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平成十六年二月六日（金）

於・東條インペリアルパレス 六階「九重」

水 産 政 策 審 議 会

第四回漁港漁場整備分科会会議事録

水 産 庁
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開 会

○鹿田計画課長 委員の皆様、きょうはどうもありがとうございます。予定より五

分ほど早いんですけれども、ただいまから第四回漁港漁場整備分科会を開催させて

いただきます。

委員の出席状況について御報告いたします。

水産政策審議会令第八条第三項の規定により、分科会の定足数は過半数となって

おります。七名の委員中、本日は中田委員のみが都合により欠席でございます。水

上委員におかれましては、雪により列車の運行が乱れておりまして、三十分ほどお

くれるとの連絡をいただいております。いずれにしましても、現時点で五名の委員

の方々に出席していただいておりますので、本日の分科会は成立しております。

審議に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。
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資料一に委員の名簿、資料二に諮問第五十七号の諮問文の写し、資料二‐一に諮

問第五十七号、資料二‐二に諮問第五十七号の参考資料です。それから報告事項が

ございまして、資料三‐一に平成十六年度水産基盤整備事業予算の概要について、

それから資料三‐二に平成十六年度防災漁村課関係事業予算の概要について、それ

から資料三‐三に社会資本整備重点計画についてがございます。よろしいでしょう

か。

それでは、山内会長、よろしくお願いいたします。

○山内会長 それでは、議事に入りたいと思いますが、委員の先生方、よろしくお

願いします。

漁港漁場整備部長挨拶

○山内会長 それでは、まず議事に入ります前に、田中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。よろしくお願いします。

○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。水産政策審議会

漁港漁場整備分科会の、今回は第四回目でございますが、開催されるに当たりまし

て、御挨拶申し上げたいと思います。

前回の第三回分科会の開催が去年の七月の終わりごろだったと思います。半年ぶ

りの開催でございます。本日はお忙しい中を御出席いただきまして、ありがとうご

ざいます。また、委員の皆様方には、日ごろより水産行政の円滑な推進につき御助

言、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御礼を申

し上げたいと思います。

本日の分科会の諮問事項としては、漁港区域の変更に関する認可案件といたしま

して、三件提出させていただいております。これらにつきまして、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いたものでご

ざいます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

それから、報告事項といたしまして、平成十六年度予算の政府案につきまして、

私どもの水産基盤整備に係る予算について説明いたしたいと思います。後で詳しい

説明があるかと思いますが、水産基盤整備事業の予算では一千七百八十一億四千八

百万円で、補助金改革、それから公共事業の抑制等から、対前年比九十四・三パー

セントとなっております。この予算の中で、平成十六年度は 「 海の恵み」の持、「

続的な利用 「消費者の求める水産物の生産供給基盤の整備 「豊かで活力ある」、 」、

「浜」づくり 、それから「漁港漁村における危機管理対策の推進」の四本柱に基」

づきまして、非公共事業との連携、それからソフト施策との連携等、一体となった

施策を進めていくこととしております。
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いずれにしましても、先生方も御承知のとおり、補助金改革で、三年間で四兆円

の補助金削減と言われておりまして、このような予算的に厳しい情勢がまだまだ続

くかと思いますが、私どもが行っております水産基盤整備は、水産業の振興、漁村

地域の活性化、そして沿岸環境の改善などのために取り組んでいるわけでございま

すが、事業のあり方、施設管理のあり方、そして利用の促進の方策等がうまく機能

して、事業の目的が達成されて、水産業の振興、漁村地域の活性化に結びつくもの

と考えております。そういった意味で、先生方には幅広い意見をお聞かせいただけ

ればと思っております。

これからの水産行政に反映させていきたいと思いますので、これからもいろいろ

な御助言、御尽力等を賜り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。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

諮問第五十七号 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、それから報告事項が三件でございます。

なお、本日審議していただきます諮問事項につきましては、水産政策審議会令第

五条第六項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

となりますので、よろしくお願いします。

委員の皆様方、御協力いただきまして、円滑に議事を進めたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。

それでは、諮問第五十七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。

○鹿田計画課長 説明させていただきます。

今回お諮りするのは、漁港の区域の認可についてで、三件ございます。

お手元に諮問文のコピーをお配りしております。資料二です。

まず、これを朗読させていただきます。

十六水港第二千六百四十九号、平成十六年二月六日、水産政策審議会会長、小野

征一郎殿。農林水産大臣、亀井善之。

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、諮問第五十七号 漁港の区域の認可について（別添資料二‐一及び二‐二）
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でございます。

次に、諮問第五十七号を説明いたします。

資料二‐一を御覧ください。

、 。六ページを開いていただきますと 中の川漁港の認可事由が記載されております

それから、七ページには堅田漁港の認可事由が記載されております。

それから、八ページには中島漁港の認可事由が記載されております。

詳しい内容につきましては、後ほど説明させていただきます。

それから、参考といたしまして、十二ページに中の川漁港に関する、知内町長の

告示（案）を示しております。

それから、十三ページに堅田漁港に関する白浜町長の告示（案）を示しておりま

す。

それから、十四ページ、十五ページに中島漁港に関する福岡県知事の告示（案）

を示しております。

それから、資料二‐二を御覧ください。参考資料です。

四ページと五ページに中の川漁港、それから堅田漁港、中島漁港に関する漁業協

同組合員数、漁獲高、水産物移出高、利用漁船等の概況等について整理したものを

載せております。

それから、七ページに、この審議会にお諮りしますことの根拠となる漁港漁場整

備法の抜粋を載せております。第六条の五項と七項と八項でございまして、要約し

ますと、五項が、市町村長又は都道府県知事は、当該指定の内容を変更することが

できるということでございます。それから、七項は、市町村又は都道府県知事は、

これを変更しようとするときは農林水産大臣の認可を受けなければならない。それ

から、八項が、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になっております。

それから、八ページ以降に、指定に関する基準を載せております。これについて

は省略させていただきます。

それでは、変更の内容の詳細につきまして、スライドで説明いたします。

まず、中の川漁港の区域の変更です。

当漁港では、現在、漁港整備を鋭意進めているところでありますが、これから整

備する予定の防波堤等が現行の漁港区域を越えてしまいますので、漁港区域を拡大

したいというものです。

中の川漁港は、北海道の渡島半島南西部の町、知内町に位置しています。町内に

は、津軽海峡に面した海岸線二十一キロに、中の川地区を含めて五つの漁村集落が

あります。漁業経営体は百十経営体で、このうち中の川地区は二十六経営体です。

昭和五十五年、この地に北海道電力が火力発電所を建設するため、工事用の港の
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建設に着手したのが、この漁港の歴史の始まりです。

発電所の完成に伴いまして工事作業船が撤退し、従来から前浜を利用して漁業を

営んできました漁船主体の港になったことから、昭和五十九年に第一種漁港として

指定を受けました。

、 、 、 。知内町には この漁港のほかに 涌元漁港 小石谷漁港の二つの漁港があります

いずれも管理者は北海道となっております。

町内には、知内町漁協という一つの漁業協同組合があります。本所は涌元漁港内

にあり、組合員数は約百名です。

このうち、中の川地区は三十二人、所属漁船は五十六隻、ほとんどが五トン未満

の小型漁船となっています。

漁港施設としまして、防波堤、護岸、船揚場、水深二・五メーターの物揚場、同

じく水深三メーターの岸壁、漁港施設用地などがあります。

本漁港の漁業形態は、従来、前浜を利用した漁船漁業でしたが、近年では、資源

の減少等もありまして、養殖業への取り組みが進んでいます。

平成十三年度におけます漁獲量は約千八百トン、金額にして三億七千万円ほどで

ございます。うち養殖業の生産量は、過去平均して約千トンで、年々増加傾向にあ

りまして、漁業の経営の安定に貢献しております。

、 、 、一方 漁船漁業につきましては 前浜に設置した底建網漁業が主体となっており

平均漁獲量は約九百トンです。こちらの方は年によって変動が見られます。

魚種別で見ますと、養殖のホタテ、カキが全体の五割以上を占めております。漁

船漁業ではホッケが大半を占めておりまして、そのほかにマコガレイ、タコ等が漁

獲されています。

当漁港では、養殖業とあわせて、資源の持続的な有効利用、そして付加価値を高

める漁業の実現を目指し、熱心に様々な取り組みが行われております。

底建網漁業といいますのは、主に底魚を獲る簡単な定置網漁法の一つでございま

して、網を起こした後、漁獲物は船上ですばやく選別されて、船内の水槽に保管さ

。 、 。れます 陸揚げされた魚は 漁港内において加工用と活魚用に素早く分別されます

活魚用の魚は、漁港内の生け簀に保管されておりまして、常時、いずれかの魚が

蓄養されていることになっております。主な出荷先は、活魚は関東、関西方面、鮮

魚は函館方面です。

加工としては、北海道の代表的な魚であり、近年、全国的に人気が高まってきた

ホッケの開きなどを行っています。冷凍保存をして鮮度を保ち、通年賞味できるよ

うになっています。

これに加え、最近ではマコガレイの開きを開発しておりまして、これも通年賞味

できるようになっています。
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漁協と町は、今、特にマコガレイの販売に力を入れており、マコガレイは大分県

の城下ガレイが全国的な知名度を誇っていますが、町としても、これも負けないブ

ランド品にしたいと意気込んでいるわけです。漁港において、毎年八月、マコガレ

イ祭りを開催しています。また、全国各地でも試食会等を積極的に展開するという

熱の入れようです。

また、資源管理のために、二十センチ以下の魚はすべて放流し、商品価値の高い

ものだけを漁獲するということを徹底して行っています。

主な養殖業の対象はカキ、ホタテで、特にカキ養殖につきましては、十年余り、

漁業者みずからが種苗生産、それから管理手法等についての研究を重ね、その独自

の技術で安定した生産を続けています。

また、最近においては、ホヤ養殖の技術を確立するという、非常に熱心な取り組

みを行っています。

当漁港のカキ養殖は垂下ロープ方式で、種付けから出荷まで二年間を要していま

す。出荷の時期は十一月から四月で、沖合の養殖施設から引き上げられたカキは、

船上で、大きさによって殻付き用とむき身用に分別されます。むき身用に分別され

たカキは、漁港内の作業場でむき身にされるという手順です。

また、ホタテについては、養殖期間は二年ないし三年となっており、こちらは通

年出荷されています。ホタテも、カキと同様、船上で選別した後、殻付き用とむき

身用に分別されています。

カキは 「知内町のカキ」というブランドになっており、出荷先は、札幌市内な、

ど道内中心都市がほとんどですが、一部、関西以北を対象に個人への販売も行われ

ています。

また、活ホタテの需要も高く、主に近隣の函館市内に出荷されています。

知内沖は、養殖場、底建網漁具が密集して、活発な漁業活動が行われているわけ

ですけれども、その一方で、遊漁を楽しむ人々も数多く訪れております。これらの

調整が大きな懸案でしたが、話し合いを重ねましてルールをつくり、このルールは

おおむね定着しつつあります。

一方、漁港の現状を見てみますと、係留施設、泊地や用地が不足していること、

そして荒天時に泊地の静穏が十分保てないことなど、幾つかの問題点が上げられま

す。

係留施設が不足しているため、漁船を縦付けにしての陸揚げ作業、それから防波

堤を利用した危険な作業を強いられている状況です。

それから、用地が狭いため、漁獲物や漁獲資材を輸送するトラックが錯綜し、大

変危険です。

また、ちょっとした荒天時でも、港口から侵入する波で港内の静穏が保たれず、
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係留している漁船が他の漁船や岸壁に接触して破損したり、転覆する事故が発生し

ております。

また、岸壁に大量のごみが打ち上がりまして、処理に多大の経費と時間を費やさ

ざるを得ないという状況になっております。

さらに、漁港周辺の潮の流れの影響で、沖合から運ばれました土砂が港口付近に

堆積し、漁船の船底が接触したり堆砂地帯に乗り上げる事態が生じており、例年、

維持浚渫を行わざるを得ない状況となっています。

今述べましたような、地元漁業者が熱心に取り組んでいる養殖漁業を始めとした

つくり育てる漁業の支援、それから付加価値の高い漁業の実現のためにも、これら

の課題を早急に解決する必要があり、そこで、漁港管理者である北海道が、平成十

三年に、防波堤、防砂堤、岸壁、それから漁港施設用地の整備を計画したところで

す。

現行の漁港区域はこの実線の範囲ですが、計画している施設の位置が現在の区域

外に及び、今回、これらの施設整備に着手しますので、区域をこの点線のように変

更する必要が生じております。

以上が、中の川漁港の説明です。

次に、白浜町の細野漁港と杓浪漁港を合併して、堅田漁港に変更することについ

て説明します。

、 。 、白浜町は 紀伊半島の西南部に位置する町です 黒潮分流の影響で冬でも暖かく

またリアス式の海岸は岩礁や砂浜など変化に富み、名勝にも恵まれています。

さらに、温泉、海水浴場などもありまして、年間を通じて三百万人余りの人々が

訪れる、県内随一の観光の町です。

白浜町の漁業は、太平洋での沿岸漁業、それから田辺湾での魚類養殖業に分けら

れます。

今回、合併を予定している細野漁港と杓浪漁港は四百メートルほど離れておりま

して、魚類養殖業の拠点となっております。

また、これらに近接して、綱不知漁港等の漁港があります。

両漁港は、ともに堅田漁業協同組合の組合員が利用しており、漁協の本所は細野

漁港にあります。

現在の組合員数は、正組合員二百二人で、このうち七名が杓浪漁港を利用してお

ります。

細野漁港は、昭和二十八年に指定を受けた白浜町管理の第一種漁港です。地元漁

船の五十一隻、外来の利用漁船の三十一隻が利用しており、多くが五トン、六トン

の小型船となっています。

漁港の整備は、昭和四十九年から五十五年にかけて行われました。物揚場、船揚
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場、それから漁港施設用地が整備されています。用地は、養殖生け簀の組み立てや

網の補修保管などの養殖作業に、そして種苗生産や中間育成施設等に利用されてい

ます。

、 、 。杓浪漁港は 昭和二十七年に指定を受けた 同じく白浜町管理の第一種漁港です

地形に恵まれた静穏な泊地があり、指定当初は、台風時の避難場所として近隣の漁

。 、 、 、港の所属漁船が利用してきました しかし 現在は それぞれの漁港の整備が進み

ここに避難する必要がなくなったため、わずかに地元の漁船五隻が停泊に利用する

のみという状況です。

漁港においては、リアス式海岸を利用して、組合がいち早く魚類養殖業に取り組

んできました。主な養殖魚種は、ハマチ、タイ、ヒラメ、フグ、ハタ類、サバとな

っており、実に多様な種類の魚の養殖を行っています。

平成十三年の生産量は約千八百トン、金額にして十二億円です。ハマチとタイが

主体で、近年は、ほぼ同量の生産となっていましたが、現在、ハマチは、魚価の低

迷で採算性が悪いために養殖されておりません。

また、商品価値の高いトラフグの養殖にも取り組んできましたけれども、平成十

二年ごろから他の地方での養殖が盛んになり、またホルマリン問題等も発生し、販

売に陰りが見え始めてきましたので、独自性を出すために、ハタ類の養殖に切りか

えているということです。

、 。 、養殖業は 漁協が経営しております 漁協は独自の人材とノウハウを有しており

養殖技術の開発や種苗生産から、出荷、流通、販売までの一貫した経営計画に基づ

いて事業を行っています。

種苗は、漁港内の種苗生産施設において生産されています。タイの場合、陸上水

槽で孵化した稚魚は、約一センチぐらいに育った後、海面の生け簀に移され、二年

ないし三年で成魚となります。また、ヒラメは、稚魚から成魚まで陸上で養殖され

ています。稚魚の一部は他に販売しており、販路は他の県にまで広がっています。

養殖魚の育成に当たっては きめ細かなモニターに基づいて給餌量を調整し 餌、 、「

の与え過ぎ」にならないような細心の注意が払われています。また、生け簀の定期

的な移動、定期的な海底の耕耘も適切に行っており、効率的な育成、魚病の発生防

止、漁場環境の保全を目指しております。

出荷時に生け簀から取り上げられた魚は、ほとんどその場で絞められ、鮮魚とし

て漁港に水揚げされます。荷捌き所では、魚を重さ別に素早く選別し、各目的地ご

とに箱に詰めます。それから、漁協所有の保冷トラックで、より早く、より確実に

各市場まで運搬するようにしております。主な出荷先は、東京築地を始め、全国の

市場・量販店にまで広がっています。

また、漁協は、漁港に隣接した場所に「とれとれ市場」という看板を掲げた販売
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施設を経営しており、漁港で養殖されたマダイやヒラメを始めとする地元の新鮮な

魚介類、それから全国の海産物もそろえて販売しています。

バス約七十台、普通車約八百台を誇る駐車場を完備し、年間二百六十万人を集め

る巨大な市場となっています。冒頭述べました、白浜町に来訪する観光客の実に八

割が訪れているわけです。

種苗生産施設では、新しい養殖魚種の開発に積極的に取り組んでいます。特に、

ハタ類の養殖技術については既に商業ベースに至っており、本年度の水揚げは五ト

ンを予定しています。

、 、 。 、また 新たな試みとして 一年ほど前にサバの養殖を始めました 順調に推移し

先月から出荷を行っていると聞いております。

細野漁港は、このように活発な養殖漁業の拠点となっていますが、漁港管理上の

喫緊の課題は、用地不足の解消です。現在の養殖資材置場は、養殖魚種の多様化な

どにより、様々な養殖資材や水槽であふれ、また生け簀の修理、網干し、餌の保管

等も狭い作業用地の中で行わざるを得ない状況です。このようなことでは、これ以

上の養殖経営の発展が望めません。コストの縮減を図ることもできず、消費者のニ

ーズにこたえられる取り組みにも限界があるということです。

そのために新しい用地の整備を企画しましたが、現行の漁港区域では、背後地が

狭隘であるため、これ以上の用地確保は困難です。また、周辺が自然公園に指定さ

れた景勝地であるために、景観上の制約によって、これ以上の埋め立てによる土地

造成も困難です。そこで、用地の確保を杓浪漁港に求めたわけです。

このために、両漁港を一体的に管理することが必要になり、今回、合併しようと

するものです。

なお、杓浪漁港の北側の一部は、田辺市の市域にまたがっています。この区域に

つきましては、現在、実質的には漁港として利用されていないため、この機に漁港

の区域を外すことにしました。この件につきましては、田辺市も、それから指定権

者であります和歌山県も了承しております。

また、この機会に、周辺の漁港関連施設の立地状況を勘案して、細野漁港の区域

を変更したいと考えています。

現在の漁港区域は実線のとおりで、変更後は茶線の破線のとおりです。

また、漁港名については、関西では名の知られている当地の地名を使い、堅田漁

港とすることにしています。

以上が、細野漁港、杓浪漁港を合併して堅田漁港にしたいという区域変更の説明

です。

最後に、中島漁港における区域変更の説明です。

今回の変更は、ノリ養殖漁業の構造改革を目指して、漁港の一部にノリ加工団地
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を形成するため、漁港区域を拡張しようというものです。

中島漁港は、福岡県の有明海に面した大和町に位置しています。有明海は、干満

差が約六メーターあり、干潮時には一面に干潟が出現するという特性から、船の移

動には澪筋を利用しており、そのため澪の通じる河川の中やその河口部に多くの漁

港があり、この漁港もその一つです。

この漁港は、一級河川の矢部川の河口付近に位置しています。町に隣接する塩塚

川には、有明漁港、皿垣開漁港があります。すべて大和町が漁港管理者となってい

ます。

また、この漁港の対岸の高田町に、江浦漁港があります。

中島漁港は、昭和二十七年に第一種漁港として指定を受け、その後、昭和三十七

年に第二種漁港に変更されています。

、 、現行の漁港区域は 上流から下流まで三・五キロメーターに渡って広がっており

全延長において物揚場等が整備されています。所属漁船は約八百四十隻で、ほとん

どの漁船が五トン未満となっています。背後集落の総世帯数は約二千世帯で、うち

三〇％が漁家です。

、 。 、 、現在 当漁港を利用している漁業協同組合は四つあります 大和漁協 中島漁協

山門羽瀬漁協、皿垣開漁協です。組合員合計で約千二百名、漁業世帯で申しますと

六百四十世帯となっています。

主な漁業は、有明海沿岸地域の主幹漁業であるノリ養殖業です。

、 、 、 、平成十一年 十二年 十三年 十四年の各年の生産量を示しておりますけれども

有明海における板ノリの生産量は全国の四割を占めております。

福岡県は、有明海の中で大体三分の一を占めております。全国で第三位の生産量

を誇っています。

内訳を見ますと、大和町が福岡県全体の約四割を占め、このうち当漁港は約八割

を占めております。すなわち、当漁港だけで福岡県の約三割を占めているというわ

けです。

板ノリの枚数でいいますと約五億枚となり、この枚数は全国の都道府県別の生産

枚数の第八位に相当するものになっています。

平成十二年十二月から赤潮が発生して、そのまま春まで続いたために、十二年と

十三年の生産は大不作となりましたが、平成十四年度、昨期は平年並みとなりまし

た。今シーズンは、現時点で、量は昨年より八、九割程度、金額は同程度になって

いるというふうに聞いております。

ノリ養殖業は、家族労働主体、大体が夫婦二人の共同作業の個人経営で営まれて

います。

ノリ養殖業の作業は、種付けから漁場における育苗管理、摘み取り、乾燥、板ノ
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リ加工という手順で、通年行われています。

まず、九月には、ノリ網用の支柱を立てることになります。一漁家当たり平均四

百四十坪、一万五千平米のノリ漁場を使用しており、約千五百本の支柱を立て込ま

なければならないという大作業になっております。そして、海水温が下がる十月の

初旬ごろに、この支柱を利用して網を張り込むことになりますが、その前日に、あ

らかじめノリの種を付着させましたカキ殻をノリ網に取り付けなければなりませ

ん。この網を三枚重ねて漁場に張り込むことになります。一漁家当たり、平均のノ

リ網の枚数は六百六十枚に上ります。種付けは、家族、親戚総出の、これまた大作

業になっています。

十月中旬ごろになりますと、ノリ網全体に発芽が行き渡るようになります。そこ

で三枚重ねのノリ網のうち二枚を漁場から取り外し、自宅敷地、あるいは河川敷で

天日干しし、その後、一旦、漁協の冷凍庫に保管します。

残った一枚はそのまま漁場に張り込まれており、ノリ芽が十五センチ以上になる

のを待って摘み取りが行われます。大体十一月中旬ごろです。

育苗中は、ノリ網に同時に珪藻やアオノリといった雑海草も付着して成長するた

め、これを駆除しなければなりません。このため潮に応じて網の高さの調節をした

り、洗浄したりという作業が毎日行われます。

こうした漁場環境の監視については、青と赤で示しておりますように観測ブイが

浮かべてありまして、水温、塩分等を自動的に観測するという観測網が整備されて

おります。

また、この情報をリアルタイムに発信する情報サービスの体制も整えられており

ます。漁業者は携帯電話で、常時、この情報を引き出して、きめ細かく漁場の管理

をすることができるようになっています。

一枚目のノリの摘み取りが終わりますと、冷凍庫に保管しておいた残りのノリ網

について、おのおの同様に育苗を繰り返します。海水温が上がる三月まで作業が続

くことになります。

ノリの摘み取りは深夜に行われます。ノリの品質を保持するため、太陽の光に当

てないようにしなければならないからです。そして、摘み取られたノリ芽は、陽が

上る前に、各漁家の自宅にある加工場に迅速に運ばれます。そこで洗浄、裁断、調

合、乾燥などの工程を経て、約十日間かけて板ノリになります。シーズン中は、一

漁家当たり、六、七十万枚の板ノリを生産している勘定になります。

ノリの期間中、特に摘み取りと加工の期間中は、毎日、労働時間が一日の大半を

、 、 。 、占め 家事 育児の時間や睡眠時間も満足に取れないという状況にあります また

、 。 、支柱の立て込み 摘み取ったノリ芽の運搬等には相当の労力を要します さらには

漁場環境の変化のチェックに昼夜神経を尖らせていなければならず、海況に異常が
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あれば、夜中であっても漁場に急行し、それに対処しなければならないという緊張

感も必要です。近年のノリ養殖業は、肉体的、精神的な負担の非常に大きい労働を

漁業者に強いる漁業になっております。

ノリの漁期が終わりましたら支柱の撤去をして、九月まではノリ網の補修、ノリ

種苗生産等の次のノリシーズンの準備が行われます。

もともと有明海のノリ養殖業は、豊かな漁場に恵まれ、良質のノリを生産するこ

とで発展してきました。しかし、今、大きな転換期を迎えています。先ほど述べま

した過酷な労働が敬遠されて、後継者が少なく、漁業者の高齢化が進んでいます。

そのために長い労働時間と重い労働負荷が一層負担になってきており、さらに、大

型機械の導入などの設備投資により生産コストが増大するという経営上の問題が大

きくなっているからです。

加えて、周辺の生活環境への悪影響という問題も顕在化してきました。ノリ養殖

業者のほとんどは自宅の敷地内に加工場を構えていますが、これら加工場は、漁港

周辺だけでなく、一般の住宅地、農地などに点在しています。ノリの加工シーズン

ともなりますと、加工場からの騒音やノリ網からの異臭が甚だしく、地域住民から

不満の声が上がってきています。

また、海水を使用していることの問題もあります。ノリ加工には大量の海水が必

要です。現在は、河口でくみ取った海水をトラックで運んだり、漁業者みずからが

設置したパイプで送ったりしなければならず、非常に非効率的な作業になっていま

す。もっと大きな問題は、加工場から排出される塩分の混じった排水が農業用用水

に流入することです。栽培されているイチゴやトマトなどに塩害を及ぼすなど、農

業に深刻な問題をもたらしているのです。

また、ノリ網用の支柱は、漁期以外は陸上に保管しておく必要がありますが、そ

れがおびただしい本数に上るため、十分な保管場所がありません。自宅やその周辺

の空き地に、あるいは河川敷に積み上げられている状況です。環境上、望ましいこ

とではなく、また高価な資材であることから、火災や盗難の恐れに不安を感じてい

る漁業者も多うございます。

このような労働環境を含む経営環境が悪化していること、周辺環境への悪影響が

深刻になっていることは、経営の行き詰まり、労働力の不足につながり、このまま

ではノリ養殖漁業自体の存続を危うくすることにもなりかねない状況になってきて

います。

このようなことから、漁業者と町と県が、ここ数年来、協議を重ねてきました。

そして、当漁港において、係留施設と一体となった用地にノリ加工施設等を集約し

て団地化し、加えて、その施設の運営を初め、養殖漁業全般を家族経営から複数の

経営体が集合した協業体経営にするという新しい形態のノリ養殖漁業に挑戦するこ
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とにしました。

福岡県は、平成十四年から施行されている有明海再生特別措置法に基づく「有明

海の再生に関する福岡県計画」において、共同施設の集約的・効率的整備によるノ

リ加工団地の形成を主要課題の一つに掲げておりまして、今回のケースをそのモデ

ル事業にしたいと意気込んでおります。そのために漁港区域の拡張が必要になった

わけです。

ここにノリの陸揚げ専用の係留施設、ここには圧送ポンプを設置して、係船した

漁船から加工場にポンプの力で直接ノリを搬送することができるようになります。

それから、共同の加工施設のための用地、資材置き場、野積み場、廃水処理施設用

地、船置き場等を整備する予定です。

この漁港整備、共同の加工施設等の整備は、次のような意義があると考えていま

す。

一つは、加工場が漁港へ集約されること、新たな作業用地が確保されること、そ

れに伴って経営が協業化されることにより、長年の懸案であった養殖経営のコスト

削減と労働時間の大幅な削減が実現するということです。特に、女性にとっては、

冬場の海上作業という過酷な肉体労働と長い拘束時間から開放されるものであり、

それによって家庭生活の環境改善が大きく前進するという意義は大きく、また、若

い漁業者の意欲を高める環境を整えるものでもあると考えております。

二つ目は、ノリの摘み取りから加工までの時間が大幅に短縮されることにより、

品質が向上します。

また、共同生産に伴って品質が均一化することにより、製品価値が向上します。

四つ目は、漁場環境の変化に対して、共同作業で迅速に対応することが可能とな

り、アカグサレ病などの被害が軽減されます。

そして五つ目が、集落の生活環境、農地への悪影響の防止です。

このようなことで、ノリ養殖経営の基盤を大いに強化することができるものと考

えています。

現行の区域はこの実線の範囲で、整備する予定の施設が区域外に及ぶことになる

ため、破線の部分を拡張するものです。

以上、中の川漁港、堅田漁港、中島漁港の漁港区域の変更について、おのおの、

、 、 、 、 、知内町 白浜町 福岡県から認可申請があり 審査の結果 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す。

中の川漁港、堅田漁港、中島漁港の漁業者が意欲的に取り組もうとしています先

進的な漁業振興のためには、いずれも意義ある漁港区域の変更であると考えていま

す。

よろしく御審議をお願いいたします。
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○山内会長 どうもありがとうございました。

ただいま詳細な三漁港についての説明がございました。何か御意見、御質問があ

りましたら、よろしくお願いいたします。

はい、どうぞ。

○岸委員 三件の諮問について特別な異議はないわけですが、ちょっと教えていた

だきたいのが、最後の中島漁港ですか。管内にあれだけの勢力と、それから漁港区

域の中に三つですか。三つの組合がありますよね。これからそういう漁港を利用し

たり管理したりという中では、やはり漁村の中核的な組織の漁協の連携なり整備と

いうのが前提にあると思うんですけれども、漁港の中で三つ、今、一市町村ですと

大和町というんですか。三つある漁協の体制整備とか合併とか、そういう問題につ

いてはどういう今状況にあるのか。全然そういうのはなしに、漁港の利用だけの中

でこういう拡張をなされるのか、ちょっと教えていただきたいです。諮問そのもの

については特に異議ございません。賛成です。いいことだと思っています、参考ま

でに申し上げただけで。

○鹿田計画課長 具体的に合併の話は聞いておりませんけれども、一応やはりこう

いうような時代の流れになっておりますので、皆さん、そういう意識は持っておら

れるというふうに聞いております。こういうような新しい漁業の形を形づくってい

く中で、またそういう雰囲気も出てくるのではないかという、そういう面からもこ

の事業に期待しております。

○山内会長 そのほか、いかがでしょうか。

〔特に発言する者なし〕

○山内会長 よろしいですか。

御異議がないようですので、諮問第五十七号につきましては原案どおりでよろし

いでしょうか。

〔 異議なし」と言う者あり〕「

。 。○山内会長 どうもありがとうございました そのように決定させていただきます

報告事項

① 平成十六年度水産基盤整備事業予算（政府案）の概要について

② 平成十六年度防災漁村課関係事業予算（政府案）の概要につい

て

③ その他

・社会資本整備重点計画について

、 。○山内会長 それでは次に 報告事項について説明をしていただきたいと思います
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計画課長、お願いします。

○鹿田計画課長 それでは、平成十六年度水産基盤整備事業予算（政府案）の概要

について説明いたします。

資料三‐一を御覧ください。

、 。一番最後のページに 平成十六年度水産予算の概要というものを示しております

一番最後のページです、カラーのものですけれども。

水産庁の来年度予算（案）の考え方を整理したものです。真ん中に、水産物の安

定供給の確保、水産業の健全な発展というふうに書いております。水産基本法が目

指す二つの理念を掲げておりまして、この理念を実現するために水産予算を重点化

していこうということを示しております。

課題を四つに整理しまして、一つは「海の恵み」の持続的な利用、収益性の高い

魅力ある漁業の確立、消費者の求める水産物の生産・供給、豊かで活力ある「浜」

づくりというふうになっております。

「海の恵み」の持続的な利用につきましては、科学的知見に基づく資源管理の徹

底ということで、資源を持続的に活用していきたいということ。それから、沿岸域

における豊かな環境の創造ということで、資源をふやす環境を整えていきたい。つ

くり育てる漁業の推進で、同じように、やはり資源をふやしていくという、こうい

ったことに重点的に取り組んでいこうと考えているわけです。

それから、収益性の高い魅力ある漁業の確立ということで、特に、沖合遠洋漁業

につきまして、これまでは漁獲をふやすことによって収益を上げるという考え方で

したけれども、経営コストの削減で収益を確保するという考え方に転換していくこ

とが急務ではないかということで、漁船リース等漁船入手の円滑化とか資金調達の

円滑化、技術革新とその実用化を進めていきたい。それから、漁業後継者に魅力的

な漁業であると感じてもらえるような環境づくりという、そういうことにも力を入

れたいと考えています。

消費者の求める水産物の生産・供給については、衛生に配慮した生産・供給基盤

の整備、ＨＡＣＣＰ手法等を導入して水産加工の体質強化を図る。それから、産地

市場の統合、漁協の合併等を促進して、水産物の流通の効率化、漁業協同組合の体

質強化を図っていこう。それから、魚類防疫体制の強化を図っていこう、こういう

ことに力を入れたいということです。

豊かで活力ある「浜」づくりでは、漁村の総合的な整備、都市と漁村の共生・対

流、それから、水産業・漁村の多面的機能の発揮の支援、災害、座礁船等への対応

を的確に行っていきたいと考えております。

これら水産政策を下支えする公共水産事業を展開していこうということで、今の

前のページ、左側のページになりますけれども、漁港漁場整備長期計画というもの
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を策定しております。十四年に策定したものでございます。十四年度から十八年度

までの五カ年間の計画になっております。

実施の目標として三つ掲げております。水産資源の持続的利用と良質な水産物を

安全で効率的に供給する体制の整備、水産動植物の成育環境となる漁場等の積極的

な保全・創造、水産業の振興を核とし良好な生活環境の形成を目指した漁村の総合

的な振興という、こういった三本柱を立てております。

中の方の枠の中に書いておりますように、こういった具体的な目標を掲げており

ます。おおむね十年後を目途に、沿岸域の漁場環境の回復と増産を図るということ

で、約四十万トンの増産を図ろうという目標を掲げております。

それから、漁業集落排水処理を行うことにしている漁村の処理人口比率、いわゆ

る漁村の下水道ですけれども、現在、二〇数％の普及率を小都市並みの六割にする

という目標を掲げております。

こういった数値目標を掲げまして、事業の効率的、重点的な推進を図っていこう

ということを考えているわけです。

具体的な漁港漁場整備事業の十六年予算につきましては、もう一つ、お手元にＡ

３の一枚の資料を用意しております。これに基づいてお話をさせていただきます。

豊かな海の再生・消費者の求める食の提供・美しく活力ある「浜」の形成という

のが漁港漁場整備事業のテーマでございまして 「海の恵み」の持続的な利用、消、

費者の求める水産物の生産供給、豊かで活力ある「浜」づくり、これは、先ほど水

産庁の全体の予算の説明の中でお話ししましたものと同じになっております。ソフ

トの施策と基盤整備事業、ハードの施策を一体として課題解決に取り組んでいきた

いと考えているわけです。

「海の恵み」の持続的な利用では、豊かな沿岸域環境の創造ということで、一つ

は、藻場、干潟の造成を推進したいと考えています。中の方に、海の森づくり、海

の畑づくりと書いてありますとおり、石やコンクリートで基盤をつくって藻場を造

成することを積極的に行っていきたい。

それから二番目が、森林部局との連携による総合的な水環境改善対策です。その

ちょっと下の方に、豊かな海と森林を育む総合対策というふうに書いております。

河口域には豊かな漁場が広がっておりまして、川の水が豊かな恵みをもたらしてく

れるということを漁業者の方々は経験的に知っておられます。また、土砂を含む水

が流入すると漁場が被害を受けるという経験をしております。そんなことから、漁

業者の方々がボランティア的に山に登って木を植えたり、山の手入れをしたりとい

うことを各地で行っておられます。これを組織的に支援したいというのが、この総

合対策です。林業関係者と漁業関係者が集まり、それに行政が加わって、上流の山

にどんな木を植えたらいいのか、どういうような植え方をすれば漁場がもっと豊か
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になるのかということを考えていただく。それについて、林野庁の方では、治山事

業ですとか森林整備事業を行っていただく。水産庁の方では、そのような下流の漁

場で藻場づくり、干潟づくりを重点的に行っていきたいというものです。

それから、森林の整備で、間伐材の利用が非常に大きな問題となっております。

こういった間伐材の利用を、漁場、あるいは漁港の中で積極的に行っていきたいと

考えております。

それから二つ目は、資源回復計画等の支援です。資源回復の一つのポイントは、

資源の増大ということです。漁港の中に中間育成施設の絵が書いてありますけれど

も、こういった施設整備をしやすくする。それから二つ目のポイントは、漁獲努力

量を資源に見合ったレベルに引き下げ、資源を管理しながら利用していくことです

けれども、こういう取り組みを容易にするために、右上の方に書いていますが、休

漁漁業者による漁場保全ということで、私ども、漁場保全事業という事業をやって

おりますけれども、こういった事業に休漁漁業者に参加していただく仕組みをつく

っております。こういう形で資源の回復計画を支援していきたい。

二つ目のテーマが、消費者の求める水産物の生産供給で、一つは、水産物衛生管

理対策の強化です。下の方に絵を書いております。防暑施設ということで、このよ

うな覆いを付け、また、清浄海水の導入施設、それから排水処理施設を整備して、

食品を扱うにふさわしい漁港にしていこう。それから、背後に市場の絵を書いてい

ますけれども、こういった市場施設と連携をとりながら総合的に進めていきたいと

思っています。それから、効率的な水産物供給体制の確立のために、産地市場の統

合や漁協の合併を支援する。合併計画によって、緊急に整備が必要となります施設

整備の支援をしていくことにしています。

豊かで活力のある「浜」づくりについては、後ほど防災漁村課長の方から説明い

たします。

一番右下には、漁村における危機管理対策の推進と書いております。漁港は漁村

の大きな社会基盤でもあり、そういう役割を十分に果たすことができるようにとい

う観点からの課題です。一つは、災害に強い漁村づくりの推進です。東海地震、東

南海地震、南海地震、それから三陸沖地震と、巨大地震がいつ来てもおかしくない

状況ですが、そういうことに対応するため、従来、漁港事業、海岸事業で、災害に

強い漁村づくりを、上の方に書いていますけれども、進めておりまして、それに加

えまして、避難路や避難広場ですとか、そういったものをきめ細かくできるように

して、ハードだけではない、ソフトの対策も含めた総合的な整備を行いたいと考え

ております。

それから、漁港や漁場における放置座礁船対策です。座礁船が放置されたままに

なっているところもございまして、自治体がその処理に非常に困っております。本
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来、こういうものは船主が責任を持って処理するというのが原則でございますけれ

ども、外国船の中には、持ち主が不明であったりとか責任能力がないというような

ことでそのままになっており、自治体が非常に苦慮しているわけです。こういう場

合に支援をしていこうと考えております。

すみません、先ほどの資料の三‐一を見ていただきまして、一枚目を開いていた

だきますと 「一七八，一四八」という数字があると思います。今申しましたよう、

な施策を充実するための予算として、一千七百八十億円ほどの予算を計上させてい

ただいております。これが平成十六年度の予算です。その右のページを見ていただ

きますと、水産基盤整備事業の重点化・効率化というふうに書いております。厳し

い財政の状況の中ですので、私ども、重点化・効率化を図って、効率的な、効果的

な水産基盤整備事業を推進していきたいと考えております。

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。

それでは、続きまして、防災漁村課関係予算についての説明をよろしくお願いし

ます。

○影山防災漁村課長 防災漁村課長でございます。

それでは、うちの課の関係の予算について、概略、説明申し上げたいと思います

が、先ほどの計画課長の説明の絵の方の右の上の方から説明をさせていただきたい

と思います。

先ほど計画課長の方から説明申し上げましたように、来年度予算、四つの大きな

、 「 」 、柱から成り立っておりまして そのうち豊かで活力ある 浜 づくりということで

漁村の活性化ということに重点的に取り組んでいきたいということで考えていると

ころでございます。

二つの大きな柱がございまして、一つが都市と漁村の共生・対流等による活性化

ということで、都市の方々と漁村に住んでおられる方々が、お互いに人、物、情報

が行き来して、お互いが活力ある社会を形成していくということを目指していこう

ということです。

一つの大きなテーマといたしまして、美しい村づくりということに取り組んでま

いりたいと思っております。これは水産庁だけではなくて、農水省全体で美しい農

村、漁村づくりというものに来年度は取り組んでまいりたいということで、いろい

ろな施設づくりですとか、あと漁村づくりのための活動に対する支援というものを

充実させていきたいということで予算がされております。

それから二番目が、地域が主体となった漁村整備の総合的支援ということでござ

います。従来、漁港と背後の漁村を整備する事業があったわけですが、それが、そ

れぞれ事業主体がばらばらであったりということで、必ずしもうまくマッチングし
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ていなかったというところがございまして、それを、来年度予算からは、地元の地

域の中で主体となって漁村づくりのための協議会等をつくっていただきまして、自

分たちの漁村を今後こういう形にしていこうということを住民の中で十分話をして

いただいて、そういうものが反映された計画のもとで漁村づくりをしていきたいと

考えているところでございます。

それで、補助金そのものも統合補助金ということで、県の方に一括でお渡しいた

しまして、都道府県が自分の裁量でもって、どこの地区のどの事業をやるかという

ことを決められるような仕組みをつくったところでございます。

三点目が子どもたちの海辺体験活動の支援ということでございまして、都市と漁

村の共生・対流の中でも、特に子どもたちの体験活動というのは非常に重要ではな

、 、いかということで そういう海辺体験活動が促進されるような海岸の整備ですとか

いろいろな施設の整備といったようなもの、またソフト的な支援といったようなも

のを来年度予算では充実しているということでございます。

それから、その下に書いてございます、立ち後れた漁村の生活環境の改善という

ことで、特に、漁村におきましては、汚水の処理が都市と比べて普及率が非常に低

いということもございまして、それを一層進めていかなければいけないということ

でございまして、水産庁の事業の採択要件の十分緩和を図った。また、環境省、総

務省が行っております浄化槽整備事業との連携を強化していくといったようなこと

で一層推進していきたいといったようなことで考えているところでございます。

それで、資料の三‐二にいっていただきまして、若干細かい中身について説明申

し上げますが、まず、めくっていただきますと、漁港海岸事業とございます。漁港

海岸事業につきましては、三番目の丸のところでございますけれども、平成十五年

の十月十日に社会資本整備重点計画、これは後ほど説明申し上げますけれども、ほ

かの国土交通関係の事業とともに策定されました長期計画ができましたので、それ

に基づきまして、効果的、効率的に推進していくということにしております。

特に、近年、大規模地震の襲来というのが懸念されておりますので、そういう津

波、地震対策というものを特に充実させていきたいということで、そういう予算を

組まさせていただいているということでございます。

二つ、めくっていただきますと、新規・拡充事項というのがございます。新規・

拡充事項の中で、まず第一番目には 「災害弱者対策事業」ということで、従来で、

すと、住んでおられる方だけが海岸保全事業の対象だったわけですが、病院ですと

か老人ホームですとか、そういう災害弱者と言われる方が利用されている施設があ

る場合も、それも整備の採択の際の考慮要件に入れるということで、一部、採択要

件の緩和をするとともに、そういう方々が利用される海岸については、安全情報伝

達施設の整備ですとかバリアフリー化を推進していこうということで、災害弱者対
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策事業というものを設けたということでございます。

次の「総合的な津波・高潮対策の強化事業」でございますけれども、これは従来

からいろいろな歴史がございまして、いろいろな事業が行われてきたわけですが、

それが非常に事業として複雑になっていたということもございまして、既存の事業

を全部、整理、統合いたしまして、一本の事業にまとめたということで、それにあ

わせまして、緊急時の対応に活用できる管理用道路の整備というものが新たにメニ

ューとして付け加えられたということでございます。

「 」 。 、次のページの いきいき・海の子・浜づくり という事業でございます これは

文部科学省の持っておられます青少年の教育訓練のための少年自然の家とか、いろ

いろありますけれども、そういったようなものと連携して海岸の整備を行っている

事業ですが、そういう事業の充実ということで、子どもたちが使うような海岸にお

きましては、津波発生を知らせるような安全情報伝達施設というものを整備ができ

るように充実したということでございます。

次のページは、効率的、効果的な海岸整備への取り組みということで、投資の重

点化ですとか、地方分権という観点も踏まえまして、採択基準の見直しが行われて

いるということでございます。

次のページ、災害復旧事業でございますが、平成十五年は非常に災害が多かった

ということもございまして、十六年度は災害復旧に必要な予算については充実させ

ていただいているということでございます。

その次のページ、水産経営構造改善事業でございますけれども、これは、いわゆ

る箱ものといいますか、上ものをつくる事業でございますが、一番目の漁業経営構

造改善事業、これは、冷蔵庫ですとか漁具倉庫ですとか、そういったようなものを

つくる事業でございますけれども、この事業につきましては、来年度からは、一つ

は資源回復計画というものを推進するということで、資源回復計画の策定に積極的

に取り組んでおられる漁業協同組合に対する支援を充実する。

さらに、二つ目は、漁協の合併ですとか認定漁協の育成ということで、そういう

合併漁協に対する支援というものを充実するといったようなことで、かなりの重点

化を図ったということでございます。

それから、表でいきますと三に書いてございます、漁港高度利用促進対策事業と

いうのがございますが、これにつきましては、従来、漁港漁村活性化対策事業とい

うことで、漁港と漁村と両方整備していた事業だったわけですが、別途、下にござ

います四番の新漁村コミュニティ基盤整備事業という事業が、漁村に関するいろい

ろな事業ができるようになっておりますので、この中身を整理いたしまして、漁港

の機能を高度化させるための小規模な改良を行うための事業という形で新たに整理

したということと、それから、従来は地方公共団体だけが事業主体であったわけで
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すけれども、漁業協同組合が整備される係留施設とか、いろいろな施設が対象にな

るということで、内容の充実を図ったということでございます。

四番目、四に書いてございます新漁村コミュニティ基盤整備事業でございますけ

れども、これは三つ、大きな柱がございまして、先ほども説明申し上げましたが、

一つは美しい村づくりということで、美しい村づくりのための施設整備、それから

二つ目が防災対策の充実ということで、津波等に対するいろいろな災害に強い漁村

づくりのための小規模な避難施設の整備、それから三番目が都市と漁村の共生・対

流ということで、子どもたちの体験学習を促進するための、体験学習のための施設

といったようなものが新たに加わったということで、いろいろな施策の充実を図っ

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。

ただいま二つの事業予算の概要についての説明がございましたけれども、何か御

意見、お気づきの点がございましたらお願いいたします。

〔特に発言する者なし〕

○山内会長 よろしいですか。

それでは、その他に入らせていただきます。社会資本整備重点計画についてでご

ざいます。

大石さん、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、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。

本件は、海岸事業の長期計画に係るものですが、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であること

から、昨年の七月二十九日の第三回の漁港漁場整備分科会で、その素案について詳

しく説明させていただいたところでございます。

本日は、その後の経過につきまして、簡単に説明したいと思います。

第三回の分科会の後、この素案に対して都道府県、一般の方々からのパブリック

コメントをいただいたわけですけれども、それが八月十八日に終了いたしました。

この意見を踏まえまして計画案の作成を行い、各省庁との協議を行いまして、最終

的に、十月十日に社会資本整備重点計画として閣議決定がなされ、最終的な成案を

見たところでございます。

海岸事業の計画につきましても、意見は何点か出されましたけれども、特に、前

回、分科会で報告させていただいた内容から変更等はございませんでした。御参考

までに、資料の三‐三ということで、三枚紙がついております。二枚目に全体的な

計画の枠組み、それから、三枚目に海岸事業につきましての重点目標が書かれてお
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ります。その下に、社会資本整備重点計画の全文をおつけしております。本日は、

時間の関係もございますし、内容も変わっておりませんので説明は省略させていた

だきますので、後ほど御覧いただければと思います。

説明は、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。

ただいまの説明につきまして、何か御意見ございますか。

〔特に発言する者なし〕

○山内会長 よろしいですか。

そ の 他

○山内会長 それでは、以上が、本日予定しておりました審議、報告でございまし

た。せっかくの機会ですので、そのほか、本日の議題にかかわらないことでも結構

ですけれども、何か御意見、御質問などがあれば承りたいと思いますけれども、よ

ろしいでしょうか。

どうぞ、松尾委員、お願いします。

○松尾委員 松尾でございますが、大変すばらしい計画ができておりまして、漁業

者としては感謝申し上げたいわけなんでございますが、実は、私は、昨年の九月の

台風時にちょっと体験したことがございます。と申しますのが、台風と高潮が襲っ

てきたわけでございます。私ももう六十数年になるんですけれども、ああいうこと

は初めてでございました。最近、だんだん潮位が上がってきているなというのは、

台風時以外でも道路まで潮が押し寄せるというようなことが間々あったんですが、

九月の台風時、対馬海峡を通りましたときに、漁港に接岸をしておったんですが、

今までの、私たち、台風時は、いかり綱が切れないか、とも綱が切れないかとか、

その綱の心配だけをしていたんですけれども、今度は、急に、台風は対馬海峡を通

過したという予報は聞いていたんですけれども、念のために車を出して行ったんで

すが、見ている間にどんどんどんどん潮が満ちてきまして、暗いですから車でライ

トをつけて、もうみんな、漁業者、船の船主、乗組員から全部出てきていたんです

けれども、たまたま私の家の船がつけていたところが漁港の外側につけていた関係

で、もう海面の、この上に船がもうこんなになってくるんです。みんないろいろな

ものを持ってきてやっていましたけれども、これは危ないといって、みんながかり

で船をもう沖へ出したんですね。私はずっと車でライトをつけていたんですが、車

にも、漁港の海岸線までも潮が上がってきたというような状況なんです。

だから、私は、今までは高潮、高潮とよそで聞いていたけれども、こういうこと

かあるんだなとびっくりいたしましたし、それから、今からだんだん温暖化とも言
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っておりますが、ほかの漁港でも、これはもう少し嵩上げをする必要があるのでは

ないかなということを思いました。今の漁港は一般道路よりもちょっと低くなって

いるんですね。

それと、これは、私の前からの委員だとか、それから、私も水産庁長官との懇談

会のときには女性の声として出しておったんですけれども、だんだん高齢化をいた

しまして、漁港が、日常は、やはり海岸と船の高さ、船の大きさにもよりますけれ

ども、小舟だったら高過ぎるとかいうきらいがあるんだろうと思いますけれども、

小型船からちょっと大型船、二、三トンから二十トンまでとかいったら、やはりお

のずと船の高さが違いますし、荷揚げするにも作業するにも、その岸壁が高過ぎれ

ば小さい船の方が困るというような状況があったんですが、それと、高齢者が一人

乗りというのが多いんですよ、間々ですね。そういった場合に、間々、船から落ち

ることがあるんですよ。船を引っ張っていた、荒天とか何とかいうときに。そのと

きに、泳いでいてもすぐ上がれる場所がないということで、それははしごみたいな

ものでも、ちょっと十メーターでも行けばそこに行くとかいうことができればいい

んですけれども、そこに上がるまでの、岸壁があるところまで行くのに随分かかる

というようなことではなくて、やはり十メーターぐらいの間隔でも、はしごみたい

なのでもつけてもらっていく必要があろうかなと思っています。

そして、もう一つ、そのことで感じましたのは、四六時中、夜中もずっと、台風

シーズンとかいうのは、みんな、船主は船が大丈夫なのかなと、漁港のところに出

てきているわけなんですよ。そして監視をしているわけですね。今、自分、それぞ

れ車を持っているから、車の中でずっと見ていたんですけれども、ここに今コミュ

ニティー何か、そういうような補助ができましたよね、新漁村コミュニティ基盤整

備事業費の中で。こういった箱ものを、例えば、その災害時には見張り場所とか、

そういったものもできますし、それ以外におきましては、漁港を利用した、今、都

市との交流事業。漁業も、観光と漁業ということで、いろいろな体験型を募集しな

がら都市部の方も入ってきていただいているんですけれども、そういう施設に平常

は使うとか、そういうのができるから、ああ、これはいいなと思ったんですけれど

も、これは二分の一が国庫補助になるわけですか、この事業。あと県と市町村とい

う形になるんですね、従来どおりの補助割合というのはですね。そういうことです

ね。だから、今からの漁港というのは、何かわびしい漁協。もっと食事をされる公

園みたいなものをつくってほしいということも言っておったんですけれども、やは

りこういうのができたら、ずっといろいろなものを、食事をしたり、女性部もまた

花を植えたり食事をしたりとか、いろいろなことができるなというふうに思いまし

たので、ありがとうございました。それと、よろしくお願いいたします。

○山内会長 どなたか……。
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では、課長、お願いします。

○鹿田計画課長 何点かございましたけれども、私の方から。

一番最初の潮がだんだん上がっていくというお話ですが、ちょっと事情がわかり

ませんけれども、地形との共振現象のようなものがあるのかもしれません。いずれ

にしましても、ちょっと調べさせていただきまして、どういうふうな対応をしてい

ったらいいのか、検討したいと思います。

それから、海水温上昇によってそういう関係があるのではないかというお話もご

ざいました。今、今後、数十年間の間に、数十センチの海水面が上昇するだろうと

いうようなことを言われておりまして、私ども、それにつきまして、今いろいろ調

査をしておる段階でございまして、すぐに対策、こういう対策がというのは今のと

ころ言えませんけれども、重要な問題であることは私どもは十分認識をしておりま

して、一生懸命勉強していきたいと考えています。

それから、泊地の中に落ちて上がれないということですね。やはり安全は第一で

すから、そういうきめ細かな安全対策を徹底するように管理者に注意喚起していき

たいと考えています。

○影山防災漁村課長 あと、交流関係の事業でございますけれども、委員のおっ

しゃられたとおり、二分の一が国庫補助でございまして、あと残りの部分がどうい

う負担になるかというのは、地方公共団体によってまちまちでございます。

あと、事業主体につきましても、地方公共団体がつくられる場合と、漁業協同組

合が自分でつくられる場合とございますので、具体的な地元での構想というか、こ

ういう形の港にしたいなというのをまずつくっていただいて、それで地方公共団体

と御相談していただいて、国とまた協議していただけたらと思います。基本的には

やはりにぎわいが大事ですので、寂しい漁港は寂しいので、できるだけ多くの人た

ちに港に来ていただけるような、そういう港づくりというのはこれから重要ではな

いかと考えておりますので、そういう観点で私どもも取り組みをさせていただきた

いと思っております。

○山内会長 松尾委員、よろしいでしょうか。

○松尾委員 いいです。

○山内会長 そのほか、いかがでしょうか。

岸委員、お願いします。

○岸委員 基盤整備の関係でちょっとお願いですけれども、これは、今、浜で一番

大きな問題は、こういう漁場の、漁港の環境整備も当然重要なことで、我々も非常

に期待をしておりますが、いま一つは、いかに漁業者が漁業を継続していくかとい

うことが一番大きな問題。一番期待しておる予算の中で、漁船のリース事業があり

ますよね。あれはこれからいろいろな面で検討されて、内容的にも充実していくん
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でしょうけれども、今は、いわゆる利息とか、そういうものの分を負担するという

ような制度で、直接船に云々という補助体系があるわけではないですね。

ただ、あそこで問題、私らも現場で今いろいろ苦労しておるのは、漁協とか、例

えば漁連、そういう事業主体は限られておりますよね。そうした場合に、そこが船

をつくるということは、これは私の発想ですけれども、共同利用施設だから、冷蔵

庫をつくるのも小屋をつくるのも一緒なんですよね。たまたまそれを漁業者がリー

スで借りる話だから、基本的に、税制の問題とか個人資産の形成に補助金をぶち込

むのはどうかという議論はあるかもしれぬけれども、漁協がつくって、それを漁業

者に貸したりいろいろするわけだから、その直接補助体系を打ち立ててもいいので

はないかということをお願いしたいんです。

今はリースで、附帯経費とか利息、それから固定資産税とか云々とか、それなり

の補助体系になっていますけれども、実質的には。そういうことが今後の課題とし

て御検討いただきたいと。今、島根県でも、そういう国のリース事業をつけてやる

ということですけれども、島根県は直接やる方法で検討していただきたい。それが

できないといういろいろな問題は、それは漁業特区でも組んでやってもらいたいと

。 。 、 、いうことは言っておるんですけれどもね 今それを検討しています 何か 国では

現時点では無理だということはわかっております。将来の見直し、三年ですかにあ

れはなっていますから、中ではそういう直接打てるようなあれを御検討いただきた

い。それが一つ。

それからいま一つは、上屋の整備で、魚津の漁協が、この間、すばらしいものを

つくっておられますよね。私らも本当にうらやましい限りで、ただ、あれだけの整

備を二十億の漁協で、私も漁協を経営しておって、果たしてあれは採算が合うのか

と。施設整備は補助金だとかいろいろなものがあるけれども、あとの管理とかコス

ト面で、果たしてあれは二十億の扱いでできるのかなという単純な実は疑問があり

まして、何かそういういいテクニックがあれば教えてもらいたいぐらいに実は思っ

ているんです。

ただ、あの施設はすばらしいもので、ああいうのをこれから目指していかないか

ぬという中で、要は、流通した後の鮮魚の仲買さんとかが持って帰って、消費者に

届けるまでの衛生管理の工程のフォローというんですか、その辺は水産庁の領域を

離れるからという話だと別かもしれないけれども、国民に対して、消費者に対して

安全なものを供給するということになれば、同じ、一貫した一つの国としての流れ

がなければいかぬと思うんですね。あれだけの立派なものをつくって、あとはトラ

ックに積んでどっと持って帰って、魚屋さんが土間へほうったりしては何もならぬ

話で、そこら辺の国全体の流れの安全性の追求の中で、どういう位置づけをされて

おるか、ちょっともしわかる範囲内であれば教えていただきたい。
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二点だけ、ちょっとお願いしたい。

○影山防災漁村課長 まず、漁船についての補助事業でございますけれども、今、

沿構事業の中で一部補助の制度がございますが、これは離島から、離島の漁業者の

方が本土に魚を運ぶための漁船ということで、そういう非常に限定的なものに限っ

て、それが公益性が非常に高いということで補助事業になってございます。基本的

には、生産手段は自分の力で確保するというのが現在の基本的な考え方になってい

るのではないかということで、なかなか難しい問題の御指摘かなというふうに考え

ております。

それからあと、魚津の漁協のお話ですけれども、一応事業を採択するときに、費

用と効果の計算をして、十分採算が合うということでつくっているということでご

ざいます。あと、その後の流通段階でのいろいろな衛生管理につきましては、それ

、 、に対して国が補助金を出すとかいうのはなかなか難しいということで 今現在では

むしろ消費者側からいろいろな要求がありますので、それが市場を通じて反映され

ていくという形にならざるを得ないのかなと考えております。

国としては、いろいろな広報普及というんですか、そういうのは大事だと思って

いますし、あと、先進的な漁業協同組合の取組、それはそれで一つの差別化になり

ますので、そういう差別化されたものを市場に対してきちんとアピールして、自分

たちの努力を訴えていくということも重要ではないかなと思っております。

○岸委員 ありがとうございました。要は、私らも魚市場統合整備をやっておりま

して、非常に参考になる、いい事例だと思っておりますけれども、中身はどうかな

という、ちょっと、私、外から見たら。現場でまた……。

○橋本整備課長 一点、よろしいでしょうか。整備課長の橋本でございますが、先

日、魚津のその市場の竣工式に、私、出席をさせていただきまして、現場に行って

いろいろお話を伺ってまいりました。そこの中では、今、委員がおっしゃったよう

に、建物はできたけれども、これをどうするかというのがやはり重要だということ

で、既に七十五回ぐらい、仲買人の方とか、皆さんでミーティングをされていると

いうことです。これをどうやってうまく使っていくか。やはり衛生管理について、

今までではやり方がうまく──施設だけはできてもなかなかできないということ

で、これからも苦労はあるけれども、いろいろやりたいというふうにおっしゃって

おりましたので、ちょっとそのことだけ御報告いたします。

○山内会長 そのほか、いかがでしょうか。

〔特に発言する者なし〕

○山内会長 よろしいですか。

それでは、事務局から何かございますか。

。 、 、○鹿田計画課長 ありがとうございました 次回の分科会ですけれども 四月以降
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新年度に入ってから開催したいと考えております。この場で日程を決めていただく

のは無理かと存じますので、後日、別途お諮りして決めさせていただくということ

でお願いいたします。

○山内会長 次回分科会の日程につきましては、後日、事務局から提案して、日程

を検討するということでございますが、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、以上をもちまして、本日の漁港漁場整備分科会を終わらせ

ていただきます。

長時間、どうもありがとうございました。


