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目 次

１．開 会 ………………………………………………………………………… 1

１．水産庁漁港漁場整備部長挨拶 ………………………………………………… 1

１．議 事

（協議事項）

（１）分科会長の選任について …………………………………………… 2

（２）分科会長代理の指名について ……………………………………… 3

（諮問事項）

諮問第４５号 漁港の区域の認可について …………………………… 3

諮問第４６号 模範漁港管理規程例の一部改正について …………… 8

（報告事項）

社会資本整備重点計画について ………………………………………… 10

（その他） ……………………………………………………………………… 18

１．閉 会 ……………………………………………………………………… 18

水産政策審議会・第三回漁港漁場整備分科会

１．開会、閉会の年月日

開 会 平成１５年７月２９日（火） 午後３時００分

閉 会 平成１５年７月２９日（火） 午後３時５９分

２．出席した委員の氏名

委 員 金子 彰 、岸 宏、桜本 和美、中田 英昭

松尾 営子、水上幸衛、山内 晧平
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３．水産庁出席者

田中漁港漁場整備部長、鹿田計画課長、橋本整備課長、影山防災漁村課長

４．諮問事項

諮問第４５号 漁港の区域の認可について

諮問第４６号 模範漁港管理規程例の一部改正について

５．議 事

別紙のとおり

６．議決の数

出席者全員賛成

７．答 申

別紙のとおり

開 会

○鹿田計画課長 お待たせいたしました。ただいまから、第三回漁港漁場整備分科

会を開会させていただきます。

委員の出席状況について御報告いたします。本日は、７名の委員全員が御出席で

す。水産政策審議会令の規定によりまして、本日の漁港漁場整備分科会は成立して

おります。

本日は、本分科会委員の改選後初めての分科会でございますので、会長が選任さ

れますまでの間、私、計画課長鹿田が進行役を務めさせていただきます。
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水産庁漁港漁場整備部長挨拶

○鹿田計画課長 まず、開会に当たりまして、水産庁漁港漁場整備部長の田中から

御挨拶申し上げます。

○田中漁港漁場整備部長 漁港漁場整備部長の田中でございます。第三回漁港漁場

整備分科会の開催に当たりまして、一言、御挨拶申し上げます。

本日は、お忙しいところ、委員各位には、第四回水産政策審議会に引き続き、当

第三回漁港漁場整備分科会に御出席いただきまして、まことにありがとうございま

す。

委員の皆様方には、日ごろより、水産行政の推進に御協力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、厚く御礼を申し上げたいと思います。

水産業をめぐる情勢等につきましては、先ほどの水産政策審議会の冒頭で農林水

産大臣の挨拶の中にありましたので割愛させていただきますが、そういった状況の

中で、漁港漁場及び漁村の整備につきましては、一昨年６月に水産基本法及び漁港

漁場整備法を成立させていただき、さらに昨年３月に水産政策審議会の御意見をい

ただきながら、この理念を実現すべく、水産基本計画と漁港漁場整備長期計画を策

定したところでございます。現在、これらの計画に沿って、水産業の健全な発展、

それから、水産物の安定供給の確保といった水産基本法の理念の実現を目指し、水

産資源の増殖から漁獲、陸揚げ、流通・加工までの一貫した水産物供給システムの

構築、さらには、豊かな海の森づくり、つくり育てる漁業の支援、魅力ある漁村づ

くり等を通じまして、水産物供給の安定への貢献、沿岸域環境の保全・創造、漁村

の総合的な振興を推進しているところでございます。

本日の分科会では、早速、諮問事項といたしまして、漁港区域の認可及び模範漁

港管理規程令例の一部改正について御審議をいただくほか、報告事項として、社会

資本整備重点計画について御報告申し上げることにしております。

委員各位におかれましては、漁港管理や漁港漁場整備のあり方につきまして、幅

広い御意見を呈示していただき、水産行政の今後のより良い展開方向につきまして
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御教示いただけますようお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

議 事

（協議事項）

（１）分科会長の選任について

○鹿田計画課長 お手元に、分科会会議次第がございますけれども、これに従いま

して進めさせていただきます。

協議事項として、まず分科会長の選任について協議をお願いいたします。

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項の規定で、委員

の互選によることとなっております。いかがいたしましょうか。

○岸委員 委員改選前の分科会長でございます山内委員さんに、引き続き分科会長

をお願いしたらいかがでございましょう。お諮りをいただきたいと思います。

○鹿田計画課長 ありがとうございました。

ただいま、岸委員から山内皓平委員を推薦する御発言がございました。そのほか

に、御発言ございませんでしょうか。

ほかに御発言がございませんので、山内皓平委員を分科会長に選任するというこ

とでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○鹿田計画課長 それでは、山内皓平委員には分科会長に御就任いただきます。

山内委員、分科会長の席にお移りくださいますようお願いいたします。
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それでは、これからの議事進行をよろしくお願いいたします。

○山内分科会長 ただいま分科会長を仰せつかりました山内でございます。

今後、皆さん方の御協力並びに水産庁の事務当局の御協力をいただきまして、円

滑に議事を進めたいと思っておりますので、何とぞ、御協力のほどをよろしくお願

いいたします。

（２）分科会長代理の指名について

○山内分科会長 それでは、議事を再開いたしたいと思います。

分科会長代理の指名でございますけれども、水産政策審議会令第５条第５項の規

定によりますと 「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」ということになって

ございます。

つきましては、もしよろしければ私の方から指名させていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山内分科会長 それでは、長崎大学の中田英昭委員に分科会長代理をお願いした

いと思いますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山内分科会長 そのように決めさせていただきます。

どうもありがとうございました。



- -6

それでは、よろしくお願い申し上げます。

（諮問事項）

諮問第45号 漁港の区域の認可について

○山内分科会長 それでは、早速ですけれども、諮問事項に入りたいと思います。

諮問第45号でございます。この諮問第45号について御説明をお願いいたします。

○鹿田計画課長 今回、お諮りします事項は漁港区域の認可についてであります。

まず、諮問事項を読み上げさせていただきます。

１５水港第１６２１号

平成１５年７月２９日

水産政策審議会

会 長 殿

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 谷垣禎一

漁港の区域の認可について

漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第６条第８項の規定に基づき、下記事

項について諮問する。
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記

諮問第45号 漁港区域の認可について

（別添資料２－１及び２－２）

お手元に、資料２－１と２－２が配付されております。資料２－１をごらんくだ

さい。

まず６ページをお開きいただきたいと思います。漁港の名称、漁港の種類、所在

地がございます。それから、認可事由について書いてございます。こちらにつきま

しては、後ほど説明させていただきます。

それから、めくっていただきまして10ページをごらんください。漁港を指定しま

す際の泉南市長の告示の文案でございます。漁港の名称、区域、水域、陸域を定め

て告示するということになります。

資料２－２をごらんください。４ページと５ページに港勢の一覧を載せておりま

す。この漁港を利用しようとする漁業協同組合である樽井漁業協同組合には23名の

方が所属されております。漁獲高、漁船の数、主な漁港の施設を書いております。

６ページをごらんください。泉南市における第１種漁港の指定等に関する基準に

ついて示しております。泉南市長が、この基準に基づいて、今回、漁港の指定をし

ようとするものでございます。６ページから８ページにかけて基準が書いてござい

ます。

それから、９ページは全国の漁港の数を都道府県別に示した表でございまして、

右の総計の一番下に2927というのがございます。これが、現在の全国の漁港の数で

ございます。

10ページには、平成14年度漁港新規指定一覧表、平成14年度漁港指定取消一覧表

を示しております。14年度には、このような実績がございました。
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11ページをごらんください。漁港漁場整備法の指定に関する部分の抜粋でござい

まして、第6条に「第１種漁港であってその区域が一の市町村の区域に限られるも

、 、 、 」のは 市町村長が 地方公共団体の意見を聴いて 名称及び区域を定めて指定する

と、これに該当するものでございます。

下の７項をごらんください。市町村長または都道府県知事は、第１項――今回、

これに該当します――若しくは第２項の指定又は第５項の変更をしようとする場合

において、漁港の区域を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該漁港の区

域について、農林水産省で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けなけれ

ばならない。

８項 「農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、水産政策審議会の、

議を経なければならない」ということで今回お諮りするものでございます。

12ページをお開きください。これは、農林水産大臣が指定等をする場合の基準で

。「 」 、ございます 漁港の指定等に関する基準の制定等について とありますけれども

先ほどの泉南市の基準もこれに準拠してつくられております。16ページまでござい

ます。

詳細につきましては、スライドを使用して説明をさせていただきます。

それでは、御説明いたします。

関西国際空港の建設と関連いたしまして整備されました「りんくうタウン」とい

う新しい町がございます。その町の樽井地区に、防波堤、物揚場等の施設が整備さ

れまして漁業の根拠地が完成しました。それを今回、漁港漁場整備法の漁港として

泉南市が管理者となって管理したく、泉南市長が、第１種漁港として指定を行おう

とするものでございます。

これに際しまして、泉南市長から農林水産大臣に対しまして、漁港区域について

の認可申請がございましたので、今回、その妥当性についてお諮りするものでござ

います。

当漁港は、大阪府の泉南市に位置しております。和歌山県と県境を接するところ

にございまして、大阪の中心部から40～50キロの距離になります。
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漁港の配置図ですが、当漁港の近くには第２種漁港が２港ございます。上の方か

、 、 、 、 。 、ら 岸和田漁港 佐野漁港 それから 第１種漁港が７港ございます 上の方から

田尻漁港、岡田漁港、西鳥取漁港、下荘漁港、淡輪漁港、深日漁港、小島漁港でご

ざいます。これらの漁港は、すべて大阪府が管理者となっております。

本漁港は、泉南市と阪南市の境界の位置にございます。

当地区では、以前、前浜を利用したノリの養殖、それから、地引き網漁業を主と

した漁業が行われておりました。昭和24年には樽井漁業協同組合が設立されており

ます。その後、漁業者自ら整備しました船溜まり、これを漁業根拠地として先の漁

業を営んでまいりました。

「りんくうタウン」と申しますのは、昭和62年度の関西国際空港の工事着工にあ

わせまして、空港の支援、それから、周辺地域の振興を目的としました、いわゆる

まちづくり事業でございます。大阪府企業局が事業主体となっております。

この事業は、海岸線とその地先の海岸の埋立工事を伴っておりまして、当地区の

樽井漁協が漁業根拠地としておりました旧来の船溜まりが消失するということにな

りました。

このため、大阪府企業局では 「埋め立てにより消失する漁業活動拠点の代替施、

設」として、将来の漁港の指定を念頭に置きまして、防波堤等の整備をしてまいり

ました。

防波堤、物揚場等の基本的な施設が関西国際空港が開港しました平成６年度に完

成しております。

その後、係留施設の附帯工事などを行いまして、平成13年度末に最終的に整備が

完了いたしまして、現在、当漁港は「りんくうタウン事業」の事業主体として当漁

港を整備しました大阪府企業局が管理を行っております。

整備されました主な施設は、防波堤、臨港道路、物揚場、漁具倉庫となっており

ます。
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本漁港は、樽井漁業協同組合が既に漁業活動の根拠地として利用しております。

組合員数は、平成17年度末におきまして、正組合員21名、準組合員２名、季節従事

者５名となっております。また、当組合に所属します31隻の漁船が当漁港を利用し

ております。

先ほど申しましたけれども、本漁港の漁業者は、埋め立てが行われる前は、前浜

を利用したノリ・ワカメ養殖を営んでおりました。埋め立てによります漁場の消失

などによりまして、現在は、主に漁船漁業を営んでおるというような状況になって

おります。

本地区の漁業は、平成13年の魚種別漁獲量で見ますと、カレイ・スズキ等の刺し

網漁業28トン、アナゴ籠漁業6.7トン、タコツボ漁業が2.2トン、タチウオ引き縄漁

業が1.1トンというぐあいになっております。

全体の漁獲量を過去数年の平均で見ますと34トン程度、金額にしますと2900万円

というふうになっております。漁獲されたものの大半が生鮮魚として出荷されてお

りまして、地元で消費されるのが３割程度ございます。残りの２割が大阪府内の市

町村、半数近くが和歌山県、奈良県、京都まで出荷されている状況でございます。

このうち、アナゴ籠漁業は漁期がほぼ周年となっております。夕方から夜間にか

けて漁が行われまして、獲れましたアナゴは一時、水槽で蓄養して、臭みを取った

上で開きにし、関西地方のすし店に出荷されているということでございます。この

ように、消費者のニーズにあわせて付加価値を高める努力をいろいろとされており

ます。

古来、大阪湾は魚介類の豊富な海で、大阪が「なにわ」というふうに呼ばれてお

りますのも、一説によりますと、魚が豊富にとれる「魚の庭の海」と呼ばれており

ましたものが 「魚庭（なにわ 」という呼び名になったということでございます。、 ）

大阪に流れ込みます大小さまざまな河川が、上流の森の養分を海にもたらしてき

たことに起因すると考えられます。これに鑑みまして、府内の漁業者が中心になり

まして、森林関係者、市町村、それから、環境問題に関心を持ちますボランティア

団体が協力し、上流の山林で植林あるいは間伐を行うなどの活動を続けています。

山林を再生しまして、保全することにより川の水の水質を改善する、昔の豊かな海

。 、 、を再生していこうという活動になっております このようなことから この活動は
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「魚庭の森づくり活動」というふうに名づけられております。

これに加えまして、平成14年度から７月20日の海の日を「７＝な、２＝に、０＝

わ」ということで 「なにわの海づくりの日」というふうに定めまして 「漁師は、 、

海の守り人」という言葉を合い言葉にして、河口付近におけます清掃活動、それか

ら、ヒラメなどの種苗放流といったさまざまなイベントを行いまして、大阪湾の環

境改善を地元市民や府民に呼びかけているというようなことで、当漁協は、組合長

が「魚庭の森づくり活動」の会長を務めるなどしまして、これらの活動に積極的に

参加しております。海の環境、漁場環境の改善に熱心に取り組んでいるところでご

ざいます。

さらに、当組合は水産資源の増大にも取り組んでおりまして、大阪府水産試験場

と連携いたしまして、ガザミ、クルマエビ、ヒラメなどの稚魚を中間育成して、こ

こから放流しております。これは、防砂堤からクルマエビを放流している風景でご

ざいます。

「りんくうタウン」には、集客性の高い商業施設のほか、人工海浜、野鳥公園な

どが整えられつつありまして、これらは、さまざまな人々の憩いの場になっており

ます。

特に、当漁港に隣接しております人工海浜には、夏場には多くの観光客が訪れて

おります。また、ビーチフットボールですとかジェットスキーなどの全国大会など

も開催されております。

当組合は、これらの運営に携わっておりまして、今後、このような市民とのかか

わりをもっと発展させまして、例えば漁業体験をしてもらう、あるいは地元の水産

物を販売する、こういうことにつなげていけないかどうかという新しい、いわば都

市型の漁業のあり方というものを模索しているところでございます。

関西国際空港 「りんくうタウン」の整備によりまして、この樽井地区の漁業を、

取り巻く環境は大きく変わりました。

泉南市と樽井漁業協同組合は、これまで述べましたとおり、市民等に良質で安全

な生鮮魚介類を安定的に供給するその一翼を担う、それから、海の環境、漁場の環

境改善、魚介類の種苗の放流を通じまして 「つくり育てる漁業」を力強く進めて、
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いこうというふうにしております。

また、大都市近郊という立地を生かしまして、新しいタイプの漁業を目指そうと

いうことも考えております。この漁港は、このような漁業振興の拠点となるもので

ございます。

このようなことから、泉南市長が、漁業の拠点として適切な管理ができるよう漁

港の指定をしようとしているものでございます。泉南市長から、漁港を指定するに

、 。 、際しまして 漁港の区域につきまして認可申請がございました 審査しました結果

漁港の区域は、管理上必要で十分な区域を定めておりまして、適当と認められるの

で、農林水産大臣がこれを認可するため、お諮りするものでございます。

以上が、説明でございます。よろしく御審議方、お願いいたします。

○山内分科会長 ただいま、樽井漁港についての詳細な御説明がございましたけれ

ども、ただいまの説明につきまして、何か御質問ございますか。御意見でもよろし

いですが、いかがでしょうか。

もし御意見がなければ、原案どおりということでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山内分科会長 それでは、原案どおり認めさせていただきます。

どうもありがとうございました。

諮問第46号 模範漁港管理規程例の一部改正について

○山内分科会長 続きまして、諮問第46号に入りたいと思います。諮問第46号につ

いて、また御説明をお願いいたします。
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○鹿田計画課長 諮問文を朗読させていただきます。資料３でございます。

１５水港第１６６９号

平成１５年７月２９日

水産政策審議会会長 殿

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 谷垣禎一

模範漁港管理規程例の一部改正について

漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第34条第４項の規定に基づき、下記事

項について諮問する。

記

諮問第46号 模範漁港管理規程例の一部改正について（資料３－１）

資料３－１をごらんください。１ページに、改正の内容を新旧対照表で示してお

ります。下が現行で、上が改正後の案文になります。改正しようとするのは第19条

の管理の委託でございます。現行は 「知事は、甲種漁港施設 、－これは知事（市、 」

町村長）が管理する公共施設としての漁港施設になりますが、－「の一部を知事が

認める公共団体又は公共的団体に委託することができる」というものを上のように

変えたいということでございまして 「法人その他の団体であって知事が指定する、

もの」－ということで、公共的団体という制限を外しておりますが、－「に甲種漁

港施設の管理の一部を行わせることができる」ということでございます。

次のページをお開きください。理由を書いております。この19条は、３行目にご

ざいますように、地方自治法第244条の２（公の施設の設置、管理及び廃止）の規

定を準用しております。今般、この規定が改定されました。そのために、法第34条
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４項の規定に基づきまして改正したいということでございます。

この地方自治法の改定でございますけれども、下に書いていますように、地方公

共団体の組織及び運営の合理化を図るため、地方分権改革推進会議の意見にのっと

、 、 「 」り 公の施設の管理の委託に関する制度が 従前の公的な団体への 管理委託制度

から、地方公共団体の指定を受けました、公的な団体に限らない法人その他に管理

を代行させることができる「指定管理制度」に改正されました。この趣旨に鑑み、

模範漁港管理規程例の一部を改正するものでございます。

次のページに、地方自治法の条文が載っております。現行の244条の２、３項の

一番最後の行になりますけれども 「公共団体若しくは公共的団体に委託すること、

ができる」となっておりますのを、上の欄でございますが、３項の２行目の下の方

から「法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの」に変える

ということでございます。これに準じまして、先ほどのように改正したいというこ

とでございます。

以上でございます。

○山内分科会長 ただいまの説明に関しまして、何か、御質問、御意見ございます

でしょうか。

特にございませんか。

それでは、特にございませんようですので、諮問第46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」の声あり〕「

○山内分科会長 そのように決定させていただきます。どうもありがとうございま

した。

（報告事項）
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社会資本整備重点計画について

○山内分科会長 それでは、報告事項に移りたいと思いますが、報告事項の「社会

資本整備重点計画について」でございます。説明をお願いします。

○大石防災企画調整官 防災漁村課の防災企画調整官の大石でございます。

それでは、報告事項の「社会資本整備重点計画」について説明させていただきま

す。

本件の内容は、海岸事業の長期計画に係るものでございますけれども、漁港区域

内の海岸整備が含まれており、漁港漁場整備に係る審議を行っていただく上で重要

な関連情報となりますので報告事項とさせていただいております。

資料４と書かれた、表紙の下に報告事項、参考資料が１から３ 「社会資本整備、

重点計画」の素案ということで資料がたくさんついておりますけれども、時間の関

係もございまして、概略について、スライドを用いまして説明させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。

では、スライドをお願いします。

「 」 、 、社会資本整備重点計画について とございますけれども 今申しましたとおり

水産庁が関係する部分は海岸事業に係る部分ということであります。

、 、 、 、海岸事業に関連して まず海岸の概要といたしまして 海岸の分類 海岸の災害

海岸の保全対策等について説明させていただきます。

海岸の分類として写真が４つ載っておりますけれども、砂や礫でつくられたのが

砂浜海岸で上の左側でございます。それから、ゴツゴツした岩ばかりの海岸という

のが右側の岩石海岸であります。左の下は、内湾などで潮が高いときには海の中、

潮が引くと姿を見せる干潟でございます。それから、右の下は、海岸の種類という

ことではありませんけれども、白い砂浜、青い松林といった美しい海岸風景の形容

ということで白砂青松を挙げさせていただいております。
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次に、海岸線の概要ですが日本の海岸線は、国土の面積が少ない割に入り組んで

いて長く、総延長は約３万5000キロございます。このうち、すべての海岸を防護し

なければならないということではございませんで、防護しなければいけない長さが

総延長の約半分、１万4000キロぐらいということでございます。

右の方に海岸の種類ということで５種類ありますけれども、黄色の部分、緑の部

分、紫、青とございますが、これは、それぞれ漁港の海岸、港湾の海岸、農地の海

岸、建設の海岸と分かれておりまして、国交省の港湾局、河川局、それから、農水

省の農村振興局、水産庁、この４部局が、海岸保全区域についての国の担当窓口と

なって一緒に事業をしています。

水産庁が担当しておりますのは漁港区域内の海岸で、距離といたしましては3100

キロ、保全区域全体の約２割程度でございます。

、 、 、海岸の災害ということで 幾つか写真が載っておりますけれども 日本の海岸は

地震・台風、低気圧、冬季の風浪など、非常に厳しい自然条件にさらされており、

津波・高潮・波浪・侵食といった被害を受けております。

左側の上は津波による被害で、北海道の奥尻町でございますけれども、津波は、

御承知のとおり、地震による海底地盤の変位だとか、火山の爆発による海岸の山崩

れ等で大きな波が起こるものを言います。それから、右側が高潮による被害で、高

潮と申しますのは、台風などの低気圧によって起こる強風だとか、気圧の急変で海

面の高さがいつもよりも高くなって波が高くなるという現象でございます。左側の

下は越波で、波が堤防等を越えている状態を言います。それから、右側の下でござ

いますけれども、侵食は、砂浜の海岸が強い波浪によりまして砂が削られて少なく

なるもので、最終的には、その部分、国土がなくなっていくというようなことが起

こります。

こういった海岸の被害に対処するため、海岸保全対策が行われておりまして、高

潮や津波、侵食等を構造物で防止するというのがその内容でございます。こうした

ことを行うのが海岸事業です。左側の上の堤防は、土を盛り上げて山をつくりまし

て、その表面をコンクリートで覆った構造物で、高潮や波浪、津波が陸上部に侵入

しないようにしたものでございます。右は、その実際の写真です。



- -17

それから、左側の下は離岸堤でございまして、これは沖合に海岸線と並行してつ

くられる構造物で、波を消したり弱めたりすることで陸上への波の侵入を食いとめ

るとともに、海岸の砂が波で取られることを防ぎ、かつ、その背後に砂をためると

いった機能を持っております。

それから、右の下は養浜、人工海浜と書いてございます。波によって砂が削り取

られた海岸に人の手で砂を戻すことが養浜でございまして、養浜でつくられた砂浜

のことを人工海浜と言います。

、 。こういったことが 海岸事業で実際に事業として行われている内容でございます

次に、これまでの海岸事業長期計画について説明をします。

海岸事業は、昭和45年の第１次長期計画からスタートいたしまして、平成８年度

から14年度まで行われました「第６次海岸事業七箇年計画」というものが、一番直

近のものでございます。

第６次の事業では、そこに書かれておりますように、安全な海岸、自然と共生す

る海岸、利用しやすく親しみの持てる海岸、そういったものを創造していこうとい

うのが基本目標でございますけれども、下に書かれてありますように、長期計画で

は、７カ年で約１兆8000億円の事業を行うことが定められておりました。実績につ

きましては、平成14年度までに、ほぼ100％、99.6％事業を実施したということで

ございまして、第6次の海岸事業までは、総事業費が事業実施のメルクマールにな

っていたわけでございます。

まず、基本目標の１番目でございますけれども 「安全な海岸の創造」は、国民、

の生命・財産を守り、国土保全に資する質の高い安全な海岸をつくろうというもの

でございます。左上の「安心できる海岸の形成」は、先ほど申しました津波・高潮

・波浪等から後背地を防護するために、堤防・護岸等を新設したり改良する事業を

やっております。

それから、右側の「地震・津波防災対策の早急な実施」では、主にゼロメートル

地帯等非常に緊急性の高い地域で施設の耐震性を強化するとか、あるいは津波の来

襲の恐れのある地域で堤防のかさ上げ等を実施しました。
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それから、下の「施設の維持管理の高度化」につきましては、災害情報を迅速に

収集し、それを集中管理して、海岸で過ごしている人たちにすぐ知らせるとか、そ

ういう形で初期対応を強化するとともに、水門等を人の手で閉めたりするのではな

くて、自動化、遠隔化することで維持管理をより高度するような事業を行っており

ます。

「 」 、 、目標の２番目が 自然と共生する海岸の創造 で これは自然との共生を図って

豊かで潤いのある海岸を創造しようというものです。左側の上の「生物や景観に配

慮した自然にやさしい海岸の整備」では、ウミガメが写っておりますけれども、ウ

ミガメ等海岸に生息する生物に配慮して、自然にやさしい砂浜や干潟の保全・創設

を推進しました。

それから、下に書いておりますけれども、人工リーフとして、海藻等の生育が期

待できる、そういう沖合施設の設置を行ったということです。

また、右側には「緑豊かな海岸の整備」ということで、防潮林の整備や植栽等に

より緑豊かな海岸もつくっております。

３番目の目標は 「利用しやすく親しみの持てる海岸の創造」でございまして、、

これは、利用しやすく親しみの持てる美しくて快適な海岸をつくろうという事業で

ございます。

左の上は「まちづくりの核となる海岸の整備」で、海岸の背後の公園や健康増進

施設と海岸の保全施設を一体的につくるとか、あるいは学校等の公共用地の造成を

併せて海岸護岸の整備を図るなど、地域づくり、まちづくりの核となるような事業

を推進いたしました。

右側の「海にふれることができる生活環境づくり」は、海にアクセスできないよ

うな護岸を、アクセスと防災を両立させて、階段式の護岸にしたり、緩やかな傾斜

の護岸の整備を推進しました。

左の下ですけれども 「海浜を利用したレクリエーション空間の形成」では、海、

洋性レクリエーションやスポーツ空間としての砂浜の整備をやりました。

最後に 「高齢者・障害者等への配慮」では、ハンディキャップを負った人でも、
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、 、 、日常生活で自然にふれることができるように スロープをつくったりとか 遊歩道

トイレ等の利便施設を整備する事業を推進しました。

以上、第６次の海岸事業は、３つの目標でやってきたわけですけれども、次に、

「社会資本整備重点計画」では、こういった海岸事業も含めまして、公共事業の長

期計画を一本化していくという法的な措置を講じておりますので、その説明をさせ

ていただきます。

まず、これまでの経緯でありますが、先ほど説明いたしましたとおり、海岸事業

につきましては、平成14年度に第6次の計画が終了し、15年度以降の長期計画を検

討する必要がございました。

そこで、一番上に書いてございますけれども、海岸事業単独のあり方検討として

平成14年３月に、国交省と農水省が、共同で海岸事業のあり方について学識経験者

の方に検討をお願いし、平成15年２月に最終報告が出されたということでございま

す。

、 、一方で平成14年８月でございますけれども こういった海岸事業の検討とは別に

小泉内閣の骨太の方針等を受けまして、国交省が所管の公共事業を一本化すること

を表明いたしました。その際、海岸事業につきましては、これまで関係省庁で共通

の長期計画をつくってきましたが、もし省庁別に計画をつくれば、縦割り行政にな

り、国民に成果がわかりにくくなりますので、農林水産省の海岸事業も、この国交

省の一本化に参画することを決めたわけでございます。

これらにつきましては、後ほど、改めて説明いたします。

その後、法律の制定作業を進めまして、平成15年３月に法律が成立し、４月１日

に施行されて、現在は法律に基づいて、長期計画の素案について、一般国民、都道

府県から意見を聴取しているところであります。

本日、分科会に報告しているところでありますけれども、今後のスケジュールと

、 、 、いたしましては ８月中旬に 国民・地方公共団体の意見聴取を終了いたしまして

９月に計画案の作成、10月に閣議決定ということで計画がつくられます。

これは、先ほど申しました、15年２月に出されました海岸事業の検討会の最終報



- -20

告書の一部分でございます。報告の中では、海岸の防護、海岸環境の整備及び適正

、 、な利用を調和させるという考えをとっており 第６次の長期計画と基本的な方向は

特に変わっておりません。

ただし、大きく変わったのは、これまでの長期計画の指標が総事業費で決められ

ていたのが、ここに書かれておりますように、国民に提供する海岸保全のサービス

内容を指標としたことです。施策目標は、大項目、小項目がございますけれども、

大項目は、高潮・津波・侵食などから生命・財産を守ること、自然環境に調和した

豊かで美しい海岸環境を享受していただくことです。そういうサービス内容を可能

な限りアウトカム指標で表現し、具体的に今後明示することを明らかにしたわけで

ございます。

次に、14年８月の長期計画の一本化について説明いたします。事業量を決めてお

りますので、硬直的に予算を獲得する手段になるとか、分野別配分が硬直してしま

うといった長期計画の批判や、必要性の低い事業が行われるとか、やめる仕組みが

ないといった公共事業批判を受けまして、新たな長期計画では、計画の重点を「事

業費」から「成果」に変え、投資の重点化・集約化、公共事業間の連携、公共事業

改革の取組の強化、国民に開かれた計画プロセスの実現などを行う中で長期計画を

一本化し、法体系を抜本的に見直すこととしたものです。

先ほど申しましたように、こういった流れの中に、海岸事業を共管する農林水産

省も参画したということでございます。

これは 「社会資本整備重点計画法」の仕組みでございます。本法は、警察庁、、

農林水産省、国土交通省の共管の法律ということで、警察庁も交通安全とかござい

ますので入っております。

本法の特徴は、幾つかございますけれども、まず、９つの公共事業計画を一本化

したというのが１番目の特徴でございます。

次に、９つの公共事業のうち、６つにつきましては緊急措置法で長期計画を措置

しており、それを適宜延長していたわけです。また、海岸事業を含めまして３事業

は法律によらないでやっておりましたので、そういったものを１本の恒久的な法律

に統一して、きちっとした位置づけを明確化したというのが第２番目の特徴でござ

います。
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３点目は、重点目標を総事業費ではなくて、アウトカム指標に置いたことでござ

います。

４点目は、事業を効率的かつ効果的に実施するための措置を明確化したことでご

ざいます。

５点目は、計画策定に当たりましてパブリックコメントをとるとか、それから、

地方公共団体の意見を聴取することを義務づけたことでございます。

６点目は、計画期間中の事業の見直しだとか、政策評価に重点目標を位置づける

ということを決めたということです。

、 、 、 。なお 政令によりまして 重点計画の期間というのは ５年間となっております

いよいよ本日の報告事項であります「社会資本整備重点計画」の素案でございま

すけれども、海岸事業も、この枠組みの中で実施していくこととされ、具体的なア

ウトカム指標もこの中で明確化されております。

。 、 、重点計画の素案は３章で構成されております 第１章は 社会資本整備の重点的

効果的かつ効率的な実施のための方針でございまして、事業評価の厳格な実施だと

か、コストの縮減・事業の迅速化、地域住民の理解と協力の確保、事業間の相互の

連携等全部で８項目ございます。これらの項目については、それぞれの事業におい

てこれを実施していくものであり、海岸事業もこの方針に従って事業を実施してい

くこととなります。

「 」 、 、例えば１番の 事業評価の厳格な実施 では これまでの事業評価に加えまして

重点計画のアウトカム指標を政策評価に追加することを検討しております。

それから、２番目の「技術開発を通じたコストの縮減・事業の迅速化」では、事

業のスピードアップ、設計等の最適化、調達の適正化等の観点から事業を見直した

プログラムを現在つくっておりまして、事業のコスト削減に努めているというよう

な状況でございます。

。 、 、次に後半部分でございます 既存の社会資本の有効活用 ソフト施策との組合せ
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公共事業の入札・契約の適正化、民間資金・能力の活用、国と地方の関係の構築と

いった方針がございます。例えば海岸事業で申しますと、５番目の「既存の社会資

本の有効活用、ソフト施策との組合せ」では、現在、津波・高潮のハザードマップ

の策定マニュアルを関係省庁で検討しているところであり、それと連携して、海岸

保全施設の効率的な整備を進めることで安全の確保を推進していく予定でございま

す。

第２章は、個別の９つの公共事業をそれぞれ横断的にまとめまして、今後実施す

べき社会資本整備事業を、まとめているものでございます。暮らし・安全・環境・

活力、この４つの分野において重点目標を定めております。それぞれの事業が、こ

ういった重点目標に関係いたしますが、海岸事業がすべて関係するということでは

ございません。海岸事業が関係するアウトカム指標が出てくるのは、赤字で書かれ

ておりますが 安全 の中の 水害等の災害に強い国土づくり と ２番目の 大、「 」 「 」 、 「

規模な地震・火災に強い国土づくり 、それから 「環境」の（４）の「良好な自」 、

然環境の保全・再生・創出」であります。

これは、先ほど申しました重点目標のアウトカム指標を示した３枚のうちの１枚

です。

まず 「安全の中の水害等の災害に強い国土づくり」の指標につきましては、津、

波・高潮による災害から一定水準の安全性が確保されていない地域の面積を減らし

、 、ていこうというのが指標でございまして 14年度末に15万ヘクタールだったものを

19年度末に約10万ヘクタールに縮小していくものでございます。

ちなみに、漁港海岸では、約6000ヘクタールを５年間で5000ヘクタールにすると

いう計画で、15万を10万にするという全体の数字から見ますと、若干、少ないよう

に感じられるかもしれません。漁港の中で人口密集した地域を先に整備していきた

いということで漁港の場合、なかなか後背地が少なく面積が稼げないということも

ございまして、面積から指標を出すと少なく見えております。しかし、参考でお示

ししたとおり、安全性が確保されていない地域の人口を、５年間で約22万人から16

万人に減らすということでございまして、安全性が確保されていない人口を大幅に

減少するため、このようなアウトカム指標になっておるわけでございます。

次に 「大規模な地震・火災に強い国土づくり」の指標では、地震時に防護施設、

の崩壊による水害が発生する恐れのある地域を解消するため、１万3000ヘクタール
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を１万ヘクタールにするとなっております。ただ、漁港海岸につきましてはゼロか

らゼロということでございますけれども、これは、この指標自体がゼロメートル地

帯における被害発生地域であり、漁港区域にゼロメートル地帯がないために目標数

値がないということでございます。

ただ、実際には漁港区域でも、ゼロメートル地帯以外の区域では堤防の耐震化が

十分でないという区域が存在いたしますので、別途、そのような区域の解消は推進

するということでございます。

最後に 「良好な自然環境の保全・再生・創出」ですけれども、これは失われた、

自然の水辺のうち、約２割再生しますということでございます。ちなみに漁港海岸

では、19年度までに53キロのうち16キロ、約３割を再生することを目標にしており

ます。

なお、第３章といたしまして、それぞれの事業ごとに独自のアウトアム指標を並

べた部分がございますけれども、主立った指標は重点目標として第２章に出ており

ますので、これについての説明は省略させていただきます。

「社会資本整備重点計画」の中での海岸事業の位置づけ、考え方を説明させてい

ただきました。

説明は以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○山内分科会長 どうもありがとうございました。

いかがでしょうか 「社会資本整備重点計画 、特に海岸事業につきまして詳細、 」

な御説明をいただきましたけれども、何か御質問、御意見ございますか。

よろしいでしょうか。

どうもありがとうございます。

それでは、以上で、本日予定しておりました議事は終了いたしました。
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（そ の 他）

○山内分科会長 この機会に、本日の議題にかかわらず、何か、話しておく必要が

、 、 。あることがありましたら 御発言がもしありましたらと思いますが いかがですか

特に、ございませんか。

それでは、事務局から何かございますか。

○鹿田計画課長 次回の漁港漁場整備分科会につきましては、12月ころ開催してい

ただきたいと考えております。日程につきましては、後日、事務局から改めてお諮

りしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○山内分科会長 次回の分科会の日程につきまして、後日、事務局から提案をして

いただくということでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山内分科会長 そのようにさせていただきます。

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。

どうも長い間ありがとうございました。

閉 会


