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平成十四年十月三十一日（木）

於・東条インペリアルパレス 六階「九重」
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水 産 庁

目 次

一、開 会

二、水産庁長官挨拶

三、議 事

（一）諮問事項

漁港の区域の認可について（諮問第三十二号）

（二）報告事項

①平成十五年度水産基盤整備事業の概算要求について

②平成十五年度防災漁村課関係事業の概算要求について

（三）その他

四、閉 会

開 会

○田中計画課長 おはようございます。予定の時間がまいりましたので、ただいま

から第一回漁港漁場整備分科会を開催させていただきます。

委員の皆様方の出欠状況についてでございますが、本日は委員九名中、八名の委

員の方の出席の予定でございますが、吉武委員がちょっと遅れているようでござい

ます。一応、現在、委員九名中七名のご出席でございますので、水産政策審議会議

事規則による当漁港漁場整備分科会の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。

なお、申し遅れましたが、本分科会の名称につきましては、昨年六月に制定され

ました漁港漁場整備法が本年四月一日に施行されたことに伴いまして、水産政策審

議会令が改正されまして、これまでの「漁港分科会」から「漁港漁場整備分科会」

に改称されておりますので、念のため申し添えます。

また、今回は、分科会の名称のみの変更でございまして、委員の皆様方、並びに
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会長、会長代理につきましては変更はなく、会長には山内委員、会長代理には川合

委員の両委員に引き続きお願いいたしております。

議題に入る前に、資料の御説明をいたします。

資料一に「漁港漁場整備分科会委員」の名簿、資料二に「諮問第三十二号」の写

し、資料二‐一に「諮問第三十二号 、それから資料二‐二に「諮問第三十二号」」

、 「 」、の参考資料 資料三‐一に 平成十五年度水産基盤整備事業の概算要求について

資料三‐二に「平成十五年度防災漁村課関係事業の概算要求について」というふう

に封筒に入っているかと思います。それと十五年度予算要求関連のポンチ絵といい

ますか、Ａ３のカラー刷りが入っているかと思います。よろしいでしょうか。

〔 はい」と呼ぶ者あり〕「

○田中計画課長 それでは、山内会長、よろしくお願いいたします。

○山内会長 皆さん、おはようございます。山内でございます。皆さんの御協力を

得て、無事、議事を進めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

水産庁長官挨拶

○山内会長 それでは、議事に入ります前に、木下水産庁長官が御臨席されていま

すので、長官の方からまずごあいさつをいただきたいと思います。

○木下水産庁長官 水産庁長官の木下でございます。おはようございます。

委員の皆様方にはお忙しい中、本分科会に御出席いただきまして、厚く御礼を申

し上げたいと思います。また、水産行政の推進にいろいろと御協力いただいており

まして、改めて御礼を申し上げたいと思います。

本日の分科会は、計画課長から申し上げましたとおり、昨年制定されました漁港

漁場整備法が本年四月一日から施行されているわけでございまして、その第一回目

の会合でございます。昨年は、新しい漁港漁場整備法のもとでの長期計画策定とい

うことで大変お世話になりました。昨年を思い出しますと、従来の総事業費からア

ウトカム目標にまさに長期計画を抜本的に変えるということでございまして、霞ヶ

関の中でも私どもの漁港漁場整備計画はまず第一番目のスタートになったわけでご

ざいます。そういう意味で、改めて感謝を申し上げたいと思っております。

、 、 、私ども 本年三月には漁港漁場整備長期計画を制定いたしましたし また同時に

水産基本法に基づきます基本計画も策定したところでございます。私ども水産基本

計画、それから漁港漁場整備長期計画に即しまして、今後の水産施策の展開を図っ

てまいりたいと考えているところでございます。

、 、本日は 漁港区域の認可につきまして御検討をいただきたいと思っておりますが

その前に来年度の概算要求につきまして、その概要を御説明させていただきたいと
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思っております。来年度の概算要求につきましては、私ども四つの視点に基づいて

予算要求しているわけでございます。一つが安全な食の提供、それから豊かな沿岸

域環境の創造、活力ある漁村の形成に向けての環境創造型水産基盤整備事業の推進

ということでございます。私ども従来、ともすれば公共事業は公共事業の中で展開

していたわけでございますけれども、先ほど申しましたように、水産基本計画と基

盤整備の長期計画を車の両輪といたしまして、それぞれ施策の中で公共事業も展開

していきたいと考えているところでございます。後ほど担当課長から御説明申し上

げますので、御教示のほどよろしくお願いいたします。

委員の皆さん方、今度とも私ども水産施策につきまして、忌憚のない御意見を賜

りますようお願い申しまして、簡単ではございますけれどもあいさつにかえさせて

いただきます。よろしくお願い申し上げます。

○山内会長 どうもありがとうございました。

長官におかれましては、公務の関係で、後ほど御退席されますので、皆さんのご

了承をお願いしたいと思います。

議 事

○山内会長 それでは本日の議事に入りたいと思います。

本日は諮問事項が一件、報告事項が一件でございます。

なお、本日、御審議いただきます諮問事項につきましては、水産政策審議会会議

規則第十条の規定によりまして、漁港漁場整備分科会の議決をもちまして審議会の

議決となっております。皆さんの御協力をいただきまして円滑に議事を進めてまい

りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、早速ですが、諮問第三十二号につきまして、事務局から説明をお願い

したいと思います。

（一）漁港の区域の認可について（諮問第三十二号）

○田中計画課長 今回お諮りします事項は漁港の区域の認可についてであります。

四つの漁港の区域の変更についてお諮りいたします。

まず、お手元の資料につきまして御説明させていただきたいと思います。お手元

に配付されております資料二‐一と資料二‐二をごらんいただきたいと思います。

資料二‐一の六ページから八ページにかけまして、四つの漁港、今回お諮りいたし

ます漁港でございますが、その名称、所在地、認可事由を記載してございます。同

じく資料二‐一の後半でございますが、十四ページから十七ページには、今回お諮
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りいたします漁港の区域の変更に係る告示の案を添付してございます。

また、資料二‐二につきましては、参考といたしまして今回お諮りいたします漁

港の構成、陸揚げ量とか利用船の隻数等でございますが、その構成。それからこの

審議会にお諮りいたします根拠となります漁港漁場整備法の関係しているところの

抜粋、それから漁港の区域の認可基準であります「漁港の指定等に関する基準 、」

これは審議会で決めていただいたものでございますが、その基準を添付してござい

ます。

その前に、諮問事項を読み上げさせていただきたいと思います。お手元に諮問文

のコピーが用意されております。資料二の一枚紙でございますが、これを朗読させ

ていただきたいと思います。

〔諮問文 朗読〕

こういったことで、先ほど御説明いたしました認可の内容となっております。

それでは、この四港につきまして、スライドで御説明いたしたいと思います。四

港の漁港につきましては、一港が新しく指定するもの。二港が、隣接する二つの漁

港を一つにする、いわゆる合併するもの。それから一つが、単純にといいますか、

漁港区域を拡大するものでございます。

〔スライド〕

まず第一番目が、大正漁港の新規指定について御説明いたしたいと思います。

、 、これは 諫早湾干拓工事のための石材等の積出港として使われておりました施設

、 。 、港を漁港として利用したく 漁港区域の指定を行うものでございます 大正漁港は

長崎県の南東部、島原半島の北の方にございます瑞穂町に位置しております。東は

国見町、西は吾妻町、南は千々石町に接している町でございます。

大正漁港は諫早湾干拓事業で整備された潮受堤防と、瑞穂町に唯一あります港湾

でございますが、地方港湾の西郷港のほぼ中央に位置しております。本町には西郷

港はございますが漁港はありません。水産活動につきましては、拠点としてはこの

西郷港を利用しております。新しく指定いたします大正漁港と西郷港の間は二・五

キロぐらい離れております。また、この近辺で最も近い漁港は有明町にあります湯

江漁港でございます。

当地区の漁港指定につきましては、以前から要望があったわけでございますが、

昭和二十八年から始まりました国営諫早湾干拓事業の計画では、この地域が干拓の

中に入るということで、当時は漁港の指定を見送ったところでございます。しかし

ながら、昭和五十八年度からこの諫早湾干拓事業の事業計画の見直しが行われまし

て、昭和六十年度に締切堤防がこの位置で決まりまして、事業計画のこの埋立面積

が三千五百五十ヘクタールということで決定されましたので、ここに漁港を指定し

ようということになったわけでございます。
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瑞穂町は、干拓事業の計画区域外になったわけでございますが、この諫早湾干拓

事業の進捗に伴いまして、諫早湾干拓事業で使います捨て石とかブロック等の積み

出しの港として、同町の大正地区が選定されました。施設の規模としては、平成五

年度までに用地が約一万一千平方メートル、防波堤が、東側が二百六十メートル程

度、西側は百二十五メートル程度の整備がされております。

平成四年度から潮受堤防及び排水門工事が本格的に着手されまして、積出港では

捨て石やブロックの積み込み、運搬が行われておりました。

平成十一年三月で潮受堤防が完了したことに伴いまして、積出港としての使命を

終えまして、現在は地元漁業者が漁業基地として使っております。今、約十五隻が

利用しております。

この施設規模は、先ほど申しました防波堤と用地のほかに、八十メートルの係留

施設がございます。泊地とか航路につきましては、当初マイナス四メートル水深で

つくられたわけでございますが、現在は土砂に埋まっておりまして、干潮時での漁

船の係留は難しい状況であります。

瑞穂町の漁業協同組合は、先ほど申しました地方港湾の西郷港の後背地にありま

す瑞穂漁協でございます。所属組合員は、正組合員が五十六名、准組合員が二十二

名、計七十八名の組合員を擁しております。このうち、正准合わせまして三十九名

の漁業者が大正地区の組合員でございます。

大正地区の主な魚種としては、タコ、アナゴ、ガザミ、アサリ、ノリ等で、平成

十二年度の陸揚げ量は七十九トン、陸揚げ金額は二千八百万円でございます。

この瑞穂漁協で行われております漁法は、採貝業、刺し網、一本釣り、かご漁、

ノリ養殖などが沿岸で行われております。かつてはタイラギ漁も盛んに行われてい

ましたが、近年は衰退し、現在まで十年間休漁という状況でございます。

タイラギに変わりまして、瑞穂漁協ではアサリ漁が主力になっております。アサ

リの稚貝放流を昭和六十三年から実施しておりまして、毎年七、八月に六十トンを

放流し、翌年の三月から五月ぐらいにかけて収穫いたします。大正地区での水揚げ

量は三十三トン、金額にして約一千百万円となっております。全水揚げの三割以上

を占めております。

刺し網漁業も盛んでございまして、主にボラ、スズキ等の魚類を中心に行われて

おります。大正地区の漁業者だけで三十六トンの水揚げがございます。

この他に、一本釣り、アナゴかご、カニかご。これはアナゴをとるものでござい

ますが、タコつぼなどの漁業を行っております。

平成五年ごろからガザミの中間育成を実施しておりまして、毎年七、八月の二カ

月間はこういうふうに中間育成いたしまた後、平均二十万尾ほど放流してございま

す。漁獲量は六トンでございまして、金額にして約三百万円となっております。
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このほかに、今年に入りまして、新しい漁業の対象魚種として、七月から漁協が

試験的にカキ養殖を実施しておりまして、新しい魚種として期待が持たれていると

ころでございます。

、 、 、以上のように 瑞穂町の漁業者は水産業の振興のため 日々努力しておりますが

同町には先ほど申しましたように、漁港がないということで西郷港に依存している

わけでございますが、この西郷港の施設といたしましては、マイナス二メートル水

深の物揚げ場、それから船揚げ場、用地等がございますが、物揚げ場が百八十メー

トルで、そのうち動揺制御型の浮体式係船岸というのが十五メートルあります。船

揚場の延長は三十メートルほどあります。用地には給油タンクが二基設置されてお

りますが、ほかに荷捌き所とか漁具倉庫などはございません。そういうことで、漁

業活動に大きな制約があります。

また、一部の漁業者の方々は大正漁港が使えないということ、また、時化たとき

、 。にも港内に係留できないということで 近隣の河川にこのように係留しております

これは大正漁港でございますが、干満の差がここは大体五メートルほどありまし

て、干潮時には海底が露出し、漁に出られなくなったり帰港できない状況にありま

す。

また、先ほど申しましたように、港内の水深が浅いため、三トン以上の漁船は沖

で小型船に乗りかえて、積みかえて港に運ぶということで大きな負担となっており

ます。

現在、漁協が整備しました縦十一メートル、横三メートルの浮桟橋を利用してお

りますが、老朽化しておりますし、またこれは小さいため、せいぜい両岸に二隻ぐ

らいしか接岸できませんので、船の帰港の時間が重なった場合、こういうふうに二

列に係留して、漁獲物を水揚げするといった状況になります。

また、荷捌き所がないため、陸揚げしたものを直接トラックに積んでおのおの選

別している状況でございまして、後背地に荷捌き所の整備が計画されております。

漁具の保管状況です。漁具倉庫等がございませんので、このように野ざらしの状

況でございます。

こういうことから、この大正漁港の整備計画につきましては、平成十五年、来年

度からマイナス二・五メートル泊地の浚渫を計画しておりまして、それに伴い航路

もマイナス二・五メートル、これは等深線でございますが、ここまで航行に支障が

ないように航路浚渫を行いたいと考えております。また、先ほど申しました老朽化

した浮桟橋のかわりに、新しい浮桟橋を設置する予定としております。

また、現況の係留施設、防波堤は工事のためにつくったものでございますので、
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仮設構造となっているため、改良もしなければならない状況です。用地につきまし

ては、荷捌き所用地、野積み場用地、漁具保管修理施設用地、駐車場用地、漁港環

境整備施設用地等の整備を進めていきたいと考えております。

、 、このような整備によって 漁港としての機能が十分発揮できるようになりまして

現在、西郷港を利用せざるを得ない大正地区の組合員の方々もこちらが利用できる

ようになるわけでございます。

そういうことで、漁港の区域の指定範囲でございますが、このように漁港の整備

及び管理に必要な最小限の区域を指定したいと思っております。瑞穂町から漁港を

新規指定するために、漁港区域の妥当性について認可申請があったわけでございま

すが、審査の結果、適当と認められますので、国としてこれを認可するため、当審

議会にお諮りするものであります。

なお、本漁港の区域内に国土交通省河川局所管の海岸保全区域がこの点線のよう

にありますが、これは漁港区域が、この実線のようになりますので、漁港区域と海

、 、岸保全区域が重なるわけでございますが こういったことについては河川管理者と

もう調整が済んでおります。

以上が大正漁港の区域の認可についての説明でございます。

続きまして、先ほど申しましたように、二港ほど合併の案件がございますので、

それについて説明いたします。

、 。 「 」一つが 名足漁港と馬場漁港の合併でございます これを合併して ばなな漁港

という名前にしようとするものでございます。これは馬場漁港と名足漁港が隣接し

ておりまして、これを合併して、中核的な漁業基地として整備したいと考えている

ものでございます。

名足漁港がこれでございます。馬場漁港はこれでございまして、この辺を中山地

、 「 」、 「 」、 「 」区と言うそうでございますので 馬場の ば 中山の な それから名足の な

を取りまして、合併後の名称は「ばなな漁港」としたいということでございます。

当該漁港につきましては、歌津町というところにございます。宮城県北部の南三

陸、金華山国定公園内にあります。御存じの方もいらっしゃるかと思いますが、先

月、同町の伊里前川にワモンアザラシがあらわれまして 「ウタちゃん」としてメ、

ディアをにぎわしたところでございます。

歌津漁港には、第二種漁港が二港、伊里前と泊でございますが、それから九港の

第一種漁港がございます。計十一港の漁港があるわけでございますが、今回合併い

たします漁港は、同一の湾の中に位置しておりまして、二港とも歌津町が管理する

第一種漁港でございます。

区域につきましては、名足漁港がこの黄色の線で示しております。昭和二十六年
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に指定された漁港で、背後集落のうち約八割が漁家となっておりまして、所属漁船

は百六十隻で、ほとんどが五トン未満の漁船でございます。

本漁港は第七次漁港整備長期計画で、改修事業により本格的な整備に着手し、現

在も整備を行っているところでございます。

緑色で示したのが馬場漁港でございまして、こちらも昭和二十六年に指定された

漁港で、背後の集落の全世帯が漁家となっております。所属漁船は六十四隻で、ほ

とんどが五トン未満の漁船でございます。

この馬場漁港は、第五次漁港整備長期計画から局部改良事業として整備が進めら

れておりまして、平成十年で大体今の形に完成しております。

漁業協同組合は、歌津町漁業協同組合となっておりまして、伊里前地区、先ほど

も申しましたが、伊里前漁港のところに本所を置きまして、名足地区には浜区支所

として支所が置かれております。現在、組合員数は本所支所を合わせまして、正組

合員が七百三十人、准組合員が百八十五人でございまして、合計九百十五人の組合

員数でございます。

そのうち名足・馬場の両漁港は、先ほど申しました浜区支所ということで支所が

置かれておりまして、この当地区の組合員数は正組合員百八十一人、准組合員三十

五人、計二百十六人となっております。

、 、 、 、また この浜区支所では 地元小学校と連携しまして 後継者育成の意味も含め

ワカメ、ウニ、アワビ等の漁獲のいわゆる体験学習を行っております。そういうこ

ともありまして、当地区には漁業後継者が育っていると聞いております。

当地区の沖合は、ワカメ、ホヤ、ホタテといったものの漁場になっております。

主な漁業は藻類の養殖でございます。

名足漁港の陸揚げ量は七百九十四トンで、海面養殖業が全体の六割を占めており

ます。船引き網、刺し網、かご漁、その他の順となっております。陸揚げ金額は一

億九千三百万円でございまして、沿岸漁業が六五％、海面養殖業が三〇％、沖合漁

業が五％となっております。陸揚げ量としては、海面養殖業が多いのですが、金額

では沿岸漁業が養殖業を上回っている状況でございます。

馬場漁港の陸揚げ量は全体で六百トンございまして、海面養殖業が大体その五割

弱を占めております。後は船引き網、刺し網等でございます。陸揚げ金額が一億三

千八百万円で、沿岸漁業が五七％、海面養殖業が四三％となっております。

主な漁獲物は、養殖ワカメでございまして、両漁港を合わせて七百四十三トンの

陸揚げがあります。両漁港の陸揚げ総数の半分以上となっております。ワカメ養殖

は十月ごろに種子を養殖ロープに挟みまして、その後、養殖ロープに吊るされてか

ら五、六カ月で成長し、翌年の三月から四月にかけて収穫しております。

馬場漁港は用地がないため、物揚げ場のエプロンの上でいろいろな加工等の作業



- -9

を行っておる状況です。また、陸揚げされたワカメは、茎、葉、めかぶなどに分け

られまして、葉の部分は湯通しし、すばやく海水で冷却した後、塩に絡めて脱水す

る。脱水したワカメは茎の部分を丹念な手作業で取り除いて出荷するということで

ございます。この加工されたワカメは、漁業協同組合の品質審査を受けた後、宮城

県だけでなくて関東圏へも出荷されております。

他の養殖として、ホヤとかホタテ貝の養殖もやっております。生鮮品としてや燻

製などに加工されて、東日本地区に出荷されております。

ホヤは、採苗から収穫まで四年間養殖されます。採苗時期は十二月から一月で、

収穫は五月から六月に行われます 「海のパイナップル」と呼ばれて、東北の珍味。

の一つとなっております。

ホタテ貝につきましては、二月ごろに稚貝をネットに入れ、八カ月間ネットで保

護した後に、十月ごろにロープに吊るされ、四年後の七、八月に収穫されます。こ

のように、当地区は年間を通して養殖業が盛んなところでございます。

、 、 、 、また 採る漁業としては アワビ漁も盛んでございまして 口あけといいますか

十一月から十二月にかけて解禁されまして、ほとんどの漁業者が出漁してとってお

ります。漁法としてはこうした船上から箱眼鏡でのぞいて、鈎を用いてとる漁法で

ございます。一度の出漁で、漁船一隻あたり二十～三十キロの水揚げがあるそうで

ございます。陸揚げされたアワビは、組合の品質審査を受けまして、生鮮品または

干しアワビとして全国的に出荷されております。

一方、名足漁港、馬場漁港につきましては、海面養殖のほかに船引き網も盛んに

行われておりまして、当地区の沖合は「つのなしオキアミ」という、いわゆる一種

の動物性プランクトンですが、これの好漁場となっておりまして、陸揚げ量は二百

八十一トンで、両漁港の水揚げ量の二割近くを占めております。こういった船引き

網漁業も行われておりまして、養殖業のえさやスナック菓子の材料として関東圏へ

出荷されております。

そのほか、サケ漁も行われております。これは刺し網で漁獲しているものでござ

います。

また、当地区では小型イカ釣り漁業がありまして、沖合でとれたイカを塩辛に加

。 、 。工して出荷されております この塩辛は 歌津町の特産品の一つになっております

以上のように、この両漁港で多種多様な漁業が営まれておりますが、それに必要

な船揚げ場とか用地が不足しておりまして、両漁港をまたいだところに用地や船揚

げ場の造成が不可欠となっております。青色部分がもうできているところでござい

まして、赤色のところがこれから整備しようというところでございます。

現在、この両漁港の真ん中のところでございますが、ここに防波堤が整備されて
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おります。二百メートルの計画があるわけでございますが、途中でして、三十二メ

ートルほど完成しております。この計画平面図どおりにいきますと、漁港区域外に

出るわけでございます。

今の状況でございますが、先ほどいった防波堤がまだ建設の途上でございますの

で、港内の静穏性が非常に悪いということで、沖防波堤の早期の完成が望まれてお

ります。

また、当地区では魚を育む漁港づくり事業を推進しておりまして、先ほどの沖防

波堤の後ろは、アワビやウニの増殖場を整備する計画になっております。面積とし

て約一万平方メートルぐらいになるかと思います。沖防につきましては、透水式で

行う予定となっております。

このように、隣接している名足漁港と馬場漁港を合併した上で、用地及び物揚げ

場の不足を解消するとともに、効率よい漁港建設を図ろうとしているところでござ

いまして、歌津町から馬場漁港と名足漁港を一緒にしたいということで、漁港区域

の変更について認可申請がありました。審査の結果、妥当と考えられますので、こ

れを認可するため、当審議会にお諮りするものでございます。

以上が名足漁港、馬場漁港合併についての御説明でございます。

続きまして、神奈川県の湯河原町の福浦漁港と吉浜漁港の合併についてでござい

ます。

これも近接する福浦漁港と吉浜漁港を合併統合し、それぞれ機能分担を図ろうと

するものでございます。

皆さん御承知のとおり、湯河原というのは神奈川県の一番西の端にありまして、

横浜から六十キロ、東京から九十キロの距離にあります。小田原市、真鶴町、箱根

町、熱海市、函南町、こういった市町村に囲まれた町でございます。現在の湯河原

町というのは、昭和三十年四月に温泉中心の湯河原町、農業中心の吉浜町、それか

。 、ら漁業中心の福浦村が合併して誕生いたしました この近くの港といたしましては

南西の方へ向かって十キロのところに熱海港がありまして、この真鶴半島を越えた

ところに真鶴港があり、これは両方とも地方港湾でございますが、あります。さら

に、北の方へ向かって約九キロメートルのところに第三種漁港の小田原漁港がござ

います。

湯河原の特産品といたしましてはミカンが有名でございまして、海に面した山々

にたくさんのミカン農園がございます。また、近年においては幕山の裾にあります

湯河原梅園や温泉を利用した足湯施設等の整備を通じまして、いろいろ観光客の誘

致を図っているところでございます。現在では年間百万人を超える宿泊客、それか

ら四百万人を超える日帰り客が湯河原を訪れているそうでございます。

現在の漁港区域でございますが、これが福浦漁港でございます。それから、これ
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が吉浜漁港でございます。両漁港は、真鶴半島がこうして延びておりますが、それ

の西側のつけ根に位置しておりまして、これはともに湯河原町の管理の第一種漁港

であります。区域はこのように近いものでございまして、この間は五百メートル程

度しか離れておりません。

福浦漁港は、昭和二十六年に指定されました漁港で、背後に四百五十世帯ござい

ますが、約一割が漁家となっております。漁船の数は三十七隻で、ほとんどが五ト

ン未満船でございます。福浦漁港は昭和五十五年から局部改良事業として整備を行

っておりましたが、昭和六十三年の台風十八号により防波堤などが被災しまして、

その災害復旧を行ったりということもあります。また、防波堤の整備等も少しずつ

やっていたところでございます。

ところが、こういうふうに湾口が波浪の来襲方向に向いていることもございまし

て、荒天時には港内の静穏というのがなかなか保てない状況でございまして、時化

たときには、漁船は他の港に避難しているというような状況でございます。

そういうことで、この東防波堤を延伸させて、港内の静穏度を確保しようという

ことでやっておりまして、平成十三、十四年でこの東防波堤を延ばす予定でござい

ます。

吉浜漁港というのはこれでございまして、福浦漁港の西側にあります。これは昭

。 。和二十七年に漁港に指定されたところです 漁船数としては二隻しかございません

それから施設としては、この防波堤が三十五メートル、係留施設、これは橋の下に

なるかと思いますが、ここに物揚場が三十メートル。それから、これが船揚げ場で

ございまして、三十五メートルぐらいあります。そういうことで、この辺が泊地と

なっております。この様に極めて小規模な港でございます。

この物揚げ場につきましは、昭和三十年半ばに整備されております。船揚げ場に

つきましては、この築造年月日ははっきりしないのでございますが、昭和十年ごろ

に地元の有志が旧吉浜町から補助金を得て整備したものと言われております。

このように、吉浜漁港は背後地が狭く、漁港施設を充実させるだけのスペースも

ございません。漁業を取り巻く情勢変化等から、漁船の隻数及び漁業従事者数が減

少しておりまして、先ほども申しましたように、二隻の漁船しかいないということ

で、休憩のみの利用でございまして、漁獲物の陸揚げ等は福浦漁港に依存している

状況です。

福浦漁港と吉浜漁港の関係します漁業協同組合は、福浦漁協で福浦漁港にありま

す。組合員が正准合わせて四十一名となっております。主な漁業は定置網、一本釣

りで、平成十三年度の陸揚げ量は百二十一トンで、金額にして五千三百万円でござ

います。

相模湾は、御承知のとおり全国的に定置網漁業が盛んな地域でございますが、本
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地区においても大型定置網が敷設されておりまして、陸揚げ漁の九三％を占めてお

ります。魚種としては、アジ、サバが漁獲量の半分を占めておりまして、そのほか

に定置網以外としてキンメダイ、イナダ等が一本釣り漁業でとれております。

この地区で行われています定置網についてでございますが、大型定置が一ケ統あ

りまして、これは漁業協同組合が経営しておりまして、その他に個人経営の小型定

着網が五ケ統あります。

先ほど申しましたように、漁獲の対象はイワシ、サバ、アジ、ブリ、カマス、タ

チウオなどの浮魚でございまして、こういったとれた魚の九七％は小田原漁港へ出

荷されまして、鮮魚、干物、練り製品などとして使われております。残りは地元の

旅館へ出荷されております。

この定置網でとれました魚を、地元での消費拡大を図るため朝市を試みましたと

、 、 、 。ころ 大変好評だったということで 以後 月一のペースで朝市を行っております

また、この対象を地元の人たちだけでなくて、湯河原を訪れる観光客まで広げて、

一層の消費量の拡大を図り、また地元漁業に対する認識を深め、漁村の活性化を図

るということで、町としてもこの朝市をバックアップしております。

また、福浦漁協では、水産資源の維持・増大を図るため、平成十一年から平成十

、 、 、三年度までに いろいろな魚種の稚魚放流を行っておりまして マダイを十一万尾

ヒラメ五千尾、カサゴ七千尾、サザエ一千五百個、アワビ三千個、こういったもの

を近年放流してございます。

また、吉浜漁港から沖合に、水深二十七メートルぐらいのところですが、魚礁を

設置することとしておりまして、先ほど申しました放流事業の効果とあわせて、こ

ういったことにより増産を図りたいと考えております。

また、この魚礁を活用いたしまして、遊魚客の増加も見込んでおります。先ほど

吉浜漁港には二隻しか漁船がいないと申しましたが、吉浜漁港にはほかにプレジャ

ーボートが二十二隻ありまして、先ほど申しましたように、比較的交通の便がよく

て、大都市にも近いものでございますので、こういったプレジャーボートの受け入

、 、 。れを 朝市とあわせまして行いまして 都市との交流の場として漁港を活用したい

それによって、漁業と海レクの共存を図りたいと考えております。

こういったことで、漁港の立地条件、利用状況、それから今後の漁港整備等を勘

案いたしますと、吉浜漁港は独立した漁港としてではなくて、福浦漁港の分港とし

て位置づけし、全体を考えて整備した方がいいのではないかということで、管理者

も考えまして、吉浜地区には二トン未満の漁船の休憩を主として、福浦漁港につき

ましては定置網、一本釣りの陸揚げ、準備、それから二トン以上の漁船の休憩を行

う。そういうふうに機能分担を図って、今後この地区の整備を行いたいと考えてお

ります。あと、プレジャーボートとか遊魚船等につきましては、この吉浜漁港で受
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け入れられるのではないかなとも考えております。

この両漁港は指定以来、別個のものとしてやってきたわけでございますが、今ま

で申し上げましたように、漁協が一つ、それから漁港自体が近接している、また管

理者が湯河原町ということで、両漁港を合併して福浦漁港とし、吉浜漁港はこの福

浦漁港の分港とするということでございます。

湯河原町からこの区域の変更について認可申請がございまして、審査の結果、適

当と考えられますので、国としてこれを認可するため、審議会にお諮りしているも

のでございます。

以上が福浦漁港と吉浜漁港の合併による漁港区域の変更についてでございます。

最後でございますが、田尻漁港の区域の変更について御説明いたします。

これは、田尻漁港の施設整備が現行の漁港区域外に及ぶため、区域変更を行うも

のでございます。田尻漁港は広島県の東部にあります福山市にあります。瀬戸内海

の大体中央部に位置すると考えてよろしいかと思います。

福山市にあります港は、重要港湾であります福山港がございます。この福山港の

中に、第二種漁港の平(ひら)漁港、田尻漁港、それから水呑(みのみ)漁港の三つご

ざいます。それから離島になりますが、走島に走漁港というのがございます。これ

が県管理の漁港でございます。この様に四つの漁港がございます。

福山市は、皆さん御承知のとおり、鉄鋼産業を基幹とする臨海型工業都市として

発展を遂げてきましたが、瀬戸内海に面する沿岸部では、魚種の豊富な漁場に恵ま

れておりまして、古くから漁業が盛んで、またノリ養殖も営まれていたところでご

ざいます。

この本地区に隣接します鞆の浦は、日本で最初の国立公園の一つとして指定され

ました、瀬戸内海国立公園を代表する景勝地となっております。

また、景色や史跡とともに三百七十年の伝統を誇ります漁法でサクラダイの群れ

を追い、一網打尽にする観光鯛網というのがございます。

特産品としましては、江戸時代参勤交代のときに、江戸にいる妻子に対して、郷

土の土産物としてつくらせたそうでございますが、そういった海鮮珍味が有名でご

ざいまして、高級土産品として観光客に人気があるそうでございます。

、 、 、瀬戸内海でとれました新鮮な魚を原材料としまして タイの浜焼き 干しサヨリ

小魚の一夜干しのほか、小ダイを主原料とするタイちくわ、ガス天などの練り製品

が、この地方独特のものとして全国的に流通してございます。

田尻漁港に戻りますが、この田尻漁港は昭和二十七年に第一種漁港として指定さ

れました福山市管理の漁港でございます。本漁港の所属漁船は三トン未満の漁船が

十七隻でございますが、ほかに、ここにありますけれども、七十隻ぐらいのプレジ
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ャーボートが利用しております。

本漁港の整備は第二次漁港整備長期計画から始まりまして、平成十年には、ほぼ

完成しております。田尻漁港には田尻漁業協同組合がございまして、組合員数は、

正組合員が三十四名、准組合員が二十四名の計五十八名でございます。この田尻漁

港では、主にノリ養殖やボラ、コノシロ、スズキ等の小型定置網、それからアサリ

の採貝業が行われておりまして、陸揚げ量は二百十トン、陸揚げ金額は八千八百万

円でございます。

福山市周辺では、遠浅の海を生かして、古くからノリ養殖が盛んに行われており

ます。ノリ養殖は種つけ、育苗、収獲に大別されますが、種つけにつきましては海

水温が下がる十月ごろに行われます。

育苗中は、珪藻やアオノリ等の雑生物の駆除を行うため干出を行いまして、この

干出がノリ養殖では最も重要な管理操作となっております。

近年のノリの陸揚げ量は百三十七トン、金額は二千九百万円であります。主に広

島県内や関西方面に出荷されております。

これは田尻漁港の西部にありますアサリの漁場でございます。主にこのアサリは

福山市近郊に出荷されております。現在、田尻漁港においては、水産基盤整備事業

によって干潟造成を行っております。

このほか、瀬戸内海に育つタイや小ダイの群れ等を捕獲するため、小型定置網漁

があります。この付近でとれます魚は、ボラ、コノシロ、スズキ、マダイ、クロダ

イ、トラフグ、ガザミ、サヨリ、タチウオなどいろいろ種類がございまして、水揚

げ量は七十二トン、金額は四千九百万円でございます。

しかしながら、この田尻漁港の施設の状況につきましては、船揚げ場、物揚げ場

がありますが、港内は浅く、マイナス二メートル以上の水深を持つ係船岸はござい

ません。また、作業用地は全くありませんで、漁業者は防波堤とか船揚げ場、それ

から道路上といったところに漁具を干したり、民家との間に置いたりとかしており

まして、漁業活動に大きな支障となっております。また、本地区は住宅地から近い

という利点を生かしまして、漁協が月一回の日曜朝市を開いております。これは非

常に盛況と聞いております。

しかしながら、ここに訪れる人たちの駐車スペースがありませんで、路上駐車が

多くなっておりまして、地域住民からは不満の声が上がるなど、朝市の開催もちょ

っと問題になっているというふうな状況です。そういうことから、漁業従事者の方

からは施設の改善要望が上がっておるところでございます。

それから、もう一つでございますが、この沖に、先ほど申しましたように走島に

走漁港がございます。大体、距離的には八・六キロぐらい離れているところでござ

いますが、ここは非常に漁業の盛んなところでして、昭和二十六年に第二種漁港と
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。 。 、して指定された漁港でございます ここは県管理でございます 漁船としましては

五トンから二十トン階層の漁船が八十三隻、それから五トン未満船が三百五十隻ご

ざいまして、ここは人口が大体九百人なんですが、大半が漁業に従事しているとい

う島でございます。

、 、 、 、漁場は 近辺の海と それから香川県 愛媛県に接する燧灘となっておりまして

ちりめんに加工するカタクチイワシ、それからタイ、イカ、エビなどの漁獲を行っ

ております。海面漁業の陸揚げ量は約二千トン、金額にして十一億円となっており

ます。主に、県内のみならず関西方面に出荷されております。ノリ養殖も行ってお

ります。

こういった走漁港でございますが、これは離島の漁港でございますので、一部の

島内で加工する水産物を除けば、どこか市場に持っていかなければいけないわけで

ございますが、その市場等への流通経路としましては、鞆地区にあります特定の水

、 、産加工業者にかなり依存しておりまして この加工業者から外れた水産物の場合は

陸揚げできる港を求めて漁業者個々が県内外の港へ分散して陸揚げしている状況で

す。

そういう走漁港の状況があるんですが、この近辺の漁港、先ほど水呑とか平漁港

を申し上げましたが、候補地があるわけでございますが、この田尻漁港の近くに県

道がございます。県道神辺水呑線と言うそうでございますが、これが平成十五年度

に供用開始されることとなっております。これが完成しますと、福山市の中心部や

主要な流通施設であります福山地方卸売市場へのアクセスが飛躍的に向上するわけ

でして、これが先ほどの点線部分の橋でございます。もう完成間近となっておりま

す。

田尻はこういう状況にあるわけですが、ほかの水呑漁港とか平漁港の状況でござ

いますが、河口にあります水呑漁港はアクセスが余りよくない、道路がよくない、

それから平漁港の辺の道路も余りよくありませんで、流通拠点となるのは困難であ

るということで、走漁港の漁業者の方々は、この田尻漁港に揚げたいと。この県道

が完成した暁には、ここが一番便利になるのではないかということで、そういう要

望もございます。ところが、先ほど御説明いたしましたように、田尻漁港の施設能

力では、そういった受け入れもできません。そこで、田尻漁港を流通拠点の水産物

流通の拠点として機能を向上させて、福山市全体の水産業振興を図ろうというのが

広島県や福山市の考えでございます。

、 、 、 、こうした懸案を解決するために 田尻漁港の施設として 浮桟橋 荷捌き所用地

道路用地、それから田尻漁港の漁業者の方の作業用地として養殖用作業施設用地、

それから漁具保管施設用地などの計画があるわけでございます。現在の泊地は、先

ほど申しましたように水深が浅くて、また近辺の民家に近いことからなかなか改良
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できませんで、この旧泊地は、先ほど申しましたように七十隻のプレジャーボート

が係留しておりますので、プレジャーボートの受け入れ施設として活用して、漁船

は新しい泊地を使えないかということでこの田尻漁港の計画があるわけでございま

す。

漁港施設用地につきましては、先ほど申した多目的広場とかをつくりまして、朝

市等に活用するという考えでございます。

こういった計画があるわけでございますが、田尻漁港の沖合というのは浅くて、

小型漁船ならいいんですが、ちょっと大きくなりますと、水深が浅くて航行できな

いということで、特に走からの船を受け入れるためには、やはり二・五メートルぐ

らいの水深が必要となっております。そういうことで、漁港の新しい拡大と泊地、

それから航路の浚渫を行うためには、大分漁港区域を拡大しなければいけないとい

うことです。つまり、今の漁港区域はこういった赤線の実線でございまして、新た

にこのような新しい施設をつくって航路を浚渫するには点線のような区域が要るわ

けでございます。

そういうことで、福山市から漁港区域の変更について認可申請がございまして、

審査の結果、適当と考えられますので、国としてこれを認可するため、お諮りする

ものでございます。これが現行で、この点線を含めたものが漁港区域ということで

ございます。本漁港区域は、先ほど申しましたように、福山港の区域の中にござい

ますが、漁港区域を拡大することにつきましては、港湾管理者と調整済みでござい

ます。

以上が、田尻漁港の漁港の区域の認可についての説明であります。

これまでご説明してまいりしまた大正漁港の区域の指定に関する認可、ばなな漁

港、福浦漁港及び田尻漁港の漁港の区域の変更に関する認可につきまして、よろし

く御審議方お願いしたいと思います。

説明は終わります。

○山内会長 どうもありがとうございました。

ただいま田中課長の方から、新規指定漁港が一港、それから区域内容の変更の漁

港、三港のそれぞれの理由につきまして説明がございましたけれども、ただいまの

説明に何か御意見はございますでしょうか。

○藤原委員 二点、御説明願いたいと思いますが、まず第一点は、今、道路に限ら

ず、あらゆる公共事業に対する厳しい見方をされておりますけれども、この漁港の

新規指定について、いろいろケース・バイ・ケースだと思いますけれども、水産庁

はこれを抑制する方向なのか、地元から上がっていき、そしてその内容が妥当と認

められれば、新規指定も含め、やむを得ないというか、積極的にやるのか。抑制す

るのか、積極的にふやしていくのか、そこら辺の問題ですね。
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、 、 、これは二点目についての質問にもつながるんですが どうも大正漁港の場合 従来

積出港として使っておった港を漁港に新規に指定する。先ほど田中課長さんの説明

の中では、どうも計画上、ポンツーンの設置とかありますけれども、新規指定の浚

渫が、これは私の受け取り方が間違っていたら御容赦願いたいんですが、整備の状

況の中で、土砂の浚渫がかなりのウエートを占めているのではないか。この土砂の

浚渫というのは、全国の漁港でいろいろみんな困っている問題ですけれども、そう

した浚渫について、何か県の補助等をもらえるとか、そういうような関係で新規指

定をするということであれば、私はその指定も慎重にしなければならないのではな

いかなと思いますが、この辺の事情について説明願いたいと思います。

○田中計画課長 まず指定につきましてでございますが、御承知のとおり、今の漁

港漁場整備法になる前の漁港法のときに、平成十二年のおととしに漁港法を改正い

たしまして、これは、それまでは漁港の指定権限は全部国にあったわけでございま

、 、 、すが 二種漁港につきましては都道府県 一種漁港については市町村というふうに

指定権限といいますか、指定する権限がもう地方に下りておりまして、ある意味で

は地方分権という形で全部地方に下ろしておりますので、県、市町村の判断で地方

、 、 、の指定ができるような形になっておりますので それは私どもとしては 抑制とか

仕方ないというか、認めるとかいう以前のいわば指定権が下りているというのが一

つでございます。

ただ、私の考えといたしましては、漁業の基地として漁港が必要だ、地元が必要

というのであれば、別に漁港を指定するのは構わないのではないかなと思っており

ますが、他方、これは何年か前にあったわけでございますけれども、昔、漁港指定

をして、全然もう漁業基地としてなっていない、使われていない、施設もないとい

うようなところは、どんどん指定を外すということで整理すべきではないかなと思

っております。

それから、航路浚渫でございますが、確かに漁港に指定しなければ、水産基盤整

、 、備事業の補助を受けられないということになっておりますが 私どもとしましては

航路浚渫、または岸壁とか防波堤の改良が必要であれば、その投資効果等を勘案し

て施設整備を行うべきではないかなと思っております。その際には、漁港に指定さ

れてあれば、当然、水産基盤整備事業の補助を対象として、補助事業としてできる

ということになるかと思います。

確かに藤原委員のおっしゃられる航路浚渫というのは、非常に維持するのが難し

、 、くて 一回掘ったから未来永劫その水深があるというわけではないかと思いますが

それはやはり漁港管理者の維持管理の役割として、それなりの維持管理をやってい

ただきたいなと思っております。

○山内会長 よろしいでしょうか。
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○藤原委員 はい。

○山内会長 そのほかございますでしょうか。

〔 ありません」と呼ぶ者あり〕「

○山内会長 それでは、特に御意見がございませんようですので、諮問どおり、今

課長が説明したような内容で決定したいというふうに思います。よろしくお願いい

たします。

（二）報告事項

①平成十五年度水産基盤整備事業の概算要求について

、 。 、○山内会長 それでは 次に報告事項に入らせていただきます 二件ございますが

まず「平成十五年度水産基盤整備事業の概算要求」につきまして、御説明をお願い

します。

○田中計画課長 では、諮問第二十二号につきまして御説明いたします。

まず最初に、資料三－一に基づきまして 「平成十五年度水産基盤整備事業の概、

算要求」につきまして、簡単に御説明申し上げたいと思います。

十五年度要求でございますが、委員の皆様方、御承知のとおり、ことしの三月で

ございますが、水産基本法、漁港漁場整備法のもとに水産基本計画、それから漁港

漁場整備長期計画が策定されまして、平成十五年度はその二年目として、目標達成

と水産基本計画に基づく今後の施策展開の方向を踏まえた水産業の発展のためにと

いうことで予算要求しているわけでございますが、その基本計画等でいろいろ検討

されている中で、水産庁といたしましては、平成１５年度の予算要求の場、主要事

項といいますか、柱としまして三つの柱を掲げております 「安全安心な水産物供。

給体制の整備 「水産業の構造改革」の促進、それから「都市と漁村の共生対流に」

よる地域の活性化 、この三つを水産庁といたしましては来年度の予算要求の柱に」

しているわけでございます。水産基盤整備事業といたしましては、こういった三つ

の柱を下支えするもとして来年度の予算を考えております。

、 、そういうことで 資料三－一の表紙をめくっていただいたところでございますが

、 、この水産基盤整備事業の概要として一枚に整理してございますが 重点事項として

先ほど申しましたように、水産庁の三本柱「安全安心な水産物供給体制の構築 、」

それから「水産業の構造改革 「都市と漁村の共生対流による地域の活性化 、こ」 」

ういった三本柱も水産基盤整備事業の柱といたしまして、それとともに「自然と共

生する豊かな沿岸域環境の創造」ということで、昨今のいろんな問題等を勘案いた

しまして、四番目の柱としてこういった柱を立てております。

、 。予算要求の概要でございますが 二ページ目にこういった細かな表がございます



- -19

皆さん御承知のとおり、十五年度につきましては、公共事業は対前年比九三％、い

わゆる三％減になるということが大体決まっておりまして、ただし予算要求はその

二〇％増しで要求してよいということでございます。ということは、〇・九七掛け

る一・二で一・一六四ぐらいになるんですが、つまり一六・四％増で要求していい

ということになっているわけでございますが、水産基盤整備事業は、この表の上か

ら三つ目の数字を見ていただきたいんですが、二千二百八十九億八千八百万円、対

前年比一・一五二で要求してございます。

本来、先ほど申しましたように一・一六四で要求していいのを、これだけ下げて要

求しているということで、この差額は大体二十四億五千万ぐらいあるわけでござい

ますが、それは後から御説明いたしますが、いろいろ水産施策を進める上で、公共

事業だけでなくて、ほかの非公共事業、またはソフト事業といったものと連携して

やる必要があるということで、公共事業を満額要求せずに、非公共事業の施設整備

の方に回しております。そういうことで、このような数字になっております。

先ほど柱のところで申しましたように、沿岸域環境創造とかそういったものを打

ち出しておりますので、この網目をかぶったところの水産資源環境整備とか漁村総

合整備とかいうところでは対前年比を、例えば水産資源環境整備では一・一三九、

それから漁村総合整備では一・一八七ということで、平均を上回る要求を出してい

るところでございます。

具体的な中身でございますが、その前にその次の表、三ページ目ですが 「公共、

投資重点化（四分野）に係る要望事項について」ということでございますが、経済

財政諮問会議で公共投資の重点分野として四分野を掲げております。その四分野に

対して、水産基盤整備事業としては約八〇％を振り向けることにしております。

それから、次のページが長期計画の着実な推進ということで、これは去年、御審

議していただいたとおりでございまして、先ほど申し上げました十五年度は長期計

画の二年目でございますので、この達成に向けて着実に進めていくという考えでご

ざいます。

具体的な中身でございますが、お手元にこういったポンチ絵みたいなものがある

かと思います。これに基づいて説明した方がよろしいかと思いますので、これを広

げていただきたいと思います。

先ほど、水産庁の三本柱、それから水産基盤整備事業の四本柱を御説明いたしま

したが、そういった内容について、ここに書いてございますが、左の上が「安全で

安心な水産物供給体制の構築 、その下に「水産業の構造改革の推進 、それから」 」

右上は「都市と漁村の共生・対流による地域の活性化 、その下に「自然と共生す」

る環境創造型事業の推進」ということで書いてございます。具体的には、まず「安

全で安心な水産物供給体制の構築」ということで、いわゆるこれまでの水産物の供
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給につきまして、漁港とか漁場といったところでの衛生管理を向上させるというこ

とで、私ども水産基盤整備事業としては、地域水産総合衛生管理対策推進事業とい

うことで、公共、非公共が一体となった事業を要求してございます。いわゆる地域

、 、単位で水産物衛生管理対策を全国的に展開するため まず漁場での水域環境の保全

それから漁港での衛生管理対応型の施設づくりを行うということです。

一つが、養殖漁場の下にたまっています汚泥の浚渫とか漁業集落環境整備事業を積

極的にやって、漁場の水質環境を改善するというものです。二番目に、環境衛生管

、 、理型漁港づくり推進事業ということで 漁港における衛生管理対策を強化するため

防暑施設や潮流等浸入防止システムと申しまして、いわゆる今の荷捌き所は岸壁の

上に屋根がついたぐらいのものでございますが、それをまた壁とかで囲って、鳥と

か動物が入り込まないようにして、そこで取り扱う水産物の衛生管理を向上させよ

うとするものでございます。それに関連して、非公共事業でもそれらの関係する機

。 「 」器類等を要求してございます それが左上の 安全で安心な水産物供給体制の構築

でございます。具体的な絵は、この絵の左側の一番下のところにイメージを描いて

ございます。

それから、二番目が「水産業の構造改革の推進」ということで、水産業で今推し

進めております資源回復計画の策定を支援するためとしまして、一つが資源回復計

画をやったときに、休漁等で漁業者が一時期休まなければいけないときがございま

す。そういった漁業者の方々に漁場保全事業をやっていただいて、その事業をやる

ことによって、経済的な副収入といいますか、そういうようなものをしていただこ

。 、 。う また 種苗生産とか放流体制の強化といったものを図りたいと思っております

それから 「自然と共生する環境創造型事業の推進」ということで、一つは、藻、

場・干潟の造成というのが大事になっておりますので、そういったものを積極的に

推進するわけでございますが、藻場のつくり方につきましても、藻場移植等の新し

い手法の導入やＮＰＯも参画していただいて、自然再生を行うような予算要求もし

てございます。

それと水産系の副産物が、いろいろ問題になっております。特にホタテ、カキ等

の貝殻とかウロといったものが問題になっておりますが、特にホタテ、カキの貝殻

につきましてはそれを粉砕して、漁場造成とか建設資材として有効活用することを

新しく要求してございます。それから集配施設から生じる汚泥等につきましても活

用できないかということを考えているわけでございます。

こういったことが三－一の資料にずっと書いてございますが、いずれにしても来

年度要求につきましては、このように一五％以上の増で要求しているところでござ

いますが、先ほども申しましたように、対前年比九七、公共事業の平均が九七でご
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ざいますので、それが事業によっていろいろ動くかと思いますが、これから私ども

も財務省と詰めていくわけですが、この九七％以上の確保を目指して頑張りたいと

思いますので、委員の皆様方にもまたいろいろ御支援をいただきたいと思います。

②平成十五年度防災漁村課関係事業の概算要求について

○影山防災漁村課長 続きまして、防災漁村課の所管する予算について御説明させ

ていただきたいと思いますが、先ほどの資料三－一の一番最後のページをお開きい

ただきたいと思います 「都市と漁村の共生・対流による地域の活性化」というこ。

とで、冒頭、長官のごあいさつにもあったかと思いますけれども、来年度予算の農

林水産省全体といたしまして、一つは安全安心な食品の提供ということ、二つ目が

産業の構造改革、三点目が都市と漁村の共生対流という、この三つを基本的な柱に

しているということで、それの漁村版ということでございます。

こちらに整理してございますのは、今までやってきた事業も含めて整理してござ

いますが、まず一つは、共生・対流を進めるための一つの条件といたしまして、漁

村の生活環境整備が非常におくれているということで、漁業集落環境整備事業とい

うのを大幅に要求させていただいている。

（２）にございますのは、公共事業と非公共事業を組み合わせまして、一体的に

ソフトもハードも含めまして共生・対流を推進していこうということで、①に書い

てございます。特に来年度につきましては、五つほどモデル的な漁村をつくりまし

て、共生・対流のモデル漁村による全国的な普及を図っていきたいということで考

えているところでございます。

ゴシックで「漁村総合整備」と書いてありますところが公共事業でございます。

これは中身的には、先ほど小さな表が三ページにあったと思いますが、こちらの漁

村総合整備というところに整理されております。漁港の環境を整備する事業等を計

上させていただいているところでございます。

ほかに、その下に小さい字で書いてありますのが非公共の事業でございまして、

新漁村コミュニティ基盤整備事業というのは、主に交流のための上物を整備するた

めの事業でございます。コミュニティ支援事業は、交流活動を支援するためのいろ

んなソフトに対して、活動経費に対する助成事業。それから、都市漁村交流対策モ

デル事業といいますのは、これは全国ベースでいろんな地域のリーダー育成のため

の講習会ですとか、地方の共生・対流を図っているいろんな事例を集めて、その情

報化を図っていくということをやるための経費ということで計上させていただきま

す。
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あと（２）の②と （３ 。これは海岸事業でございまして、海岸事業の中でも、 ）

交流促進のための海岸づくりというものを促進していきたいということで考えてお

ります。

それから、資料三－二でございますが、これは防災漁村課関係の事業の概算要求

ということでございます。

一つは、漁港海岸事業でございます。漁港海岸事業は、海岸法の理念に基づきま

して「防護 「環境 「利用」の調和のとれた海岸の保全というものを進めていく」 」

、 、 、ということで行っておりますが 本年 海岸事業の長期計画が切れるということで

来年度から新しい長期計画を策定すべく、国土交通省ともいろいろ連携しながらや

っているということでございます。

ただ国土交通省の方が、道路とかほかの公共事業、港湾もそうですけれども、ち

ょうど同じ時期に切れるということで、扇大臣の方から国土交通省関係の長期計画

を一本化するんだというお話がございまして、それで農水省としましても、各事業

をどうするかということをいろいろ検討しているわけでございますが、基本的に海

岸事業につきましては、昭和四十五年から旧四省庁で一緒につくってきたというこ

ともございますので、国土交通省さんの方と一体となって、同じ計画のもとで実施

をしていく方向で検討しているということでございます。

ずっとめくっていただきまして、災害復旧は従来どおり、当初の予算では前年度

と同じぐらいの予算額を計上しておりますが、基本的には、災害復旧については補

正予算で対応する形になってございます。

あと、Ⅲの「水産経営構造改善事業」とございます。これは非公共事業の施設物

でございますが、合計のところを見ていただくとわかりますように、大幅な増額を

させていただいております。これは、一つは、先ほど計画課長の方からお話がござ

いましたけれども、公共事業と非公共施設の施設物の予算枠の方に流用しまして、

合わせて二十九億円ほどの予算の枠に回しているということもございまして、増額

要求をさせていただいているということでございます。

特にその中の六番目 「高度衛生管理型水産物供給施設モデル整備事業」とござい、

ますが、これは新規事業ですが、先ほど申し上げましたように安全安心な水産物の

供給という観点から、この衛生管理に対応いたしました荷捌き所とか、いろんな施

設の整備につきましては、全国的にモデル的な事業を行いまして、それの普及を図

っていきたいということで予算要求をさせていただいているということでございま

す。

以上でございます。

○山内会長 どうもありがとうございました。

、 。ただいま二つの概算要求についての説明がございましたけれども 何か御質問は
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○植村委員 本年の予算の内容については、計画課長、防災漁村課長のお話で十分

理解されるところでございます。ただ、安全安心という時代に対する対応は、我々

漁業者の方で急速にふえていくという認識をいたしておりますので、予算の対応に

ついては、ひとつ幅広く対応できるように御配慮願いたいというふうにお願いして

おくことが、私としては大変大事ではないかと思いますので、そのように提言をい

たしておきます。

以上です。

○山内会長 そのほかございますでしょうか。

〔特に発言する者なし〕

○山内会長 それでは、御意見がないようですので、その他に入らせていただいて

よろしいでしょうか。

〔 はい」と呼ぶ者あり〕「

（三）その他

○山内会長 それでは 「その他」でございますけれども、本日の議題に関して何、

か御意見をいっておきたいということはございますか。

〔 ありません」と呼ぶ者あり〕「

○山内会長 よろしいですか。それでは、次回の分科会の開催予定でございますけ

れども、この場で決定するのは無理かと存じますので、いつものようにまた後日、

事務局から委員の方々に日程の方の調整を図りたいと思いますので、後日、決定さ

せていただくということでよろしいでしょうか。

〔 はい」と呼ぶ者あり〕「

○山内会長 では、そのようにさせていただきます。どうもありがとうございまし

た。

閉 会

、 。○山内会長 それでは これをもちまして本日の審議会はすべて終了いたしました

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

どうもありがとうございました。


