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開 会

○田中計画課長 予定の時間が参りましたので、今年度で第二回目になりますが、

ただいまから水産政策審議会漁港漁場整備分科会を開催させていただきます。

まず、委員の皆様の出欠状況について御報告いたします。

本日は、委員九名中六名の方に出席いただいております。栢原委員、それから藤

原委員、堀委員が欠席でございます。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いた

しております。

それから、議事に入る前にお手元の資料の確認をさせていただきます。

議事次第と資料の一覧表につきまして、漁港漁場整備分科会委員の名簿、それか

ら資料二に諮問第三十六号の諮問文の写し、資料二‐一に諮問第三十六号、それか

ら資料二‐二に諮問第三十六号の参考資料、それから、資料三‐一で平成十五年度

水産基盤整備事業予算（政府案）の概要についてというものと、資料三‐二に平成
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十五年度防災漁村課関係事業予算（政府案）の概要についての資料がお手元にある

かと思います。

それから、Ａ三のカラーのコピーがございますが、これも後で説明の際に使わせ

ていただきたいと思っております｡ よろしいでしょうか。

では、会長お願いいたします。

○山内会長 それでは、お忙しいところお時間をいただいて、どうもありがとうご

ざいました。

漁港漁場整備部長挨拶

○山内会長 それでは、議事に入ります前に、長野漁港漁場整備部長から御挨拶を

いただきたいと思います。

○長野漁港漁場整備部長 水産政策審議会第二回の漁港漁場分科会を開催するに当

たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

本日はお忙しいところ分科会に御参集いただきましてまことにありがとうござい

ます。委員の皆様方には日ごろ水産行政に御尽力をいただいておりますことに対し

まして、この場をおかりしてお礼を申し上げます。

本日の分科会の諮問事項としましては、十五年度の事業を行っていくに当たり、

漁港区域の変更に必要なものについて、認可案件といたしまして四件出しておりま

す。これらにつきましては、各漁港の指定権者から漁港区域の変更の認可申請があ

ったことから、諮問させていただくものです。よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。

内容的には、その他の方が多くなるかも知れませんけれども、平成十五年度予算

の政府案が決まっております。これについて御説明させていただく予定でございま

す。

平成十五年度政府予算の概要については、総額一千八百八十九億八千七百万とい

うことで、対前年比九五・一になっております。後から重点事項等説明があります

、 、 、けれども 四つの大きな柱を設けておりまして 安全安心な水産物供給体制の整備

水産業の構造改革を支援する基盤の整備、都市と漁村の共生対流による地域の活性

化、自然と共生する豊かな沿岸域環境の創造と、こういう四つの柱をもとに公共、

それから非公共事業、ハードとソフトが一体となった施策を進めることにしており

ます。

委員各位におかれましては、漁港漁場整備のあり方につきまして、いろいろな意

、 、味で幅広い御意見をいただければ これからの水産行政に反映させていきますので

よろしくお願いしたいと思います。
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どうもありがとうございました。

○山内会長 ありがとうございました。

諮問事項の審議・答申

諮問第三十六号 漁港の区域の認可について

○山内会長 それでは、これから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って審議会の議決となって

おりますので、御了承ください。

それでは、これから円滑に議事を進めたいと思いますが、皆さんの御協力をお願

いいたします。どうぞよろしくお願いします。

それでは、諮問第三十六号につきまして事務局から説明をお願いいたします。

○田中計画課長 では、説明させていただきます。

今回お諮りします事項は、漁港区域の認可についてでございまして、四つの漁港

の区域の変更につきましてお諮りするものであります。

まず、諮問事項を読み上げさせていただきたいと思います。

お手元の資料二に諮問文の写しが用意されております。これをまず朗読させてい

ただきたいと思います。

十四水港第三〇二八号、平成十五年三月六日、水産政策審議会会長、小野征一郎

殿。農林水産大臣、大島理森。

漁港の区域の認可について。

（ ） 、漁港漁場整備法 昭和二十五年法律第百三十七号 第六条第八項の規定に基づき

下記事項について諮問する。

記、諮問第三十六号 漁港の区域の認可について（別添資料二‐一及び二‐二）

となっております。

続きまして、お手元の資料について御説明いたしたいと思います。

まず、お手元にございます資料二‐一と資料二‐二を御覧ください。

資料二‐一は諮問事項と参考資料となっております。

資料二‐一の六ページから九ページにかけまして、それぞれ一ページごとに今回

お諮りいたします漁港の名称、所在地、認可事由を記載しております。

同じく、資料二‐一の十四ページからは、今回お諮りいたします漁港の区域の変

更にかかる告示（案 、これは漁港管理者が告示するわけですが、その案を添付い）
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たしております。

また、資料二につきましては、諮問いたします漁港等の陸揚げ量とか利用漁船と

かの隻数、そういったものの漁港の構成といいますか、そういったデータを記載し

てございます。

参考までに、そのほかとして七ページに平成十四年度、今年度における漁港指定

の取り消しをいたしました漁港の一覧表をご参考までに載せております。ここに四

港ございますが、うち三港につきましては、今年の第一回の漁港漁場整備分科会で

漁港区域の変更等の御説明をいたしましたが、それに関連して漁港を取り消したも

のでございます。その他、利用漁船がないということで、和歌山県の漁港一港の指

定を取り消しております。

それから、八ページからはこの審議会にお諮りいたします根拠となります漁港漁

場整備法に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

、 、漁港の指定等に対する基準 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。

引き続きまして、今回お諮りいたします四港につきまして、スライドで御説明い

たしたいと思います。

この四港の漁港につきましては、一港が漁港区域を変更するもので、二港が漁港

の整備のため区域を拡大するもの、それから四番目の最後の長崎県の漁港でござい

、 、 、 、ますが 漁港区域の拡大だけでなく 分区指定 それから隣接する漁港を包含して

いわゆる合併するという、少しややこしくなっておりますが、そういった内容とな

っております。

では、一港ずつ説明させていただきます。

まず、一港目が北海道の余市河口漁港の区域の変更についてでございます。

この漁港につきましては、第九次漁港整備長期計画より新港が完成しまして、十

三年度より供用を開始されまして、旧漁港にかかる区域を縮小するものでございま

す。

余市河口漁港は、積丹半島の根っこにあります余市町に位置しております。ここ

が余市河口漁港ですが、余市町にはこの漁港のほかに北西九・七キロのところに出

足平漁港、それから湯内漁港、これ十二キロぐらい離れております。それから、十

五キロぐらい離れたところに島泊漁港がございます。また、東側に十キロほど離れ

たところに忍路漁港がございます。また、町が管理します余市港がこの余市河口漁

港と隣接しております。

余市河口漁港があります余市町は、古くからニシン漁を主体とする漁業及び関連

する水産加工業により発展してきたところでございまして、そのほかに海岸線は変

化に富んだ美しい景観と旧下余市運上家とか旧余市福原漁場など、かつての漁労文
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化を継承する貴重な文化財がございます。

本地区が立地いたします海岸は、ニセコ・積丹・小樽海岸国定公園の海中公園地

区に指定されておりまして、札幌などから近いこともあり、プレジャーボード等の

拠点となっております。また、周辺にはニッカウヰスキーの工場や当町出身の日本

人初の宇宙飛行士毛利衛さんの功績をたたえた余市宇宙記念館があります。そうい

うことで、年間百万人余の観光客が訪れているところでございます。

また、隣接する地区には北海道立地方水産試験が立地しておりまして、全道の水

産研究の中心となっておるところでございます。

また、本漁港を流れます二級河川の余市川は、アユが遡上する日本最北端の川と

なっております。

余市河口漁港は、昭和二十六年に第一種漁港として指定されまして、漁港管理者

は北海道となっております。当漁港地区の背後集落のうち一割が漁家で、所属漁船

は三十隻、殆どが五トン未満でございます。

関係漁業協同組合は、余市郡漁協で、これは隣接します余市港内に本所がござい

ます。現在組合員数は、正組合員が百三十人、准組合員九十四人の合計二百二十四

人となっておりまして、このうち当地区の組合員数は、余市河口漁港に属します組

合員数は正組合員三十五人となっております。

主な漁業は、平成十二年の漁獲量で見ますと、サケ等の小型定置網漁業が四分の

三を占めておりまして、カレイ、ヒラメ等の固定式刺し網漁業が一二％強、それか

らホッキガイ、ナマコ等の小型機船底引き漁業が一割弱というような漁業の状況と

なっております。

その他といたしまして、ウニの採介漁業がございまして、五・三トンを漁獲して

おります。この漁獲量で、合計で大体百三十一トンとなっております。

これを魚種別に見ますと、サケが七割弱、カレイが七・三％、十トンくらいです

ね、タコが五トン、その他といたしまして、ナマコ、ウニが揚がっております。

最近四年間の平均水揚げ量は百四十二トンで、金額は四千八百万円となっており

ます。水揚げされた漁獲物は、地元消費のほか、札幌方面に出荷されております。

、 、余市河口漁港は 昭和三十一年から本格的な漁港整備に取りかかっておりまして

二級河川、余市川の河口を利用した漁港として整備を進められ、昭和四十一年にこ

。 、 、の付近で一応概成したということになっております しかしながら 昭和三十六年

昭和三十七年に水害がございまして、余市川の氾濫でございますが、多くの人命や

財産が失われ、また漁船等に甚大な被害が発生いたしました。こういったことに伴

いまして、この余市川の本格的な改修工事が実施されておりまして、当余市河口漁

港に位置する区間においても、堤防等の施設整備が進められております。

旧来の漁港は河口内に位置しておりまして、航路、泊地等が狭隘なため、出入港
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時の操船等に支障を来しておりまして、また上流からの土砂の堆積によりまして毎

年度多額の維持浚渫を行うなど、様々な問題を抱えておりました。このため、この

漁港を外側に移転することとなりまして、昭和六十三年十一月当時の漁港審議会の

議を経まして、これが拡大したものですが、漁港区域をこのように変更いたしまし

た。平成元年度から本格的な整備に取りかかりまして、漁港の事業とあわせて河川

の改修工事に伴う補償工事もあわせて整備を行いまして、このように外海部に新港

の整備が行われました。平成十二年度末に完成いたしまして、十三年度から供用が

開始されております。

漁港施設といたしましては、防波堤、それからマイナス三・五メーター、三メー

ターの岸壁、それから船揚場、臨港道路等が整備されております。

本地区は 「新マリノベーション地域基本計画」を策定いたしまして、水産業を、

。 、核とする地域の総合的な振興を目指しております 漁港と漁村の役割に配慮しつつ

漁業と海洋性レクリエーションの調和ある発展に資する漁港として整備に当たりま

して、通常の漁港機能のほかに四つの空間を設定して整備を行いました。

一つ目が「憩いの空間」でございます。これは、防波堤の上に遊歩道を設置いた

しまして、漁港を訪れた方々に日本海の雄大な景観を楽しんでいただけるような構

造となっております。

また、防波堤の表面処理やデザイン灯台を設置いたしまして、漁港そのものが景

観の一部となるように配慮されております。

二つ目は「ふれあい史跡空間」でございまして、これは先ほど町の紹介において

御説明いたしました漁労文化、歴史的構造物の保全、それからすぐれた自然と調和

のとれたものとするため、構造物の配置に配慮いたしまして、あわせて親水空間を

設けておりまして、都市住民の方々、特に子供連れの家族が楽しめるような施設整

備を行っております。

「 」 。 、 、三つ目は 釣り空間 でございます これは 東防波堤の外側を投げ釣りエリア

内側を小物釣りエリアといたしまして、多くの方々に釣りを楽しんでもらうと同時

に、漁業との共存を図るような整備内容となっております。

四つ目が「漁港利用調整空間」でございます。プレジャーボートも結構ありまし

たので、そのプレジャーボートを漁船の利用するところと分離いたしまして、専用

港区をつくりまして、漁船とのトラブル解消を図っております。

背後には町営の保管場もございまして、ボートの愛好家に利用されているという

ところでございます。

以上の他にも、本港の漁港施設はほぼ全域にわたりまして一般利用者が利用でき

るように配慮し、スロープ、それから手すりなど、バリアフリー構造としており、

また一般市民へ漁港を開放するに当たりまして、万が一に備えまして、浮き輪、そ
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れからはしご等の救助施設、それから転落防止柵、危険表示等の事故予防施設を設

置しております。

、 、 、このように 余市河口漁港は つくり育てる漁業の拠点及び漁業と調和しながら

海洋レクリエーションの振興を図る拠点として地域の活性化への貢献が期待されて

おります。

一方、河口部分にあります旧漁港については、平成十二年に財産処分を行ってお

りまして、それに伴いまして、昨年より河川管理者による余市川の改修工事を行っ

ております。

そういうことから、漁港としての機能を果たさなくなっておりまして、こういう

ことから、施設の適正な維持管理を行うため、漁港施設のない河口内部の漁港区域

については、現在河川区域と重複しておりますが、河川管理者による管理が妥当と

いう結論に至りまして、今般旧港の区域を廃止といいますか、縮小するとともに、

新港部分につきましては外防波堤の管理上必要最小限の管理幅を拡張した区域とす

るものでございます。

このため、余市町から区域の変更の妥当性について認可申請がありましたが、私

どもの審査の結果、適当と認められるので、国としてこれを認可するためお諮りす

るものであります。

これが余市河口漁港の区域の認可についてのご説明でございます。

二番目が、百石漁港の区域の変更についての説明でございます。

これは、百石漁港の施設整備が現行の区域外に及ぶため、区域の変更を行うもの

であります。

百石漁港は、青森県の太平洋側上北郡百石町に位置しておりまして、二つの二級

河川、奥入瀬川と明神川の合流する河口部にございます。

本港は、百石町にあります唯一の漁港でございまして、近隣にある漁港は、北八

キロのところに第三種三沢漁港、それから南十キロのところに特定第三種八戸漁港

がございます。この他、八戸漁港は重要港湾の八戸港と二重指定がなされておりま

すが、この港湾区域の一番北側から百石漁港までは二キロほど離れております。

百石町は、アメリカのニューヨーク市と同じ北緯四十度四十分にありまして、こ

の数字の四にこだわりまして、四分の一サイズの自由の女神をシンボルとして公園

に設置しておりまして、またこの公園には樹齢千百年以上の長寿日本一のイチョウ

がございます。

百石漁港は、昭和二十七年に第一種漁港として指定された青森県管理の漁港でご

ざいます。本漁港の背後集落のうち二割が漁家となっており、所属漁船は五十三隻

で、ほとんどが五トン未満船でございます。

本漁港は、古くから無動力の和船による地引き網等を営んでおりまして、漁船の



- -8

動力化、大型化に伴いまして、昭和四十三年の第三次漁港整備長期計画の局部改良

事業により、導流堤、護岸等を整備してまいりまして、また県の単独事業で物揚げ

場を整備してまいりましたが、先ほど申しましたように、二つの河川が合流する河

口部にございまして、河川の流下土砂や太平洋からの漂砂によりまして砂が堆積い

たしまして、施設が利用できないような状況にあります。

このことから、この百石漁港所属の漁業者は現在ホッキ貝やサケの定置網漁業を

行っているわけですが、その漁業活動を拠点として、北八キロ離れました三沢漁港

を利用しなければならない状況となっております。漁業活動に大きな支障を来して

いるところでございます。

、 。 、百石漁港の関係漁業協同組合は 百石町漁業協同組合でございます 組合員数は

正組合員が二百二名、准組合員四名の合計二十六名となっております。

平成十二年度の年間生産高は約七百八十二トン、金額にいたしまして二億七千万

円であります。

主な漁業は、陸揚げ量の半分以上を占めますサケをとります小型定置網漁業であ

ります。漁期は九月から一月で、主に関東方面に出荷されております。

次に、漁期が十二月から三月までのホッキ貝をとる小型底引き網漁業が三割を占

めております。

そのほかに、年間を通して刺し網漁業が行われておりまして、主に漁獲される魚

種は、ヒラメ、カレイ等となっております。ちなみに、ヒラメは青森県の県魚でご

ざいます。

特に、百石町の沖合はホッキ貝の良好な漁場となっておりまして、良質のホッキ

貝が年間で約二百五十トン、六千万円以上の水揚げがありまして、町といたしまし

ては、特産品としてブランド化を図りたいと考えております。現在も百石町のホー

ムページで産地直売を行っております。

漁協としては、このホッキ貝の品質にもこだわっておりまして、漁法は、通常は

マンガンというものをひいているわけでございますが、当百石町漁協ではマンガン

、 。を引く際 水圧噴射によって海底の砂を吹き飛ばしてとる漁法を採用しております

この水圧噴射を行うことにより、貝の破損率が五％と、通常より一〇％も低く、ま

た貝の中へ砂の混入が少ないということから、通常漁法よりも商品価値が上がり、

高値で取引されております。

また、資源保護のため、母貝の移植放流を実施したり、一日当たりの漁獲量を一

人百キロまでに制限するなど、資源管理型漁業、それからつくり育てる漁業の推進

にも力を入れているところでございます。

先ほど申しましたように、青森県の県魚はヒラメでございますが、つくり育てる

漁業として、このヒラメの種苗放流を平成二年度から始めておりまして、平成八年
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には生産量が一千トンを超えて、全国一位になっております。こういうことで、種

苗放流の効果があらわれているところでございます。

また、この漁港の沖合では、ヒラメ、カレイ等を対象とした人工魚礁の設置を平

成五年から進めております。当初、効果として水揚げ量の約四五％増を期待してお

りましたが、ちなみに平成十一年の水揚げ六十六トンに対し、平成十二年は百三十

五トンと漁獲量が倍増しておりまして、期待以上の成果を上げております。

なお、平成十三年度においても、当漁港からヒラメの稚魚を三万尾放流したとこ

ろでございます。

このように、当地区は積極的な漁業活動を行っておりますが、当該漁港が利用で

、 。きない状況にありまして 三沢漁港を利用せざるを得ないという状況でございます

漁場までの移動など、時間的な制約や燃費がかかるなど経費がかさむというような

悩みを抱えているところでございます。また、百石町漁協、それから三沢市漁協、

この二つの漁協へ水揚げ手数料を払うという、二重払いを余儀なくされておりまし

て、漁業者に大きな負担となっているところでございます。

一方、漁具等の修理・保管場所がないため、天然海浜にこのように置くというよ

うな状況にございまして、ほかの漁港に比べましてそういった就労環境も悪い状況

にあります。

この問題を解決するため、漁港漁場整備長期計画では、地域水産物供給基盤整備

事業により、現漁港をベースにいたしまして、奥入瀬川と明神川、この河口を安定

化すると同時に、港内に土砂が堆積しないような漁港とすべく、防波堤、それから

物揚げ場、用地、こういった整備を行うこととしておりまして、十三年度より南防

波堤の整備に取りかかっております。

漁港整備後は、就労時間が短縮されることにより労働が軽減されるとともに、経

費節減による収益向上も期待しているところでございます。

また、施設用地の整備により、漁具等保管施設の整備や活魚施設の整備が促進さ

れまして、活魚出荷やホッキ貝のブランド化が図られることになります。

御参考までに、平成十二年にここの漁業従事者の方々百九十二世帯を対象に実施

しましたアンケート調査の結果でございますが、漁業後継者があるとの回答が約七

十名、三六％ですね、また漁港が整備されれば可能性があると答えた方が八十名、

四三％となっております。また、当町から他県へ出稼ぎなどに行っている漁業従事

者に聞き取り調査を行ったところ、漁港が整備されれば二十名以上の方が百石町に

戻りたいというような結果になっております。

このようなことから、単純に計算すれば、当漁港が完成して供用されれば、先ほ

ど申しました数字を合わせますと、これ百五十という数字になりますが、それらの

方々が後継者として、また二十名の方がＵターンするという見込みになっておりま
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す。

このように、合わせて百七十名の方々が地元において漁業に従事するということ

が見込まれているところでございます。このことから、漁業経営基盤の強化、就労

環境の改善、後継者の確保、新たな雇用の場の創出等が図られ、地域水産業の発展

に寄与するものと考えております。

百石町から、漁港区域の変更について認可申請がありましたが、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お諮りするものでございます

旧漁港がこういった形でございまして、漁港整備を行うため、新しくこのような

区域に変える予定でございます。

また、この漁港区域内に国土交通省河川局所管の海岸保全区域がこのようにあり

ます。先ほど申しましたように、この赤い実線が現漁港区域、水色の点線が海岸保

全区域でございますが、漁港区域を変更することにつきましては、海岸管理者と調

整済みでございます。

以上が青森県百石漁港の漁港の区域の認可についての説明でございます。

三番目が、佐賀県の福所江漁港の区域の変更についてでございます。

今回の変更は、全国有数の生産量を誇ります有明海のノリ養殖業に関連した漁港

施設の整備を実施するため、現行の漁港区域を変更するものでございます。

これが有明海でございまして、これが佐賀県でございますが、福所江漁港は佐賀

県中央南部の佐賀郡久保田町と小城郡芦刈町の町境を流れます二級河川福所江とい

う川の河口に位置しております。

本港の周辺には、東側二・五キロのところに佐賀市の佐嘉漁港、それから西側二

・五キロのところに福富町の住ノ江漁港がございます。

この二級河川福所江の河口は、一級河川六角川とここで合流しておりまして、こ

の河口域は地方港湾住の江港の港湾区域となっております。

有明海では、御承知のとおり、干満差が大きく、六メーター以上ございまして、

干潮時には一面に干潟が出現するという特性から、河川内や河口部に漁港が位置し

ていることが多く、福所江漁港もその一つでございます。

福所江漁港は、昭和五十三年に県管理の第一種漁港として指定を受けておりまし

て、この赤の実線が現行の漁港区域でございます。この点線が拡張を予定している

区域でございます。

漁港整備は、第六次漁港整備長期計画の改修事業によりまして本格的に着手いた

しまして、現在も機能高度化事業により整備を実施しております。所属漁船は百八

十九隻、背後集落の総世帯数は、両町合わせて四百二十九世帯、うち一二％が漁家

でございます。

当漁港を利用している漁協は、久保田町の久保田町漁協と芦刈町の芦刈漁協でご
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ざいまして、両町の二つの漁協が利用している港でございます。

久保田町漁協の組合員数は、正準合わせて九十八名でして、この漁港を利用する

組合員数は六十三名となっております。芦刈漁協の組合員数は、正准合わせて二百

四十五人ですが、うち当該漁港を利用いたします組合員数は百二十一名となってお

ります。

佐賀県の有明海沿岸地域による平成十三年の海面漁業・養殖業の生産量の構成で

す。ごらんのとおり、ノリの養殖が約九割近くを占めておりまして、ノリ養殖は有

明沿岸の主要な産業となっております。

これは、佐賀県の有明海のノリ漁場図でございます。このように沿岸地域びっし

りとノリの養殖場となっております。

平成十三年におきますノリの生産枚数は、記録的不作でありました十二年のほぼ

二倍に当たる過去最高の十八億枚に上っておりまして、金額は二百十二億円となっ

て、金額的、量的にも日本一となっております。この地区におきましても、ノリ養

殖が主要産業でござまして、漁業生産量の八割以上を占めております。十三年のノ

リの生産枚数は約二億枚、金額にいたしまして約二十五億円となっております。県

全体の一二％を占めております。

このように、ノリ養殖業がほとんどを占める地区ではございますが、ノリ漁期以

外では採介漁業を行っておりまして、主な漁獲物はモガイで、平成十三年の水揚げ

量は三百九トンとなっております。

このような生産量を上げる一方で、漁業就業者は年々減少傾向にありまして、あ

わせて高齢化も進んでおります。佐賀県におきます漁業就業者数の年齢構成を見て

みますと、男性六十歳以上と女性で半数以上を占めているというような現状でござ

います。

ノリの生産は、従来各漁家において種つけから摘み取り、製造までが行われてお

ります。世帯ごとでは、後継者不足も相まって、労働時間の削減や労働負荷の軽減

が図れない状況にございまして、このようなことから、当該地区では五世帯程度で

、 。一つの協業体を形成し 共同作業によってノリ生産を行う協業化を進めております

漁港施設周辺にこのような加工施設を集約・共同化することによりまして、一人当

たりの労働の軽減や労働時間の短縮を図っているところでございます。

また同時に、大型機器導入による生産コストの削減や、集落内で発生しておりま

した加工作業に伴う塩害や騒音等の環境問題の改善も図られております。

現在では、両町あわせまして五十世帯が十の協業体を形成して操業しているとこ

ろでございますが、まだこのほかに十五世帯が協業体を希望しております。佐賀県

といたしましても、ノリ養殖業のコスト削減、就労環境の改善を図るため、ノリ養

殖協業化を推進しております。
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特に、久保田町側でございますが、昭和三十年前後に農地干拓事業でつくられま

した久保田海岸堤防の河口付近にありますノリの協業施設は、平成九年度から沿岸

漁業構造改善事業により整備されまして、現在二十四の漁家が五つの協業体を形成

し、操業を行っております。この協業施設付近には、干拓事業により整備されまし

た潮遊地、それから排水樋門がございまして、ここからの流水によりまして、ここ

に澪ができておりますが、これを利用して水揚げ等を行っております。

協業施設から圧送パイプを七・五メーターの堤防を越え、澪に係留された各台船

までつなぎまして、台船に摘み取ったノリを一時移しまして、この台船からこのパ

イプを利用いたしましてノリを吸い上げるといいますか、背後にあります協業施設

へ圧送をしております。このようなことによって、いわゆる水揚げの省力化を図っ

ているところでございますが、係留施設がございませんため、漁具の積み下ろしや

人の乗り降りができません。そういうことから、ノリの圧送が終わりますと、上流

の係留施設まで移動して、そこで下船して、車に乗りかえて、協業施設へ向うとい

うようなことを行っておりまして、時間的にもといいますか、時間を要するという

、 、 、ことと この澪は先ほど申しましたように 流水でできているものでございますが

浅くて満潮時前後しか作業ができないということもございます。このような時間的

制約に不便を来しているような現状でございます。

この上に堤防の管理用の道路がございますが、舗装はされておりません。

先ほど申上げましたとおり、佐賀県としては有明海沿岸の主幹産業でございます

ノリ養殖業の振興を図るため、協業化を推進する必要がありまして、係留施設と協

業化用地が一体となった漁港施設の整備を要望しております。そういうことから、

こちらに漁港施設をつくって、ここの協業施設用地と有機的に連携を図りたいと考

えております。

先ほど申しましたように、干拓樋門の排水によります澪筋が常時確保されており

ますので、潮位による漁業活動への阻害がほかのところに比べて比較的小さいとい

うことで、ノリ養殖の協業化を推進するための協業施設の集約が重要であるのです

が、それと同時に、ノリの加工でございますので海水が出ます。その海水排出によ

る農地への影響をできるだけ最小限にするために、また集落内でノリ網を干すこと

により発生しておりました悪臭の防止や作業効率の向上を勘案いたしまして、ここ

のところ、いわゆる干拓地の先端部付近でございますが、ここにそういった施設を

集約するということで、先ほど申しましたここに澪筋があるということも踏まえま

して、このように漁港区域の拡張を考えたわけでございます。

、 、先ほども言いました施設の整備についてでございますが 拡張したところの中の

先ほど申し上げましたように澪筋がここにできているわけでございますが、排水樋

、 、門の澪筋に沿いまして浮き桟橋形式の物揚げ場 それからそれにつながります道路
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それから泊地や航路確保のための浚渫、それから陸路に連絡します道路、こういっ

たものをこの拡張した部分での事業として予定しております。この整備によりまし

て、漁船の係留と協業施設への連絡が確保できるということでございます。

協業化施設の背後には養殖用作業施設用地の整備も計画しておりまして、協業化

の進展に伴い、集落内や堤防沿いに点在する漁具を集約化することにより、そうい

った施設の漁具等の管理体制の強化や作業能率、利便性の向上が図られるものと思

っております。

先ほど申しましたように、現行の漁港区域はこの赤い実線の範囲内でございまし

て、このように現行の漁港区域外に施設整備を行うことから、この部分の区域の拡

張を行うものでございます。また同時に、現行の漁港区域につきまして法線整備を

したいということで、この区域も併行したいと考えております。

佐賀県からこういった漁港区域の変更につきまして認可申請がございましたが、

審査の結果、適当と認められるので、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。

なお、漁港区域拡張に伴いまして、先ほど申しました港湾区域、それから農地や

国交省の海岸保全区域との重複が生じておりますが、それぞれの管理者とは調整済

みでございます。

以上が福所江漁港の区域変更の認可についての御説明でございます。

最後になりますが、阿翁浦漁港の区域変更について御説明いたします。

この漁港につきましては、養殖用作業施設等の整備が現行の区域外に及ぶため、

区域の拡張及び合併統合を行うということを考えておりまして、そのほかに小型漁

船との機能分担を行うため、新たに分区を指定するといったことで、かなり大がか

りな変更内容となっております。

阿翁浦漁港は、長崎県北部にありまして、佐賀県との県境にございます。伊万里

市は佐賀県でございますが、伊万里市の北西にございまして、この伊万里湾の湾口

に浮かぶ離島の北松浦郡鷹島町に位置しております。

、 、当町は ここの本島と北西に二・五キロ離れた黒島の二島からなっておりまして

面積は約十七平方キロメートルあります。離島振興対策地域の指定を受けている町

でございます。

当町の海岸線はリアス式で、入り江に富んでおりまして、獲る漁業から育てる漁

業まで水産業の大変盛んなところでございます。水産業が町の基幹産業となってお

ります。特に、阿翁浦漁港は漁業の拠点となっております。

、 、漁業の他の産業といたしましては 農業と石工業が基幹産業となっておりまして

農業は葉たばこ、メロンのハウス栽培などが主となっておりまして、石工業は四百

五十年の伝統を持っておりまして、このような墓石の加工が盛んに行われておりま
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す。

当町の北の方にはモンゴル村とかいうのもございまして、御参考までに申し上げ

ますと、鷹島は七百年ほど前の鎌倉時代に二度にわたって蒙古、現モンゴルの襲来

を受けた元寇の地として国史に残っております。現在は、そのモンゴルとの国際交

流に努めておりまして、親善を深めている町でございます。

鷹島町には、ここが阿翁浦漁港でございますが、四つの町管理の漁港がございま

す。この阿翁浦地区を中心に、一・八キロ南東に日比漁港、それから二・四キロ西

に黒島漁港、これは別の島でございます。それから、四キロメートル南に殿ノ浦漁

港、それから五・五キロ南西に船唐津漁港がございます。

なお、この日比漁港につきましては後ほど御説明いたしますが、今回の区域変更

で阿翁浦漁港の小浦地区と合併する予定となっております。

そのほかに、南南西五・五キロのところに地方港湾の床波港、それから南東三キ

ロメートルのところに地方港湾の神崎港、それから港湾法第五十六条の港湾区域の

定めのない港湾、いわゆる五十六条港湾がこのように六つございます。このうち、

一番北側の堂代港、それから阿翁浦漁港の南の方にございます広浦港、それから小

波止港は今回漁港整備をする計画がございますので、漁港の区域に取り込むことと

しております。

阿翁浦漁港は、昭和二十六年に第二種漁港として指定されました長崎県管理の漁

港でございます。現在、阿翁浦漁港は阿翁浦地区と平成八年に分区指定されました

小浦地区の二地区で構成されております。

背後の集落は、総世帯で二百七十六世帯ございまして、地区の六割を超える世帯

が漁家となっております。所属漁船は二百六十隻で、ほとんどが五トン未満の漁船

でございます。

、 。また 当地区を利用します漁船は県内外を合わせまして六百隻を超えております

漁協につきましては、鷹島阿翁浦漁協でございまして、阿翁浦漁港の本港内に本

所がございます。阿翁浦漁協と鷹島漁協、ここには二つの漁協があったわけでござ

いますが、平成十年三月に合併いたしまして、現在所属組合員数は、正組合員二百

五十名、それから准組合員三百二十名の合計五百七十名という大きな漁協でござい

ます。このうち、阿翁浦漁協に所属します組合員数は、正組合員が百七十七名、准

組合員が五十七名、合計二百三十四名となっております。

この漁協はソフト事業にも力を入れてございまして、漁業に関する理解を深め、

、 、 、担い手の養成 確保を図るため 地元の小中学生を中心とした体験学習施設として

阿翁浦地区にこのような体験施設を設置いたしまして、漁具漁法の紹介や魚の料理

教室などを行っております。このほかに、実際に定置網漁船に乗り込んだり、水産

物の加工を行うなどの体験学習も行っておりまして、現在では島外の観光客の皆さ
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んの利用も増加傾向にあります。

そのほかに、当地区では毎年トラフグ、ヒラメ、マダイの稚魚やアワビの稚貝の

放流を行っております。平成十三年には十六万尾の稚魚及び一万個の稚貝の放流を

行っております。

鷹島町の主たる漁業は、吾智網、定置網、採介藻等となっておりまして、このほ

かに昭和四十九年から海面養殖業が営まれております。現在では、養殖が大きな伸

びを示しておりまして、養殖の水揚げ量の割合は全体の五割、金額では全体の八割

を占めております。以前は養殖技術が確立されていたハマチ、マダイが主体でござ

いましたが、トラフグの生育技術の向上に伴いまして、トラフグの生産量が飛躍的

に増大いたしまして、現在では町全体の七五％を占めております。

トラフグ養殖の国内生産量の半分が長崎県、それからその長崎県の半分がこの鷹

島町ということでございまして、実質日本一のトラフグの養殖生産地となっており

ます。また、品質的にも日本一の折り紙がつくなど、鷹島フグとしてブランド化が

定着しております。

ただ、平成十一年には赤潮の発生によりまして約十五万尾という大量のトラフグ

が変死しましたが、赤潮の発生がなかった十二年には一・五倍の生産量ということ

で、また戻しております。

、 。鷹島町で行われています養殖場の位置は こういった全島周辺に及んでおります

なお、青色のところが定置網の漁場でございます。

この阿翁浦漁港の近くでは、このように養殖が盛んに行われておりまして、阿翁

浦地区と小浦地区、合わせて一日最大陸揚げ量は十六トンに達しております。殆ど

が活魚で、下関や大阪などに出荷しております。また、一部は阿翁浦地区にありま

す加工場で製品化して、産地直売も行っております。

阿翁浦地区は昭和二十八年から漁港整備が開始されておりまして、平成十一年に

はほぼ概成しております。しかしながら、当初計画以上にフグの養殖が盛んに行わ

れておりまして、養殖用の用地が不足している状況でございます。このため、現在

広浦地区に養殖筏を浮かべまして、その上で網の洗浄や網干しを行っている状況で

す。

また、阿翁浦地区は多種多様な漁業形態が営まれておりますことと背後地が狭隘

なため、この施設を拡大するということができない状況にあります。このため、先

ほど申しました広浦地区に、筏に代わりまして新たに岸壁や用地の整備を行うとい

う計画になっております。また、用地や岸壁に合わせて静穏を確保するために、防

波堤も整備する予定でございます。

港口にあります養殖場では、周年季節を問わず給餌しなければならないというこ

とで、荒天時のそういった作業の安全を図るため、それと漁船の出入りの安全の確
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保、そういったことから、ここに防波堤の計画もございます。

それから、漁港の沖合にはこういった島や岩礁がたくさんございまして、これが

天然の防波堤の役割を果たしているわけでございまして、これも一元的に管理する

ということもございまして、現行の区域はこの赤色の実線でございますが、区域を

拡大したいという計画でございます。

なお、この小波止地区というところなんですが、ここが本港、ここが先ほど申し

た広浦地区、ここが小波止地区でございますが、先ほど申しましたように、やはり

養殖をやっておりますと、幾ら養殖率が向上しても毎年養殖魚のへい死が起こると

いうことで、大体一五％、二百トン以上がへい死しているようでございます。

こういうことで、そういったへい死魚の処理施設というのがこの小浦地区に一カ

所あるわけでございますが、この一カ所ではとても対応できないということで、大

量の養殖魚がへい死した場合に、ここだけでは対応できないので、施設をもう一つ

つくりたいということもございまして、この背後地に人家がありません小波止地区

に新たな廃棄物処理施設を整備する計画がございます。

そういうことから、小波止地区の漁港区域に入れて、この区域をこのように拡大

したいということでございます。

それからもう一つ、堂代地区というのが本港から離れてございます。鷹島北部が

サザエ、アワビなどの貝類やワカメなどの藻類の漁場となっておりまして、ここで

操業する漁船がここの地区を利用しているわけでございますが、全然今は施設もあ

りませんで、自然の海浜を利用している状況でございます。

それから、先ほど申しましたように、阿翁浦地区は地元船以外にもたくさんの県

内外からの利用漁船がございまして、漁期には港内が混雑するということ、それか

、 、ら先ほど申しましたように こういった漁場にここが近いということもありまして

また多くの小型漁船がこの堂代地区を利用しているのが現状でございます。しかし

、 、 、ながら 干潮時には 先ほど申しましたように施設がないということもありまして

利用がなかなか難渋しているというのが現状でございます。このため、この地区に

岸壁や船揚げ場等の係留施設やハッチの新設を行って、この阿翁浦地区の本港で収

容できない小型漁船の受け入れを図りたいと考えているわけでございます。

そういうことから、この地区を分区指定したいということでございます。

なお、この間に一つの入り江がございまして、ここは砂浜の海水浴場になってい

るということで、漁港として管理する必要がございませんので、ひとつの分区とい

う形で連続して漁港区域の変更は考えておりません。

最後にまたこの裏にあります小浦地区でございますが、当地区は平成七年に分区

指定をしたところでございますけれども、現在広域漁港漁場整備事業におきまして

養殖用岸壁等の整備を行っております。この地区の南に八百メーターのところに日
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比漁港というのがございます。これは鷹島町管理の一種漁港でございますが、五十

四隻ほどの漁船がございます。この日比漁港は昭和四十五年から整備を行っている

ところでございまして、現在も整備を行っておりますが、この漁港が分かれていた

のは、もともとこっちが阿翁浦漁協、こっちが鷹島漁協というふうに、漁協が分か

れていたこともあって、別々の漁港として指定されていたわけでございますが、現

在は漁協が一緒になっております。

また、この日比漁協から対岸の佐賀県の肥前町にはフェリーが周航しておりまし

て、小浦地区で水揚げされた養殖魚はここから活魚としてトラックで出荷されてお

ります。道路が狭いため、今こういった回り道でここまで運んでいるわけでござい

ますが、平成十五年からこの間に臨港道路として道路を整備して、出荷の利便性向

上を図ることとしております。

こういうことから、漁港としては臨港道路が通ります関係上もありまして、一つ

にするということにいたしまして、この二つといいますか、日比漁港を小浦地区と

一緒にして、阿翁浦漁港の一部とするということで、先ほど申しました地区も含め

て一体的に整備、維持管理を行うこととしております。

この日比漁港の後ろにダムがございまして、ここは今淡水化されています。昔は

自然の入り江で、養殖なんかを行っていたんですが、農業の畑地帯総合整備事業で

淡水湖化されまして、現在では農業用水として利用されておりまして、漁港として

管理する必要がございませんので、背後の漁港区域はもうここで切って、最低限の

区域とすることとしております。

このように、ややこしい漁港の変更となりますが、もう一度復唱しますと、現行

の区域をこのように拡張する。ここは分区指定する。従前の漁港区域の分港であり

ましたところと別な漁港とを一緒にして、この阿翁浦漁港、この点線のやつを全て

阿翁浦漁港として一体的に整備し管理するということでございますが、このような

区域の変更について長崎県から認可申請がございました。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に審議会にお諮りするものでございま

す。

また、先ほど申しましたように、この本区域の中には港湾法の五十六条港湾と海

岸保全区域がありますが、港湾管理者とは調整済みでございます。

以上が阿翁浦漁港の漁港の区域の変更の認可についての説明でございます。これ

まで御説明してまいりました余市河口漁港、百石漁港、福所江漁港及び阿翁浦漁港

の漁港の区域の変更に関します認可について、よろしく御審議のほどお願いしたい

と思います。

長くなりましたが、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。
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ただいま四つの漁港の指定内容の変更の詳細な説明がございましたけれども、何

か御意見ございますか。

〔 ございません」と言う者あり〕「

○山内会長 ございませんか。よろしいでしょうか。

それでは、諮問第三十六号につきましては原案どおりということでよろしいでし

ょうか。

〔 異議なし」と言う者あり〕「

○山内会長 ありがとうございました。

報告事項

① 平成十五年度水産基盤整備事業予算（政府案）の概要について

② 平成十五年度防災漁村課関係事業予算（政府案）の概要につい

て

○山内会長 それでは、報告事項に入らせていただきます。

田中計画課長と影山防災漁村課長の両課長から説明を受けます。

まず田中計画課長、お願いします。

○田中計画課長 続きまして、報告事項といたしまして、十五年度予算につきまし

て、私が水産基盤整備事業関係、それから影山防災漁村課長が防災漁村課所掌の予

算について御説明いたします。

まず、水産基盤整備事業関係予算でございますが、資料三‐一に基づきまして説

明いたしたいと思います。

それから、お手元にこのような絵がございます。これから説明いたしますことを

絵にあらわすと、こういった形になるということで、御参考までにお示ししている

ものでございますので、この絵を見ながらといいますか、私もこの絵をちょっと使

いますが、あわせて御説明したいと思います。

平成十五年度水産基盤整備事業関係の予算につきましては、先ほど部長の挨拶に

もありましたように、概算決定額として、金額といたしましては一千八百八十九億

八千七百万円ということで、対前年比九五・一％となっております。

公共事業全体が対前年比九六・一％ということのようでございます。それに比べ

て約一％ほど低いわけでございますが、実を申しますと、これから御説明いたしま

すいろいろな水産施策の下支えとなる水産基盤整備事業でございますが、基盤整備

といいますか、公共事業だけで目的を達成できるわけではございませんので、関連

する非公共予算、施設整備の予算を二十九億円ほどシフトいたしました。そういう

こともありまして、対前年比九五・一となっているわけでございます。
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ちなみに、非公予算へシフトいたしました二十九億円を合わせますと一千九百十

八億九千七百万円となりまして、この書いております対前年比は九六・五％となる

わけでございます。

、 、来年の予算につきましては 十四年度からは漁港漁場整備長期計画ということで

新しい制度で十四年度から始まっているわけでございますが、その二年目でござい

ます。当然のことながら、この長期計画の目標達成と同時に、できました水産基本

計画を踏まえた水産業の構造改革を支援するためにということで、この一ページ目

の下に書いてございます主要事項でございますが、水産庁といたしましても、十五

年度予算の柱としては、ここに書いてございますように、一番目、安全安心な水産

物供給体制の整備、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、こういったのを水産庁といたしましては十五年度の予算の柱としている

わけでございまして、私どもの基盤整備事業もこういった施策を下支えするものと

して同じような目標といいますか、柱を立てて予算の案をつくった次第でございま

す。

それとあわせまして、最近自然といいますか、環境についていろいろ言われてお

ります。私どもも沿岸域環境をよくして、水産資源の培養だけでなくて、いろいろ

な国民の皆さんに自然に親しんでいただくということで、自然と共生する豊かな沿

岸域環境の創造ということで、四本目の柱として立てて考えているわけでございま

す。

そういうことで、順番に説明いたしますと、この一千八百八十九億八千七百万円

でどういったことをやるかというのが、一ページ目の一、二、三、四で書いている

わけでございますが、済みません、ちょっと飛びまして四ページ目に行っていただ

きたいと思います。

安全で安心な水産物供給体制の整備ということで、一つが最近は食の安全と言わ

れております。魚が揚がります漁港につきましても、その安全な水産物を供給する

という観点から、漁港、それからその前にございます漁場につきましても、衛生管

理に対応した施設整備を進めるということで、たとえば清浄海水導入施設、それか

ら鳥獣等進入防止施設、それから養殖場における汚泥しゅんせつ、こういったもの

を補助対象としたわけでございます。

ちなみに、この絵で見ますと、左側の下の方に断面図みたいのが書いてございま

すが、漁港というもの、特に荷さばき場はコンクリートの打ちっ放しで、屋根があ

るだけというような構造でございますが、そういった構造ではなく、壁と、それか

ら搬出するときの衛生等に配慮した荷さばき場をそういった構造にするということ

を考えております。

それと、この絵の真ん中の上の方に汚泥のしゅんせつというのが書いてございま
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すが、従前は養殖場のところのしゅんせつにつきましては、養殖する方々のえさ等

で汚染が進んでいるということもございまして、なかなかしゅせんつはできなかっ

たわけでございますが、そういったところもしゅんせつできるようにしたいという

ことで、こういったこともできるようにした次第でございます。

それから、これに関連しまして、非公共予算、漁港や漁場整備の予算のほかに、

漁業経営構造改善事業等の予算でもこれにあわせて関連する施設整備を行うという

ことにしております。

それから、水産業の構造改革支援のための予算ということで、二番目の柱になっ

ておりますが、これは五ページ目でございます。

一つが資源回復支援ということで、資源回復計画をつくるようなところも、資源

回復と申しますと、休業したりとかして漁業者に休んでいただくという事態も生じ

るわけでございますが、そういったところで漁業者自身、またはその漁業者の持っ

ておられる船等を使って、いわゆる漁場の清掃を行うということで、従前より漁場

、 、 、環境保全創造事業ということで 海底清掃とか 漁場のいわゆる掃除といいますか

やっていたわけでございますが、そういったものを漁業者自身にやっていただくと

いうことで、漁業者の収入の足しになるといいますか、漁業者にもそういった収入

があるような仕組みでこういった事業ができないかということで、資源回復支援基

盤整備事業という形で新たな制度をつくっております。

それから、あとはこの構造改革の支援としては、漁協合併や市場統合するような

ところにつきましては、重点的な投資を行うということにしております。

それから、三番目の都市と漁村の共生・対流による地域の活性化ということで、

七ページ目でございます。

いわゆる漁業就業者がどんどん減っていくという中で、漁村においても都市住民

を受け入れる体制を構築するため、あらゆる世代の方々に対応できるような漁村づ

くりを行うということで、漁業集落環境整備事業等は従来から行っているわけでご

ざいますが、こういった生活環境の重点整備を実施すると同時に、都市と漁村の橋

渡しの強化とあらゆる世代に魅力ある漁村づくりとして、多面的機能を発揮する魅

力ある漁村づくりを支援するために、こういった漁村体験学習施設、それから海洋

深層水体験施設、それから漁村滞在施設等を整備するということで、ここに書いて

ありますのは、公共事業だけではなくて、ここに括弧で非公共事業と書いてござい

ますが、そういった公共事業と非公共事業を連携して、こういった漁村の、いわゆ

る漁業だけでない、そういった都市と漁村の交流による活性化を図るために、ここ

に書いてあるような施設整備を充実したいと考えております。

それから、四番目が自然と共生する豊かな沿岸域環境の創造ということで、六ペ

ージに戻りたいと思いますが、今の漁業の現状として、やっぱり沿岸域環境が悪く



- -21

なっているということもございまして、そういうことから、まず一つが豊かな海の

森づくり事業として、磯焼けとか起こっているところも日本全国多々あります。そ

ういったところで、海藻の移植等の新たな手法を用いまして、そういった磯焼けが

起きているようなところの藻場をつくると同時に、新しい藻場の造成にかかる技術

開発も図っていきたいと考えております。

そのほか、新しい事柄と言えるかどうかわかりませんが、水産活動によって生じ

。 、 。るいろいろな廃棄物等がございます 廃棄物といいますか 副産物等がございます

例えば、ホタテ、カキ等の水産系廃棄物を漁港とか漁場をつくる際の材料として使

うとか、再利用を図りたいと考えております。そういったことも事業の対象とでき

るようにしたところでございます。

そのほかに、間伐材の利用とかが今言われておりまして、いわゆる漁礁等に間伐

材が使えないかということで、間伐材を活用した漁礁を整備できないかということ

で、そういったことも事業化しているところでございます。

こういったことで、この絵をちょっと見ていただきたいんですけど、先ほど申し

上げた安全で安心な水産物供給体制の構築とか、水産業の構造改革の推進、それか

ら都市と漁村の共生対流による地域の活性化、それから一番右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、こういった事業を考えているわけでございま

すが、昨年十月に予算要求という形でこの絵と同時に御説明したかと思いますが、

大体その当時御説明したものとほとんど変わってございませんで、漁業だけではな

くて、その環境、それから漁村に生活する方々を対象とした予算といいますか、施

策を今後とも進めていきたいと思っております。

○山内会長 どうもありがとうございました。

では、防災漁村課長。

○影山防災漁村課長 続きまして、防災漁村課関係の事業予算につきまして御説明

申し上げます。

資料の三‐二をお願いいたします。

三‐二の一ページでございますが、申しわけございませんが、金額の単位が間違

っておりまして、百万円と書いてございますが、これは千円の間違いでございます

ので、訂正をよろしくお願いいたします。

平成十五年度政府案におきまして、百二十九億四千九百万というお金が漁港海岸

事業に計上されているところでございます。

海岸事業につきましては、一つは海岸の防護、それから環境の整備と保全、さら

には海岸の利用という、三つの海岸法の目的がございますので、そういう三つの目

的の調和のとれた海岸の整備をしていくということで、予算を執行していく予定で

ございます。
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来年度予算の海岸事業におきまして一番大きな重要事項といいますのは、三ペー

ジでございますが、新しい長期計画の策定ということでございます。それで、従来

海岸は海岸だけで五カ年計画をつくってまいりましたけれども、今般国土交通省の

方でお持ちになられておられます九本の公共事業の長期計画を一本化するというこ

とでございまして、現在の通常国会に新しく社会資本整備重点計画法という法律案

が提出されております。この法律案は、国土交通省、農林水産省、警察庁の二省一

庁の共管という形で提出されているものでございます。

基本的な考え方を申し上げますと、三ページの左側にございますが、従来九本の

事業分野別の計画がございました。そのうち二重枠で囲まれておりますところが、

それぞれ緊急措置法という法律に基づきまして計画がつくられているところ、それ

、 、からそのほかのものは法律はございませんが 事実上つくられていたということで

それを今回一本化いたしまして、さらに国土交通省さんの方でお持ちになっておら

れます鉄道の事業ですとか航路標識といったようなものも新たにつけ加えまして、

重点計画というものをつくる、新しい計画をつくることになるということでござい

ます。

基本理念としましては、地方分権ですとか、地域特性・民間活力活用への配慮と

いったようなものを理念といたしまして、これまで金額を計画の目標としてきたと

ころでございますけれども、それをアウトカムと言われております成果目標に重点

を置いた計画にいたしまして、総事業費は内容としないというものに、漁港漁場整

備長期計画と同じような形の計画に変えるということでございます。

そのほか、②に書いてございますように、地域住民等の理解と協力の確保ですと

か、事業間連携の確保等々、効率的な実施のための措置というものが盛り込まれて

いるということでございます。

さらに、計画の策定のプロセスでございますが、計画の策定の際には、パブリッ

ク・インボルブメントと書いてございますが、計画案を国民の皆様に提示いたしま

して、御意見をいただく機会を設けるといったようなこと、さらには一番下でござ

いますが、政策評価の実施ということで、この重点計画法に盛られた事業につきま

しては、事業評価というものをきちっとやっていくんだということが法律の中にき

っちりうたわれたということで、透明性のある、また横に十分な連携のとれた効率

的な計画に変えていくんだということで、新しい計画をつくる予定ということでご

ざいます。

あと、海岸事業、細かいいろんな新規事業がございますが、説明は省略させてい

ただきたいと思います。

さらに、飛んでいただきまして十ページでございますが、水産経営構造改善事業

という事業がございます。これは非公共事業の水産関係の施設をつくる事業でござ
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います。

そのうち、漁業経営構造改善事業という事業がございますが、それが三十一億四

千八百万ということで、これは荷さばき所ですとか冷蔵庫ですとか、そういったよ

うなものをつくる事業ですが、昨年と比べまして、前年比で八〇・九％という約二

割カットの厳しい状況になっているということでございます。

あと、沖縄県の構造改善特別対策事業につきましても、同様に約八一％というこ

とでございますので、同じような状況にございます。

それから、水産物産地流通加工施設高度化対策事業は加工流通課の所管の事業で

、 。ございますが これは約八六％ぐらいの予算になっているということでございます

その後の漁港漁村活性化対策事業、それから新漁村コミュニティ基盤整備事業と

いうのは、前年と比べて大幅にふえておりますけれども、これは予算要求の段階で

公共事業の予算の要求枠を一部非公共事業の密接に関係した事業の方にシフトさせ

て要求させていただいたということで、それの結果が最終的な予算のしあがりの方

にもあらわれているということで、漁港漁村活性化対策事業と新漁村コミュニティ

基盤整備事業という、漁港漁村の活性化と交流基盤の整備のための予算というのが

大幅にふえているということでございます。

六番目に高度衛生管理型水産物供給施設モデル整備事業というのがございます

が、これは先ほど計画課長から御説明がありましたけれども、安全安心のための施

設づくりということで、公共事業と一体となりまして、荷さばき所等、安全安心の

ための施設のモデル整備を行うための予算ということで、新たに十三億五千万の予

算が確保されたということでございます。

あと、個別に主な新規事項を、御説明申し上げますが、十五ページでございます

けれども、漁港漁村活性化対策事業につきましては、二の事業内容というところの

一番最後にございますが、深層水を活用いたしましたシャーベット・製氷供給施設

ですとか、深層水の多段階利用施設と書いてございますが、これは一回利用した深

層水をまたさらに、例えば養殖場等に持っていくことによりまして、ここの漁場に

栄養を供給するようなシステムをつくるための施設づくりということで、深層水の

多段階利用施設というものが新たにつけ加われたということでございます。

十六ページでございますが、新漁村コミュニティ基盤整備事業につきましては、

二のところの事業内容、ここに①から③にございますが、漁村の体験学習施設、さ

らには海洋深層水を身近に体験するための施設、さらには都市部の地方公共団体が

漁村に滞在するための施設をつくる場合に、都市部の地方公共団体に対して助成を

して都市と漁村の交流を促進していくというための施設というのが、今回新たに助

成措置として設けられたということでございます。

十七ページは、先ほど申し上げましたモデル事業の内容でございます。



- -24

以上、概略の御説明を申し上げました。

○山内会長 どうもありがとうございました。

ただいま十五年度の水産基盤整備事業と防災漁村課関係事業の予算の概要につき

まして説明していただきましたけれども、何か御質問ございますでしょうか。

○岡田委員 非常にすばらしいじゃないですか。むしろ私、感動しておりますが。

○吉武委員 一つよろしいですか。

○山内会長 どうぞ。

○吉武委員 本年度の予算を見ていますと、やはり最近どこの省庁でもそうみたい

、 。 、ですけれども 環境ということで一番予算がついているみたいなんですね それで

最近かなり衰えたことというか、二つぐらいありまして、その環境なんですけれど

も、もちろんここで言っている環境整備というのは、どちらかというと病気になっ

てから、その病気を治すための予算のような感じで、例えば先週でしたか、皇居の

お堀を水抜きしてブラックバスを駆除しようと思ったら、ブラックバス以前に自転

車とか何かへんてこりんなものがたくさん捨てられていて、そういうものをまず掃

除するのが大変だったという話がありますけれども、例えば昨年ちょっと石巻漁協

に水産庁の方たちと行ったときにも、話を聞いてびっくりした話がありまして、何

か何年か前に沿岸漁業の方と沖合漁業の方が争ったときに、夜中に沖合の人が漁場

に中古車か何かを百台ぐらい持ってきて沈めちゃったという話があって、まあそれ

は魚礁になるからいいんじゃないかという話もありますけれども、それ以前の問題

として、別に漁業の関係の方だけじゃなくて、海には割と何を捨てちゃってもいい

みたいに思っている人いますよね。もちろん、コンクリート詰めの死体なんていう

のは問題外ですけれども。

それで、何が沈んでいるかわからなくて、私は一応大学の先生ですけれども、そ

ういう道徳教育みたいなのが今はどこでもやっていないんですよね。水産庁として

私が何か一番こうやってもいいんじゃないかと思うのは、千代田区の歩きたばこ禁

止じゃないんですけれども、海をきれいにするためのキャンペーンとか、もっとみ

んなの意識というか、最初に汚くなっちゃってから海水を清浄化するという施設を

つくるんじゃなくて、もう少し一般的に水産庁がキャンペーンして、それで海をき

れいにしようとか、みんなの意識を変えるような、そういう予算というのをとって

いただいてもいいんじゃないかなという気がします。

何となく宣伝費というととってもむだなように思われちゃうかもしれないですけ

れども、そういう何か十年後二十年後のために予算をとっていただけたらすてきな

んじゃないかなと思います。

以上です。

○影山防災漁村課長 うちの予算ではないので、正確なお話はできないんですが、
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海岸等をクリーンアップするための、例えば民間の団体の方が海岸を清掃活動とか

何かをされている場合に、それに助成するための措置ですとか、そういったような

予算というのは別途あったと思っております。

、 、○吉武委員 それは汚れちゃった後で片づける予算ですが そういうんじゃなくて

汚さない日本人をつくるための予算というか、何かそういう予算はありますか。

○田中計画課長 これはちょっとお答えになっているかどうかわかりませんが、直

接海に投入するのではなくて、最近多いんですけれども、何ていうんですか、どこ

かその辺に放り投げてその後には川まで流れ込んで、川に流れ込んだやつが海に出

ていくと、そういうのが結構量を占めるんじゃないかなと私は思っておりますね。

だから、そういった啓蒙活動とかいうのもやはり海だけでなくて、いろいろなとこ

ろに、陸上部でも物を捨てるなとかいうことから始めていかなきゃいけないんじゃ

ないかなと私は思っておりますけれども。

確かに、委員が言われるそういったものが一番大事でして、私も海のそういった

、 、保全事業ということで 一応海底清掃なんかもうちの事業でやっているんですけど

やっぱり見てみるといろんなものが上がってくるということで、確かに委員のおっ

しゃるとおりでございますが、水産庁ではまだ本格的なそういったものはまだ取り

組んでいないと思います。

○吉武委員 清掃したときに、こんなに汚れているというのをみんなにわかるよう

に、大々的に見せるとか、そういう。

○影山防災漁村課長 そういう一つの教育みたいなものとして、都市と漁村の交流

みたいなものも、都会の人たちに海に来ていただいて、海の現状がどういう状況に

あるのか、特に私がいた長崎で申し上げると、長崎の対馬の西海岸に行くと、韓国

のごみがいっぱいもう山ほどあるとか、あと、雨が降った後、川から流れたごみが

いっぱい海岸に着くとか、そういったようなことというのは、都会に住んでいる人

はそのままではわからないので、できるだけ海に来ていただいて、そういう交流を

通じて漁村の生活がどんな生活なのか、また自分たちの生活が漁村とどういうかか

わり合いを持っているのかといったようなことを、学習していただくというか、お

互いに意見交換する場所をつくっていくというのが大事ではないかというふうに思

っております。

○岡田委員 そういう点で、体験学習施設とか、滞在型の整備とか、そういったも

のができるというのは、これは非常にいいことじゃないかなというふうに思います

よね。

、 、海浜清掃なんかやっていますけれども 私たちも自分の地域のことですけれども

行政とかそういったものを巻き込んで、幼小中の子どもたちから、みんな汚れたも

のを拾うんじゃなくて、捨てないようにしなければいけない、こんなにごみが多い
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のかということで、やっぱり身をもって知ってもらって、拾うよりも捨てない生活

習慣、そういったものも大事かなというようなので、だんだんとこういった場も広

、 、 、がっておりますので そういう交流も大事ですけれども 体験も大事ですけれども

いろんなことが盛り込まれておりまして、私はもうずっと本当に感動しながら聞か

せていただいたんですけれども、本当にありがたいなと、浜の人間としてはありが

たいなと思っております。

ありがとうございます。

○山内会長 そのほかいかがですか。

〔特に発言する者なし〕

○山内会長 よろしいでしょうか。

そ の 他

○田中計画課長 それでは、その他に入らせていただきますが、よろしいでしょう

か。

○山内会長 では、事務局の方から。

○田中計画課長 また年度に変わってからだと思いますが、次回分科会の開催を予

定しているところなんですが、日時等につきましてはこの場でちょっと決めること

はできないかと思いますので、後日また事務局から連絡をして、日程等の調整をと

らさせていただきたいと思います。

これでよろしいでしょうか。

○山内会長 それでは、事務局から御説明の際に、後ほど日程についてお問い合わ

せがあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。

そのほか何かよろしいでしょうか。

〔特に発言する者なし〕

閉 会

○山内会長 それでは、本日の審議はすべて終了いたしました。貴重な御意見をい

ただきまして、どうもありがとうございました。

これをもちまして、本日の漁港漁場整備分科会を終了させていただきます。


