漁港のさらなる有効

活用に向けまして、水域、用地、これらの利用に当たっては、規制があるわけでございま

すが、その緩和策について検討してきたところでございます。 

 今般、この一定の方向性がまとまりましたので、本日その全体の考え方をご説明させて

いただくとともに、その一部、模範漁港管理規程例、これを改正するに当たりましては、

本分科会への諮問、これが必要となりますので、この部分につきましてご審議を賜りたい

と考えているところでございます。 

 委員の先生方におかれましては、諮問事項の趣旨をご理解の上、忌憚のない意見をお願

いしまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただければと思います。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○吉塚計画課長 それでは、ここで本日ご出席の委員の皆様について、こちらからご紹介

させていただきます。 

 五十音順にご紹介申し上げます。委員の皆様方におかれましては、どうぞご着席のまま

でお願いいたします。 

 まず初めに、中央大学研究開発機構准教授の片石委員でございます。 

○片石委員 片石です。どうぞよろしくお願いします。 

○吉塚計画課長 長井水産株式会社鮮魚部取締役の嘉山委員でございます。 

○嘉山委員 嘉山です。よろしくお願いします。 

○吉塚計画課長 長崎大学名誉教授の中田委員でございます。 

○中田委員 中田です。よろしくお願いします。 

○吉塚計画課長 慶応大学大学院法務研究科教授の橋本委員でございます。 
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○橋本委員 橋本でございます。よろしくお願いします。 

○吉塚計画課長 全国漁協女性部連絡協議会会長の盛合委員でございます。 

○盛合委員 盛合でございます。よろしくお願いいたします。 

○吉塚計画課長 福島県旋網漁業協同組合理事の栁内委員でございます。 

○栁内委員 栁内でございます。よろしくお願いします。 

○吉塚計画課長 大分県漁業協同組合代表理事組合長の山本委員でございます。 

○山本委員 山本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○吉塚計画課長 続きまして、水産庁側の出席者をご紹介させていただきます。 

 まず初めに、先ほど挨拶いたしました岡漁港漁場整備部長でございます。 

○岡漁港漁場整備部長 よろしくお願いします。 

○吉塚計画課長 それに、私、計画課長の吉塚でございます。本日はよろしくお願いいた

します。 

 山本整備課長でございます。 

○山本整備課長 よろしくお願いします。 

○吉塚計画課長 竹葉防災漁村課長でございます。 

○竹葉防災漁村課長 よろしくお願いします。 

○吉塚計画課長 浅川防災漁村課水産施設災害対策室長でございます。 

○浅川水産施設災害対策室長 本日はよろしくお願いいたします。 

○吉塚計画課長 そのほか水産庁の事務局が出席しております。 

 本日の漁港漁場分科会より紙の机上配布は最小限とし、ノートパソコンにて資料をごら

んいただく形にしております。 

 画面上方の左側にページ番号のしおりがございますので、説明にあわせてごらんいただ

きますようお願いいたします。うまく動かせないなどありましたら、事務局員が後ろに控

えておりますので、サポートいたしたいと考えております。会議の最中でありましても事

務局員にお知らせいただければと考えているところです。また、左手のスクリーンにも資

料の投影を行いますので、適宜ご確認いただければと思います。 

 以上でございますが、何かご不明な点ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 報道関係のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、撮影の方はここでご退席

お願いします。 
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 それでは、議事に入らせていただきます。 

 まず、協議事項の１番目の分科会長の選任でございます。 

 分科会長の選任につきましては、水産政策審議会令第５条第３項の規定により、分科会

委員の互選により選出することとなっております。いかがいたしましょうか。 

 片石委員。 

○片石委員 本分科会は、漁港、漁場の整備に関する事項を所掌いたしますので、学識者

であり、水産がご専門の中田委員にお願いしてはいかがでしょうか。 

○吉塚計画課長 ありがとうございました。 

 ただいま片石委員から、中田委員を分科会長にというご提案がございましたけれども、

委員の皆様、いかがいたしましょうか。 

 ありがとうございます。 

 異議がないということでございますので、中田委員に分科会長にご就任いただきます。 

 中田委員は分科会長の席にお移りいただきますようお願いいたします。 

 それでは、ここからの議事進行は中田分科会長にお願いいたします。 

○中田分科会長 ただいま分科会長にご選任いただきました、長崎大学の中田でございま

す。 

 最初に岡部長のご挨拶にもございましたけれども、皆さんご存じのとおり、29年度から

新たな長期計画のもとで、漁港、漁場の整備が進められているところでございます。それ

から、水産政策の改革の中でも水産業や漁村地域の活性化というのが重要な課題に掲げら

れています。この分科会でも漁港漁場整備の観点が中心になりますけれども、そうした施

策に関してもいろいろ意見交換ができればというふうに思っております。 

 円滑な議事進行に努めたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 なお、この分科会の委員の皆さん、前期からの継続の方が多いですけれども、山本委員

に新しく加わっていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の協議事項の２番目に移ります。 

 分科会長代理の指名ということですけれども、水産政策審議会令第５条第５項によりま

すと、分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があら

かじめ指名する者がその職務を代理するというふうに規定されておりますので、私のほう

から指名させていただきたいと思います。 

 この分科会では、漁港漁場整備法に基づく処分に対する行政不服審査請求について審議
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する事例も多くなっておりますことから、行政法の専門家でございます慶応義塾大学大学

院法務研究科教授の橋本委員に分科会長代理をお願いしたいというふうに思っております。

よろしいでしょうか。 

 それでは、橋本委員、よろしくお願いいたします。 

 それでは、引き続きまして、本日諮問事項がございます。その審議に移りたいと思いま

す。 

 なお、最初にお断りしておきますけれども、本日審議いたします諮問事項につきまして

は、水産政策審議会令第５条第６項の規定によりまして、本分科会の議決をもって水産政

策審議会の議決とすることになりますので、この点よろしくお願いいたします。 

 それでは、岡部長から諮問をお願いいたします。 

○岡漁港漁場整備部長 それでは、諮問文書の写しのページをごらんいただければと存じ

ます。それでは、朗読させていただきます。 

 30水港第2070号、平成30年11月28日。水産政策審議会会長殿。農林水産大臣、吉川貴盛。 

 貴審議会に対し下記事項を諮問する。 

 記。諮問第302号、模範漁港管理規程例の一部改正について（別紙）。別紙は資料２の

とおりでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○中田分科会長 それでは、本日諮問がありました件について、事務局からまず説明を受

けたいと思います。計画課長、よろしくお願いします。 

○吉塚計画課長 それでは、資料２につきまして、参考資料を用いて概要をご説明いたし

ます。 

 まず、漁港の有効活用を促進するため、水産庁におきまして検討している漁港施設に関

する利用規制の緩和の方向性についてご説明をいたします。 

 参考資料２の漁港の有効活用についてをごらんください。 

 １ページをお願いします。 

 漁港施設を有効活用すべき背景でございます。 

 先ほど漁港漁場整備部長の岡の挨拶にもありましたとおり、最近では人口減少社会の到

来や地域漁業の情勢が変化をしております。その中、これまでの漁港の機能が分散・重複

した状態で利用が継続されますと、全体的な維持管理・更新費用の増大というものが大き

く懸念されているところでございます。 

 このような中、陸揚・集出荷機能を拠点漁港に集約化するなどの漁港機能のさらなる再
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編・集約化とともに、機能集約された漁港につきましては、民間活力の導入も視野に、増

養殖の場や漁村のにぎわいの創出の場として有効活用を図ることが重要な課題となってお

ります。 

 このことは、右下にございますような漁港漁場整備長期計画の中にも当然重点課題の一

つとして位置づけられておりますし、本年６月の農林水産業・地域の活力創造プランにお

きましても、養殖場として漁港、水域や陸域の有効活用を積極的に進めるという方向性が

打ち出されているところでございます。 

 概念としましては、左にありますように、拠点漁港に特に陸揚げだとか流通機能を集約

しつつ、集約された漁港につきましては、空いたスペースの有効活用を図るような陸上の

レストランであるとか、あるいは水面を活用した養殖場であるとか、こういったものを配

置して、全体としてのストックを有効活用していくということが重要だというふうに考え

ているところでございます。 

 次のページでございます。２ページでございます。 

 現在の漁港の有効活用事例から抽出される課題でございますが、これは今進んでいる事

例でございます。漁港内の静穏水域をナマコの増養殖場として活用した事例でございまし

て、これは北海道の乙部漁港というところです。乙部の元和地区というところは、以前は

ホタテ等の中型漁船の利用が主でしたが、現在はその数も減り、船外機漁船が主力である

ことから、この地区の大型、中型船を本港地区のほうに集約をいたしまして、これに伴い

まして、元和地区につきましては、船外機船による操業を持続しつつ、水面については占

用許可を受けてナマコの増殖場として有効活用している事例でございます。 

 こういった取組につきましては、地元の漁業者の収入増、あるいは冬場の操業が可能と

なるという非常に効果が高いものでございます。今はまだ試験的なものになっていますけ

れども、今後こういう動きが広まっていけば、冬場季節風なんかで苦しめられる日本海側

の漁港におきましては、非常に効果が高い有効活用の取組ではないのかなというふうに考

えているところです。 

 ただ、問題点がないわけではなく、地元の声としましては、水面占用許可が現在原則１

年以内というふうにされておりますので、ナマコの種苗の放流から漁獲までに数年かかる

ことから、１年じゃとても事業計画が成り立たない。要するに、継続的に事業をやるため

には、許可期間をもうちょっと長くしてほしい、収支計算も立ちやすいようにしてほしい

という声が上がっているところでございます。 
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 続きまして、３ページでございます。 

 今度は補助用地に陸上養殖施設を設置している例でございます。これは鳥取県の泊漁港

というところでございまして、こちらも山陰側に面しております。当然、冬場につきまし

ては季節風等により安定的な操業はかなり厳しい所です。このため、鳥取県におきまして

は、用地に占用許可を出し、一部を陸上養殖施設として活用するという取組をやっており

ます。 

 ここでは、陸上養殖施設を運営する会社を公募しましたが、ここには全くの民間企業と

いいますか、地元の建設会社ということを聞いておりますが、そういった人が新たに参入

をしてきて、そこで養殖されたヒラメやアワビが背後地の温泉街に供給されたり、直売を

されたりしており、地域のブランド化にも貢献している取組でございます。こういった取

組が、観光客の増とか漁村のにぎわいの創出というものに寄与している事例でございます。 

 ここも非常に効果はあるのですが、占用者の声という部分ですが、同じように用地の占

用許可について、建物を建てる場合でも原則３年以内とされておりますので、期間が短く

て、収支計算がそれだけでは成り立ちにくいため、継続的に事業をやれるような環境整備

が必要だということでございます。 

 それから、陸上養殖施設といいますのは、一応漁港施設ではあるのですが、今現在の制

度では貸付けの対象にはなっていない。現在、貸付制度の対象になっておりますのは、漁

獲物の流通関係、処理、保蔵関係の施設だけになっておりますので、こういった陸上養殖

の施設も貸付けの対象にしてほしいという要望が出されております。 

 それから、貸付けの対象となります漁港の規模でございますが、現在の制度では水産物

の取扱数量1,000トン以上の漁港に限定されているということで、もうちょっと要件の緩

和ができないかという要望があるということでございます。 

 続きまして、４ページでございます。 

 事例の３でございます。水域を蓄養・養殖に活用するとともに漁港用地に飲食店等を設

置している事例でございます。 

 これは石川県の富来漁港というところでございまして、富来漁港におきましては、漁港

内の静穏水域を活用しまして、定置網で漁獲したサバ等を蓄養し、出荷調整等を行ってき

たところです。さらに、平成26年からは漁港の利用に支障がない水域におきまして、トラ

ウトサーモンの養殖も開始をしているところでございます。 

 それに加えまして、補助用地と単独用地の交換によりまして、飲食店、要するに回転ず
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し店ですけれども、そういったものであるとか、水産物の直売所というものを開店し、新

鮮な魚介類を来訪者に提供しているところです。こういうことから、入り込み客数といい

ますか、非常に大幅な来訪者の増加を呼んで、新たな雇用の創出と漁業者の所得向上を両

方実現している事例でございます。 

 非常にいい事例ですけれども、課題は、同様に地元の声で、水域の占用許可の期間が短

く、継続的に事業として実施するには収支計算が立ちにくいということと、ここの場合は

補助用地と交換すべき単独用地が漁港内にあったので、こういった回転ずし店みたいな施

設が立地可能になったわけですけれども、仮に補助用地のままであれば、そういったもの

の立地については目的外使用ということで、かなり厳しく規制を受けるということから、

補助金の適化法に基づく補助金返還の緩和措置というものが何かないのか、できないのか

ということが課題になってきているところでございます。 

 ５ページでございます。 

 こういったいろいろな有効活用の事例、それから社会情勢の変化を踏まえまして、漁港

施設のうち、特に補助用地の利用実態等の調査を行っております。今年の１月に行ったも

のでございますが、これは全国439の漁港管理者、全ての漁港管理者に対してアンケート

調査を行いました。漁港の有効活用に対してどのようなニーズがあるのかということにつ

いて、特に聞いたところでございます。 

 主な意見としましては、補助用地の利用規制の緩和による陸上養殖施設や地域活性化に

資する施設の設置、それから先ほども申した特定漁港施設の貸付制度、要するに貸し付け

られる施設の対象漁港の規模要件の緩和というものや、あるいは貸付対象施設の追加とい

うものを希望する意見が多数寄せられておりました。 

 ここに書いてあります、左の図は日本全国の補助用地の分布を集計したものです。水産

物の取扱数量1,000トン以上の漁港に大体47％の用地が集積しております。それから、100

トン以上の漁港には、そこまで見ますと全体の８割ぐらいの用地が集積しています。100

トン未満の小さな漁港におきましては、用地も少ないということから、漁港数は半分ぐら

いあるのですが、用地比率では２割ぐらいにとどまっているところでございます。 

 また、アンケート調査で、設置したい施設の主なものを聞きましたけれども、先ほど述

べましたように、水産物直売所であるとか、教育関係の施設であるとか、あるいは陸上養

殖施設、それからレジャー関係、プレジャーボート保管施設、それからダイビングや遊漁

船等の関連施設、漁業体験施設というような漁村の活性化に資するような施設の要望とい
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うものが、多く寄せられております。 

 それから、有効活用に関する要望としては、先ほど言いましたように、貸付制度におけ

る対象漁港の規模要件の緩和、それから対象施設の追加ということ、それから地域活性化

のための補助用地のさらなる規制緩和というものが多くの要望であるという結果になって

おります。 

 こういうものを受けまして、５ページでございますが、漁港施設の有効活用にかかる規

制緩和の方向性というものを水産庁のほうで検討を進めております。 

 規制緩和のポイントは大きく３つあると思っておりまして、まず占用による利用をどう

していくのか、それから貸付けによる利用をどう促進していくのか、それから占用、貸付

共通でございますが、要するに補助財産の有効活用をどうしていくのか、この３点から検

討を進めてまいりました。 

 現在、水域・公共空地の占用期間につきましては１年以内と、それから用地等を含みま

す行政財産としての漁港施設の占用許可については、原則３年以内となっているというこ

とで、非常に短うございます。 

 貸し付けられる施設の要件につきましても、先ほど述べましたように、漁獲物の処理、

保蔵及び加工施設とその用地等に限定をされており、対象漁港についても1,000トン以上

の漁港に限定されています。 

また、補助用地等につきましては、それを目的外使用すると、補助金返還というものが

適用され、非常に厳しいというような課題があるということでございます。 

 これらを改善するために規制を緩和しようということを考えております。ただし、占用

許可の期間につきましては、単純に拡大すればいいというものではなくて、当然一定期間、

きちんと占用がなされているのか、変な人に又貸しされていないのかなど、そういったも

のをチェックする必要がございます。そういうものを勘案して、民間の収支計算がある程

度立って、かつ漁港の保全上、支障のならないような期間として、どのぐらいの期間を定

めるのがいいのかということを検討しているところでございます。 

 今回の模範漁港管理規程に係る諮問事項につきましても、これらの結果、漁港としての

利用の制約を持続しつつ、規制緩和の方向も踏まえながら、一応、原則10年以内とするの

がいいのではないかと事務局では考えているところでございます。 

 それから、貸付けによる利用につきましては、対象施設を拡充する方向で、漁港漁場整

備法に位置づけられているもののうち、特に貸し付けても大きな問題にならなそうで、か
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つ民間投資者も投資しやすいような施設ということで、ニーズが高い陸上養殖施設及びプ

レジャーボート保管施設というものを貸付対象に追加すること、対象となる漁港につきま

しても、用地の分布等も勘案し、水産物の取扱数量100トン以上の漁港に拡大するという

ことを検討しております。 

 なお、補助金の適化法につきましては、従来、小学校が閉校されたときに有効活用でき

るといった運用等々を参考としながら、地域活性化を図るためであれば、漁港施設を貸し

付けて収入を得たものについては、その施設の維持管理費に充てた上で、それでも収益が

出た場合に補助金を返すという運用で緩和を図り、地域の活性化を促進するようなことを

やってはどうかというふうに考えているところでございます。 

 全容的には、規制緩和についてこういう方向性で行きたいと考えているところですが、

今回諮問しました模範漁港管理規程例の部分につきましては、この赤枠で囲った部分をご

審議いただくということになるものでございます。 

 なお、７ページでございますが、一部の関係者から民間事業者に無条件といいますか、

非常に緩和をすると、逆に秩序が乱れるのではないかというようなご指摘もあり、現状で

も漁業者とか漁協とかの漁港利用を想定しておりますけれども、民間事業者が利用する場

合につきましては、当然漁港の利用上、問題がないかどうかをチェックし、その中で問題

がある場合は中止できるような措置といいますか、取り消しをできるような措置等も運用

しておりますので、こういったものを継続しながら、秩序ある漁港の有効活用というもの

を進めていってはどうかというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、今回諮問させていただきました模範漁港管理規程例の一部改正につきまし

て、参考資料１に基づきましてご説明いたします。 

 まず、１ページ目でございます。 

 模範漁港管理規程例の位置づけをご説明いたします。 

 漁港管理者であります地方公共団体は、漁港漁場整備法第26条の規定に基づきまして、

漁港管理規程を定め、これに従い適正に漁港の維持管理を行う必要があるとされておりま

す。 

 農林水産大臣は、漁港の維持管理に関し、全国的な視点に立った模範となる運用方針を

漁港管理者に示すため、法第34条第４項の規定に基づき、水産政策審議会の議を経て、模

範漁港管理規程例を定めているところです。 

 次に、２ページ目でございます。 
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 模範漁港管理規程例を改正する理由でございますが、模範漁港管理規程例は、これまで

も放置艇対策のための規制の追加等を行った漁港法の一部改正に伴う改正や公の施設の指

定管理者制度を創設した地方自治法の一部改正に伴う改正など、時代のニーズや制度の見

直しに対応するために随時改正を行ってきたところです。 

 今般、陸揚・集出荷機能等を拠点漁港に集約化するなど、漁港機能のさらなる再編・集

約化とあわせ、機能集約された漁港については、民間活力の導入も視野に、増養殖の場や

漁村のにぎわいの創出の場として有効活用を図ることが重要な課題となっていることから、

模範漁港管理規程例で規定される用地を含む漁港施設の占用許可の期間の定めについて、

これを延長する改正を行うものです。 

 次に、３ページ目でございます。 

 占用許可の期間を10年以内としたいと先ほど述べましたが、その理由でございます。、

現状では漁港は、水域、陸域及び施設からなる漁業の根拠地であり、その利用が円滑に行

われるよう適切に管理しなければならないとされているところでございます。このため、

施設を占用することを許可する際には、漁港の整備、利用及び保全に支障がないかをチェ

ックし、支障のあるものについてはこれを排除する必要があることから、占用許可の基準

として、その最長期間を定めているところです。 

 したがって、占用許可の期間を最小限にとどめ、支障がないかのチェックをできる限り

頻繁に行うことが望ましく、昭和32年の模範漁港管理規程例の制定当初から、想定される

占用の行為や占用物件等を踏まえ、漁港整備等の工事の作業ヤードとしての使用や地元自

治体等の主催する行事での使用等、工作物を設置しない占用については１月以内、電柱、

電話柱、漁港整備等の工事の現場仮設事務所、漁業関係施設の設置等、工作物の設置を目

的とする占用については、１年以内としてきたところです。 

 その後、平成７年３月の規制緩和推進計画に占用許可期間の弾力化が盛り込まれ、国民

の負担軽減や行政事務の簡素化を図る観点から、工作物の設置を目的とする占用について

は、１年以内を３年以内とする模範漁港管理規程例の改正が平成８年11月に行われ、現在

に至っております。 

 次に、漁港の有効活用が必要な理由ですが、今般、陸揚・集出荷機能等を拠点漁港に集

約化するなど、漁港機能のさらなる再編・集約化とあわせ、機能集約された漁港について

は、民間活力の導入も視野に、増養殖の場や漁村のにぎわいの創出の場として有効活用を

図ることが重要な課題となっております。 
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 このような中、平成29年３月に閣議決定された漁港漁場整備長期計画におきましては、

漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出に重点的に取り組むとされ、また平

成30年６月に決定した農林水産業・地域の活力創造プランにおいては、養殖場として、漁

港の水域及び陸域の有効活用を積極的に進めるとされたところです。 

 次に、占用許可の最長期間を延長する理由ですが、さきに述べましたように、漁港を取

り巻く情勢の変化を背景に、模範漁港管理規程例で規定される占用許可の期間の定めにつ

いて、民間事業者が投資しやすくなるよう、可能な限り長期間の占用を可能とする必要が

あること、近年、道路、港湾、河川といった公物管理制度のほか、登録、免許等の公的規

制においても、国民負担の軽減や行政事務の簡素、合理化の観点から、許可等の期間が延

長される傾向にあること、最長期間を延長した場合でも、漁港の管理や保全の観点から支

障があるケースにおいては、漁港管理者の判断で、これまでどおり短い期間で許可するこ

とも可能であること等から、占用許可の最長期間を延長することとするものです。 

 次に、延長する占用許可の最長期間につきましては、今後、漁港施設用地の有効活用に

より設置が想定される物件は、陸上養殖施設や水産物直売所等の簡易な建物等であること、

また、港湾、道路、河川といったほかの公物管理制度の運用におきましても、５ページの

表にありますとおり、占用期間を最長で10年間としているということから、漁港において

も10年以内とするのが適当であるというふうに考えている次第でございます。 

 説明は以上でございます。 

○中田分科会長 どうもありがとうございました。 

 漁港の有効活用の観点から、漁港施設に関する利用規制を緩和するという方針に沿って、

必要な法令の改正、具体的には模範漁港管理規程例の一部改正を行いたいということです。

具体的な改正の案が参考資料１の２ページに記載されております。 

 この件、ただいまの事務局からの説明につきまして、ご意見、あるいはご質問等ござい

ましたらご発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 嘉山委員。 

○嘉山委員 嘉山ですけれども、結局これはいろいろとやっていて、漁協がそれなりに漁

港を管理するという形になっていって、それでさらに規制緩和が行われていくと、民間の

業者とか、いろいろ入ってくると思うんですけれども、それに対して、漁協に対してはし

っかり水産庁が監督していく体制をもっとつくっていかないと、漁協がちょっと違う方向

に向いたりしたときに危険性があると思うので、その辺の管理体制も強化しておけばとは
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思います。 

○中田分科会長 事務局のほうから何かございますか。 

○吉塚計画課長 当然ながら、漁港につきましては漁業者の就労の場でございますので、

こういった秩序を乱さないように、漁港を管理している地方自治体が基本的には漁港管理

者として管理することになっておりますので、変な使用がなされないように、しっかり漁

港管理者を通じて指導を強化していきたいと考えております。 

○中田分科会長 ほかに何かございますでしょうか。 

 山本委員、お願いします。 

○山本委員 今の現状からいって、こういう形で変えることは使い勝手がいいということ

で、方向性は間違ってないんだというふうに考えますけれども、基本的に今回の水産改革

でも優先順位というやつが問題になって、必ずしも漁業者が優先的にそこが利用できるん

だということになるのか、一般の人でも漁業者と対等な立場でそれを利用するような形が

可能なのかどうか、そこら辺を教えてください。 

○吉塚計画課長 参考資料２をご覧ください。 

 最後のページでございます。参考資料２の７ページでございます。 

 民間事業者が参入する場合の要件というのがここに出ているところです。ここのページ

の冒頭に書いてありますとおり、本来地方公共団体、漁協とか漁業者が施設を利用すると

いうことを念頭に置いて整備を進めている施設でございますので、こういう方々が優先さ

れるのは当然のことで、民間事業者が来たとしても、占用、あるいは貸付も同様ですけれ

ども、漁港の利用を阻害しないかを確認した上で、貸付けなり占用をさせるということに

なっております。 

 特に右側の貸付けにおきましては、当然ながら民間事業者といいますのは、そこに仮に

施設をつくると、この貸付けの場合は最大30年という形になりますので、当然信用力がな

いといけないということや漁港の利用を阻害しないことが当然の条件になっております。 

 選定に当たりましても、その選定された人等の選定結果の公表を管理者に義務づけてお

りまして、漁港の利用を阻害しないということもチェックできることになっておりますの

で、漁業者が優先される上で、民間事業者についてもちゃんと地元とある程度仲よくとい

いますか、トラブルが起こらないような人が選定されるような仕組みになっています。こ

れを今後も継続していくということを考えているところでございます。 

○山本委員 今言うように、水産改革の中で、養殖で企業参入を積極的に認めるような方
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向で行って、この場面でも漁業者は資金的にもそんなに余裕があるわけじゃない。そうい

った中で、こういう長期間利用できることによって、企業が今のただ海面だけでなくて、

こういう漁港用地についても、そういうことが長期間使用されることが可能であれば、手

を挙げる可能性がある。どれだけ海面で企業参入をするか、まだこれは全然雲をつかむよ

うな話ですけれども、そういう流れの中でいくと、そういうことも当然想定されるという

ことは考えられるのですが、そういう場合、同じ漁業者と企業は、同じ手を挙げたときに、

今言うように漁業者に優先的に使用許可を認めるというような形で、何か縛りをしていた

だけるとありがたいなと思いますけれども。 

○吉塚計画課長 この貸付制度につきましては、施設が限定されておりまして、漁獲物の

処理、保蔵、加工の関係施設と今回追加します陸上養殖施設、プレジャーボートとか遊漁

船の保管施設、こういった施設につきましては、こういう運用がなされるということにな

っています。 

 占用に当たりましては、資料左側の占用に係る長官通知のところですが、施設の有効利

用を図る際には、漁港管理者が地元関係者の了承を得るように指導することになっていま

す。地元の了承に関し、これは当然漁業協同組合や漁業者も入っていますし、あるいは背

後の地域の住民というところも当然考えているものでございます。占用に当たりましては、

施設を限定していないことから、極端な話でいうと、漁港の用地が空いているから、こん

なことを言っちゃ何だけれども、要するに葬祭場ができる可能性もありますが、そういう

ものは好ましいのか、好ましくないのか、それは地域それぞれだと思いますので、そうい

ったものも踏まえて調整を図った上で、占用許可については出してもらう。当然ながら、

漁業者が行う漁業活動に使う場合は優先されるということは、当然のことだというふうに

考えているところでございます。 

○岡漁港漁場整備部長 ちょっと補足させていただきます。 

 山本さんは養殖の関係をされているので、ご心配かと思いますが、まず水産改革との関

係では、養殖全体については、需要と供給のバランスを非常に漁業者さんが懸念されてい

る、また、ご心配されているというのは、私どもも重々承知していますので、ご案内のと

おり、国が内外の事情を見据えて養殖を振興する場合は、戦略的養殖品目を設定し、その

上で生産から販売、輸出に至る総合戦略を立てた上で、これでどういうものをふやしてい

くかとか、そういうことを定めていきますので、その段階では当然漁業者の皆さんと事前

のお話を十分した上で策定します。ですから、ある品目について、突然大量に生産される
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ということは想定されていません。 

 次に、漁港を利用する場合は、まずは、漁港機能に支障がないこと、２つ目に、地域の

活性化に資することという条件をつけます。地域の活性化、それはどうやって判断するか

というと、当然地元の漁業者さんとか地方公共団体、管理者、そういう方のご意見を踏ま

えて、それが妥当かどうか、判断されます。これは現在もそういう仕組みでやっています

ので、その仕組みはしっかり踏襲するということでございます。 

 ちなみに、このことは、先ほどの７ページの占用のところに戻りますけれども、法律で

利用を阻害しないかという条件が明確に位置づけられていますし、仮に利用を阻害する場

合については、指導した上で許可を取り消すことができることになっています。 

 また、その運用についても、長官通知によって、漁港管理者は地元の関係者、当然第一

義的には漁業者さんですが、その利用に支障がないということをしっかり確認した上で、

合意を得ることとしています。 

 また、大規模なものについては、国がチェックしないのかというご意見も聞いています。

これについては補助金適化法の関係から、利用計画の変更や目的外使用する場合には大臣

承認が必要になっていますので、そのときにチェックする機会はあります。地元で問題が

出そうなものがあれば、国の立場からもチェック可能です。先程、嘉山さんもご心配あり

ましたけれども、利用規制の緩和をしていくといろいろなものが入ってくるという懸念、

ご心配もあるかと思いますけれども、これまでどおりのしっかりしたチェックをきかせな

がらやっていきたいと思います。 

 ちょっとご参考まで。 

○中田分科会長 よろしいでしょうか。 

 幾つかご指摘いただいた点は、これから利用規制の緩和を進めていく上で結構大事なポ

イントではないかというふうに私も思いますので、ぜひ運用していく段階で十分留意をし

ていただければと思います。 

 ほかに何かご意見。 

 片石委員。 

○片石委員 参考資料２の７ページになりますけれども、ここに国によるチェックという

ところがありまして、これは最初に承認等が必要であり、チェックをしたり、必要な助言

や指導を行うということなんですが、有効利用がスタートして、その後も例えば地域での

問題などが起こらないとも限らないので、国と自治体と利用する団体の間にに入ってうま
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く調整をしたりするような、機能などをつくる必要ないのかなというのを一つ思いました。 

 もう一つは、この地域の利用に支障がないというのはもちろんなんですけれども、地域

の中で生活とか、いろいろなことに調和できるような利用にしないと、実際利用がスター

トしてみてから、地元の方とかといろいろなトラブルになるようなことがあってもいけま

せんし、にぎわいを創出するような利用であれば、地元の方も受け入れていただけるよう

な、ものであるべきじゃないかなと思っていますので、地域との調和みたいなものも入れ

ていただいたほうがいいのかなということは思いました。 

○岡漁港漁場整備部長 ありがとうございます。 

 まず、チェックの体制ですけれども、漁港管理は基本的には自治事務ですので、地方自

治体の権限を尊重するということでございます。ですから、まず一義的には地方公共団体

に対応していただきますが、その根拠については、法律で定めています。７ページをご覧

下さい。例えば占用許可の場合、これは法律39条に漁港の利用を阻害しないことを確認し

た上で許可する、また法39条の２で、許可に付した条件に違反した場合には許可を取り消

すといった仕組みはしっかり法定されていますので、これを管理者がやっていただくとい

うことです。全国3,000の漁港に国が関与していくというのは、ちょっと今の時代の体制

には合わない。 

 ただ、それで問題があった場合のチェックとして、国は補助金の行使が適切かどうかと

いう面から、これは漁港漁場整備法ではなくて、適化法に基づきチェックが可能です。 

 それから、地域活性化については、まずは漁業に資すること、２つ目の条件が公共に資

すること、それ以外のところについては、地域活性化ということを条件にしており、地域

にいかに貢献するか、漁業の振興や水産業の振興、あるいは地域の福祉の面など個別に判

断していただくことになります。 

○中田分科会長 よろしいですか。 

 漁港として利用を阻害するのを排除するのはもちろんとして、調和というのはなかなか

難しいかもしれませんけれども、調和を乱すようなことがないように、十分に注意をして

いかなきゃいけない、これは地元、現地の方との話し合いをしっかりしていくというよう

なことが前提になるんだろうと思います。そういうことでよろしいですかね。 

 ほかに何かご意見ございますか。 

○栁内委員 栁内でございます。 

 念のために申し上げさせてください。占用等について、漁港利用を阻害しないかを確認
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した上でということで運用されるというところで、そこは安心をしていきたいと思ってお

るんですが、念のため一言申し添えさせてください。 

 周辺に商業施設等の設置の可能性があるのかなというご説明を伺って感じたところです。

そういった商業施設等で不特定多数の利用者の方が集まるとなると、そこにいらっしゃる、

いわゆるお客さんなりの安全性の確保というんでしょうか、そういったところも万全だと

いう確認があってほしいなと漁業者としては思います。漁港、港は漁船等々、漁業者が働

く場所で、どうしても作業するという意味で、不特定多数の方が集まっていることを前提

に作業していない実態があるのが通常かと思うので、そこに小さなお子さんとかがうろう

ろといいますか、広範囲に歩いて出たりすると、お互いにとって不幸な事故も起きかねな

いというふうに常々感じております。 

 そういう意味では、働く場とお客さんが集う場というのが余り近過ぎると、そういった

事故等の観点も万が一ではあるのかもしれないので、漁港の利用を阻害という観点に含ま

れるのかどうか、わからないんですけれども、もし不特定多数の方が集まる施設等であれ

ば、その集まる方の安全性が確認できるというところも担保できるようなチェックが運用

としてあってほしいなと思いますので、ひとつ要望といいますか、運用上のお願いとして

一言申し添えさせてください。 

○中田分科会長 その点も含めて、岡部長。 

○岡漁港漁場整備部長 当然、それについては漁港機能に支障のない範囲、これは管理者

の裁量にかなり委ねられていますが、これは全部を10年まで認めるというものではなくて、

ケースバイケースで、例えば１カ月で許可している場合もあれば、１年で行っている場合、

３年で行っている場合もあります。先ほど紹介させていただいた石川県の富来漁港の例が

有効活用の検討のきっかけの一つなんですが、地元漁業が非常に厳しい中、定置網の魚を

市況を踏まえつつ出荷をしていたのですが、さらに地元でもっと売っていこうということ

で、これは漁協の子会社ですが、西海丸という回転ずし屋を岸壁のすぐ背後に開業しまし

た。当然ここは、食べる方からすれば非常に便利ないいところですが、漁業者からすれば、

そこに人がいては危険だということですが、管理者さんと漁業者さんなどの間で利用のル

ールについてよく打ち合わせていただいて、うまく成立しているという事例です。このよ

うに、漁港管理の主体は地方公共団体になりますので、そこは漁港の主たる利用者である

漁業者さんの意見を十分聞いた上で、その占用規則を定めてほしいということです。 

 具体的に、運用面ではいろいろご心配もあるようですが、占用を与える場合、補助金適
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化法の先ほどの財産処分に係るルールについて、長官通知に定めており、例えば有効利用

に当たっての前提条件という項目があり、補助事業者、これは管理者と同一のほうですが、

地公体、近隣住民、漁業関係者の他、漁業利用者の合意を得ることということを条件づけ

て運用させていただいています。 

 ですから、利用の拡大が図られるにおいて、こういった既定のルールを改めてしっかり

周知させていただきたいと思いますし、この後も、省令改正の作業や地方公共団体向けの

説明なども進めていくこととしておりますので、本日いただいた意見を十分踏まえ、ご心

配がなくなるように努めてまいりたいと思います。 

○中田分科会長 よろしいでしょうか。 

 いろいろご意見やご要望をいただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、本件、模範漁港管理規程例の一部改正につきましては、諮問のとおり改正す

ることが適当である旨の答申を出したいというふうに思いますけれども、それについては

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中田分科会長 それでは、異議がないということですので、一応答申書を用意していた

だいたものを朗読させていただきます。 

 答申書。30水審第40号。平成30年11月28日。農林水産大臣、吉川貴盛殿。水産政策審議

会会長、山川卓。 

 平成30年11月28日に開催された水産政策審議会第41回漁港漁場整備分科会において審議

の結果、諮問のあった下記の事項については諮問のとおり改正することが適当であると認

める。 

 記。諮問第302号、模範漁港管理規程令の一部改正について。 

 ということでございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、この答申書をお渡しします。 

（答申書手交） 

○岡漁港漁場整備部長 どうもありがとうございます。 

○中田分科会長 本日は諮問事項が１件ですが、続きまして、議事のその他でございます

が、事務局から報告が２点あるということですので、これも吉塚課長、よろしくお願いし

ます。 

○吉塚計画課長 事務局からの報告、第１点目でございます。 
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 １点目は、境漁港のみなし施設に関する取り扱いについてでございます。 

 この境漁港のみなし施設につきましては、平成28年11月１日開催の第37回本分科会にお

きまして、みなし漁港施設として、この図で書いてございます下の青いところ、冷凍・冷

蔵施設をみなし施設として認定をいただきました。その後の状況についてご説明をいたし

ます。 

 第37回本分科会に諮問いたしました冷凍・冷蔵施設につきましては、漁港区域内に整備

中の荷さばき所、この赤いところと一体化して高度衛生管理の流通機能を果たすため、漁

港区域に編入し、一連の施設として管理していくことが好ましいという施設でございます。

このため、まずはみなし施設に指定した上で整備を進め、おかげさまでその整備も完了し、

平成30年４月に供用を開始したところでございます。 

 一方、冷凍・冷蔵施設を漁港区域に編入するための境漁港の区域の拡大につきましては、

拡大予定区域と重なる港湾施設の臨港道路、これが紫色のところと白い点線に沿ったとこ

ろでありますが、そこに臨港道路が横方向に走っております。その道は右のほうに行きま

すと、国際フェリーターミナルがございまして、左のほうには国道が走っているというこ

とで、港湾施設としても非常に重要な幹線道路となっております。 

 この道路につきましては、国際フェリーターミナルと国道を結ぶ重要な道路であるとい

うことも踏まえ、将来にわたって同等の輸送機能が維持されるということが関係行政機関

との協議により確認できました。このことから、仮に漁港区域が拡大できないとしても、

水産物の輸送の面で支障を生じることはないということが確認されたところでございます。

現在と同様に、荷さばき施設と冷凍・冷蔵施設が一体として、高度衛生管理型の流通機能

を確保できるということが確認されているところでございます。 

 また、この境漁港につきましては、非常に漁港区域が狭うございまして、白い点線の範

囲が左側にずっと長くウナギの寝床みたいにつながっておりますけれども、そこの部分し

かございません。これまでも用地が非常に狭いということから、この白い点線の区域の外

に給油施設であるとか、冷凍・冷蔵施設等７つの施設がみなし施設として認定をされてい

るという非常に特色のある漁港になっております。 

 ただ、そのみなし施設につきましても、その後の管理運営状況を確認しますと、漁港区

域の中に入らないことによる不利益、あるいは支障というものは全く生じていないという

ことが確認をされております。こういったことを考慮した結果、４月に供用を開始しまし

た冷凍・冷蔵施設につきましても、最終的にみなし施設のまま管理を行うこととしたとこ
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ろでございます。 

 以上につきまして、本日簡単ではございますが、委員の皆様にご報告をさせていただき

ます。 

○中田分科会長 この件は、以前分科会でこの境漁港のみなし漁港施設お認めいただいた

件のその後の状況の報告ということでございます。 

 何かご質問等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、もう一つ何か。 

○吉塚計画課長 続きまして、参考情報といいますか、平成31年度の水産基盤整備関係予

算の概算要求の概要につきまして、簡単にご説明を申し上げます。 

 まず、１ページでございます。 

 これが来年度の水産基盤整備事業の予算要求の概要版でございます。総額といたしまし

て854億円、本年度が700億円でございますので、対前年比122％の要求となっております。 

 その重点につきましては、長期計画に基づきます４本柱、水産業の競争力強化と輸出促

進に向けた生産・流通機能強化の対策、それから漁場環境の変化に順応した広域的な水産

資源の回復対策、それから大規模自然災害に備えた漁業地域の強靭化対策、今回の規制緩

和とも関係しますけれども、漁村の活性化に向けた漁港ストックの最大限の活用という４

本柱に予算を重点的に投資しようというふうに考えているところでございます。 

 特に来年度の特徴といたしましては、水産改革とも連携しますけれども、先ほど言いま

したように、生産流通機能強化対策の中で集出荷機能の集約・強化というものを大きく打

ち出し、このための新たな制度拡充もやっていくということ、それから養殖業発展のため

の環境整備というものも重点の一つとして挙げておりまして、外国輸出等も踏まえながら、

戦略的に養殖を発展させていこうと、そのための支援対策事業を拡充するということも要

求をしていこうと考えております。 

 それと、漁港ストックの最大限の活用につきましては、これは予算要求状況といいます

よりも、今回のこの規制緩和をもって、規制緩和は非常にキーポイントに感じております

ので、施設の長寿命化と連携しながら、有効活用を推進していくということを掲げている

ところです。そのキーポイントになりますのが今回の利用制限の見直しというものになっ

ております。 

 そのほか水産資源の回復対策、それから今議論がなされています漁業地域の強靭化対策
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を首相談話では３年間で重点的に投資するというような話もございますので、これらにつ

いてもしっかり対応していきたいというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、２ページでございます。 

 水産物の流通機能の集約・強化対策でございますが、これは輸出も視野に入れながら、

品質面、コスト面等で競争ができるような流通構造の改革というものが必要というふうに

考えております。 

 そのためには、漁業者の所得向上を図るとともに、消費者ニーズに応えた水産物の供給

を図る。供給を促進するために、産地市場の統合・重点化を推進いたしまして、これの関

係で漁港機能の再編・集約化や水揚漁港の重点化というものを推進していくということで

ございます。 

 例がございますが、長崎漁港におきましては、高度衛生管理型の荷さばき所を順次整備

をしておりまして、現在でも中国向けに年々輸出量が増加してきているというものでござ

います。高知県の田ノ浦漁港におきましては、周辺の小さな漁港から陸送、あるいは海か

ら水揚げ物が集約化されまして、その出荷ロットが大きくなる。それからロットが大きく

なれば出荷先がふえるとともに競りが非常に盛んになるということで、単価が向上し、搬

出先といいますか、出していく先も広範囲に拡大をしてきているという例でございます。 

 次に、養殖業発展のための環境整備対策でございますが、先ほど部長からの説明もあり

ましたように、国は国内外の需要を見据えて戦略的養殖品目を設定するとともに、生産か

ら販売・輸出に至る総合戦略を立てた上で、養殖業の振興に取り組みます。特に、日本に

おきましては、台風等の影響で静穏水域が少のうございますので、養殖適地を拡大するた

めに、大規模静穏水域の確保に必要な事業を行う。また、養殖場として漁港の水面、陸域

の有効活用を積極的に推進していくと、今回の規制緩和もこういう特に陸上養殖等も推進

していく一要素になるというふうに考えているところです。 

 事例につきましては、長崎県の対馬にあります尾崎漁港の例でございます。漁港の先に

これは養殖場を守るような沖防波堤を整備し、静穏水域を確保し、養殖場と近接した漁港

の一体的な保安、安全性の向上を図るというものでございます。それから、鳥取県の泊漁

港につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。 

 続きまして、参考に長期計画の４つの柱に掲げております今回の規制緩和につきまして

は、これの全てというか、１番と４番に直接絡んでくるような規制改革になると思います

けれども、こういうものを推進していく、非常にいい改革ではないのかなというふうに考
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えているところでございます。 

 以上でございます。 

○中田分科会長 どうもありがとうございました。 

 平成31年度概算要求で、特に水産基盤整備関係の概要ということで報告をしていただき

ました。 

 今の２点目の報告につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。 

 片石委員。 

○片石委員 31年度の概算要求額が854億円で、この括弧に書いてある700億円は昨年度の

ことなんですか。この154億円は昨年度と比べてどこにめり張りがついているのか教えて

いただきたいというのがまず１点と、今回のこの改革、規制緩和の方向性というのが私は

漁業者の方にはいろいろ考えもあるんでしょうけれども、漁村が活性化するということで、

とてもいいことだと思っております。 

 漁村は夜はすごく暗くて、特に山陰など車で走っていると本当に暗くて、もっと明かり

があればいいのになとすごく感じます。暗いところだと、どこから誰が上陸してくるかわ

からないですし、悪い人が来るかもしれないですし、防犯面で不安なところがあるかと

常々思っておりまして、にぎわいがこれから創出されたり、明るい漁村地域になるという

こといついて、今後期待していることでございます。 

 ただ、アクセス等で不便なところも多いと思います。都市型の漁業地域は関東圏であれ

ば、車で１時間以上かかっても、人はよく来たり集まったり、にぎわいも創出されるので

しょうけれども、不便な地域の場合には、もともとの住民も不便なところもあるでしょう

し、新たに想定している有効利用が進んだときに、それを利用する人や新たに定住する人

の利便性が少しでも向上するように漁村だけで考えるのではなく、交通ネットワークなど

いろいろな分野のほうと連携するような、方向に向かっていただければと思っております。 

 以上です。長くなってすみません。 

○中田分科会長 事務局のほうから何かございますか。 

○吉塚計画課長 まず、この31年度の概算要求の力点につきましては、これは夏に出した

ものでございますが、特にここに書いてあります集出荷機能の集約・強化、特に高度衛生

管理対策であるとか、あるいは今回漁船の規制改革もありますが、運搬船の大型化等に伴

いまして、岸壁を深くしないといけない港というのが結構多くなってきてございます。そ

ういったところに厚く予算要求をしているところです。 
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 一方、昨今では強靭化、東南海、南海地震の対策であるとか、そういったところも外せ

ませんので、こういったところも当然それなりに要求を拡大させてもらっていますし、水

産資源の回復対策についても、あわせて伸びの大小はございますけれども、当然拡大要求

をさせていただいております。ストックの最大限の活用につきましても、これは老朽化対

策として、特に施設の老朽化を保全対策する事業ということで、ここについてもそれなり

に予算拡大をして要求をしているところでございます。 

 それから、あとにぎわいの関係は、先ほど言ったようなそういう施設の導入であるとか

をやりますし、ほかの道路との事業の連携につきましても、しっかり今後とも検討してい

きたいと、しっかり関係部局とも連携をとりながら進めていきたいというふうに考えてい

ます。 

○岡漁港漁場整備部長 漁村のにぎわいの創出は、今回の長期計画で新しく立てていただ

いた一つの大きな柱だと思っています。日本全体を見渡したときに急激な人口減少社会に

突入しています。前大臣がご挨拶でよくお話しされていましたが、昨年１年間で日本の人

口が40万人も減ったと、どこかの県の人口に迫るような勢いで減っていると、そういう中

で全国津々浦々の漁村をいかに活性化させるか、にぎわいを持たすかという問題意識でご

ざいます。 

 予算的にはいろいろ厳しい状況にあるので、できればこの分野については、余り費用を

かけずにやっていきたいと考えていまして、その一つの方策が漁港の有効活用です。全国

の各漁港を見たときに、高齢化が進んで漁業が厳しいようなところが結構出てきています。

そういうところについては、高齢漁業者さんは、遠くに漁に行けないと、漁港の近場で漁

ができるような仕組みが欲しいという声をよく聞きます。 

 漁港のそばに新たに漁場をつくろうかという方法もあるのですが、それなら漁港そのも

のを有効活用してはという考えです。片石先生が詳しいと思いますが、近年北海道日本海

側の漁業が非常に厳しい中、増養殖に転換を図りたいとの要望がありますが、冬季は風浪

で荒れて海面は使えないことから、唯一使える静穏域が漁港であります。さらに漁港にレ

ストラン、直販所などをつくり人が活動し、そこで小さいながら経済循環を生み出す。さ

らにそれで雇用も少しでも生まれ、少しでも税金がその地方に落ちると、そういう仕組み

ができないかなというのがこの有効活用の一つの発想でもあります。ですから漁港をでき

るだけ使い勝手をよくして、漁港というのは地域、小さな集落、コミュニティの中心に大

体ありますので、そこを中心にいろいろ地域のアイデアをもって漁港を発展、にぎわいの
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場としていただきたい。 

 長期計画では、漁村の交流人口を５年間で100万人ふやそうという結構野心的な目標を

立てさせていただきました。私どもは基盤の整備だけではなくて、あくまで漁港というの

は基盤でありますので、そこに浜プランとか渚泊のようなソフトの施策をあわせ行うこと

により、漁村に人が来て活動が生じて利益を生み出す、そういうふうな仕組みをつくって

いきたいという思いでやっています。 

○中田分科会長 ほかにどなたかご質問、あるいはご意見でも構いません。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかにないようでしたら、以上をもちまして本日の分科会を閉じさせていた

だきたいと思います。長時間にわたっていろいろご意見をいただきまして、ありがとうご

ざいました。 

 最後にまた岡漁港漁場整備部長に登場していただくことになっているんですが、ご挨拶

よろしくお願いします。 

○岡漁港漁場整備部長 改めまして、先生方におかれましては２時間弱にわたりまして、

漁港の有効活用につきまして、熱心なご審議、ご意見を賜りまして、また答申をいただき

ました。ありがとうございます。このことについて一言お礼のご挨拶をさせていただけれ

ばと思います。 

 先ほど来出ていますけれども、水産業を取り巻く環境は特に人口減少、これが非常に厳

しいという理解でございます。加えて資源状況も厳しいと、そういう中で漁港漁場につき

ましては、１つは水産物流通の拠点、基盤であるということ、１つは漁場としては水産生

物の生息、生育の場であると、貴重な空間であるということ、それから昨今災害がふえて

いて、漁港漁村を災害から守る場でもあるということ、さらには先ほど来出ています漁村

におけるさまざまな活動を支える場であるということ、こういった非常に重要な役割を持

っているところでございます。 

 こういう中で、今回ご審議いただきました有効活用については、先ほど来繰り返しにな

りますけれども、長計で掲げました４つ目の重点課題である漁港ストックの最大限の活用

と漁村のにぎわいの創出と、これを達成していく上において、大変重要な事項であったわ

けでございます。 

 今回、ご答申いただきましたけれども、今後の手続としましては、一部省令改正が必要

になりますので、その関係でパブコメを１カ月行いたいと思います。また、これまでも行
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っていますが、引き続き全国の漁港管理者さん、また漁港関係者の皆さんに丁寧なご説明

を通じまして、できれば来年３月末、今年度末をめどに新たな仕組みを施行していければ

なと、そういう目標でやっていきたいと考えています。 

 ご案内のとおり、非常に厳しい財政事情ではございますけれども、先生方にご指導いた

だきました漁港漁場整備長期計画、これの着実な推進に向けまして、今後ともここが大事

だと思いますが、１つは効率的、効果的な事業の実施と、あと管理、運営も含めて、しっ

かり努めてまいりたいと思いますので、先生方には引き続きのご指導、ご鞭撻をお願いで

きればと思います。 

 以上、簡単ではございますが、お礼のご挨拶とさせていただければと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○中田分科会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、進行役を事務局と交代したいと思います。よろしくお願いします。 

○吉塚計画課長 ありがとうございました。 

 模範漁港管理規程例の一部改正につきましては、本日答申をいただきましたので、これ

で終了となります。 

 今後の漁港漁場整備分科会につきましては、現在のところ具体的な審議案件は予定され

ておりませんが、開会の必要性がございましたら、改めて委員の皆様にご案内を申し上げ

たいと思っております。その際にはよろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、本日の漁港漁場整備分科会を終了させていただきます。 

 長時間の間、ご審議ありがとうございました。 

 

午後３時４２分閉会 


