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平成十六年七月二十日（火）

於・東條インペリアルパレス 六階「九重」

水 産 政 策 審 議 会

第五回漁港漁場整備分科会会議録

水 産 庁
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開 会

○鹿田計画課長 お待たせしました。ただいまから第五回漁港漁場整備分科会を開

催させていただきます。

委員の出席状況ですが、山内会長のみが御欠席でございます。緊急の所用で欠席

せざるを得なくなったとの連絡をいただいております。それから、松尾委員はおく

れておられるようです。現時点で、委員定足七名中、五名の方が出席されておりま

すので、本日の漁港漁場整備分科会は成立しております。

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。

資料一に漁港漁場整備分科会委員の名簿がございます。資料二に諮問第六十六号

の諮問文の写し、資料二‐一に諮問第六十六号、資料二‐二に諮問第六十六号の参

考資料、資料三‐一に漁港における特区制度の創設について、資料三‐二に緊急磯

焼け対策モデル事業についてという資料になっております。よろしいでしょうか。

山内会長が欠席されておられますので、水産政策審議会令第五条第五項の規定に
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より、分科会会長代理の中田委員が議事進行に当たっていただくことになります。

それでは中田会長代理、よろしくお願いいたします。

○中田分科会長代理 ただいま御紹介いただきました中田でございます。本日は分

科会長の代理を務めさせていただきますので、よろしく御協力をお願いします。

漁港漁場整備部長挨拶

○中田分科会長代理 それでは、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。田中部長、よろしくお願いします。

○田中漁港漁場整備部長 皆さん、こんにちは。漁港漁場整備部長の田中でござい

ます。水産政策審議会の漁港漁場整備分科会の第五回目の分科会の開会に当たりま

して、御挨拶申し上げたいと思います。

本日はお忙しいところ、また大変暑い中、第五回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、日ごろより水産行政の推進に

つきまして御助言、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

して一件提出させていただいております。これにつきましては、当該漁港の指定権

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。審議のほど、よろしくお願いいたします。

また、本日は、報告事項等として二点御説明させていただきたいと思います。

一点目は、漁港における特区制度の創設についてでございまして、これはさきの

通常国会において構造改革特別区域法、いわゆる特区法を漁港にも適用させるため

に漁港漁場整備法等の特例を整備する改正法案を提出いたしまして成立したところ

でございまして、その適用第一号として山口県から下関漁港に特区制度を適用し、

漁港の活性化を図りたいとの希望があります。今後、具体的な基準を農林水産省令

等で定めて、本年十月一日から本法を適用したいと思っております。詳細は後ほど

資料に基づき御説明させていただきますが、委員の皆様方の御意見等をお聞かせい

ただければ幸いに存じます。

第二点目は、緊急磯焼け対策モデル事業についてでございます。磯焼け現象につ

きましては、これは全国的に被害といいますか、出ておりまして、そういうことか

ら全国的にも関心が高く、また漁業者からの改善要望も多い事項でございます。今

年度から予算化が認められました本事業は大変好評でありまして、今年度含めまし

て三カ年で磯焼け現象を改善し、沿岸資源の回復等を図るために地方公共団体や漁

業者向けのガイドライン、対策指針を作成する計画でございます。この機会に詳細
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について、資料等について委員の皆様方に説明させていただきますが、御意見等を

お伺いできれば幸いと考えております。

委員の皆様方におかれましては、今後とも漁港管理、漁港漁場整備のあり方等に

つきまして幅広い御意見をいただき、これからの水産行政に反映させていきたいと

思っております。よろしくお願いいたします。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

諮問事項の審議・答申

諮問第六十六号 漁港の区域の認可について

○中田分科会長代理 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、ただいまの御挨拶にもありましたように諮問事項が一件、報告事項が一

件、その他事項として一件でございます。

なお、本日審議いただきます諮問事項につきましては、水産政策審議会令第五条

、 。第六項の規定により 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

委員の皆様方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、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、諮問第六十六号について事務局から説明をお願いします。

○鹿田計画課長 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し

て、長崎県大島町の黒瀬漁港の区域変更に関するものです。

まずは、諮問事項を読み上げさせていただきます。お手元に諮問文のコピーをお

配りしております。資料二でございます。

十六水港第一四五七号、平成十六年七月二十日、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、諮問第六十六号 漁港の区域の認可について（別添資料二‐一及び二‐二）

でございます。

次に、資料を御説明いたします。お手元に配付しております資料二‐一を御覧く

ださい。

資料二‐一、五ページをお開きいただきますと、今回お諮りいたします漁港の名

称、黒瀬（大島）漁港ですね、それから所在地、認可事由を記載しております。詳

細につきましては後ほど御説明させていただきます。

同じく九ページを御覧ください。
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漁港の区域の変更に係る告示（案 、大島町長の案でございますけれども、それ）

を載せております。

それから、資料二‐二を御覧ください。

四ページ、五ページに、黒瀬漁港の港勢、陸揚げ量ですとか漁船隻数という、漁

業協同組合員数等を記載しております。

それから、七ページ以降には、この審議会にお諮りします根拠となります漁港漁

場整備法の関係している部分の抜粋、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を記載しております。これについては省略させていただき

ます。

それでは、スライドを用いまして内容について御説明いたします。

黒瀬漁港における漁港区域の変更です。黒瀬漁港においては、現在漁港漁場整備

事業により防波堤の整備を進めており、今後整備予定の野積場と臨港道路などが現

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。

黒瀬漁港の所在する大島町は、長崎県西彼杵半島の約四キロメートルの海上に浮

かぶ二つの有人島と多くの無人島からなる町です。人口は、約六千人です。

この町は、半農半漁の村として歴史を刻んでまいりましたが、昭和十年に松島炭

坑の大島鉱業所が開鉱し、それからは石炭の町として発展し、炭坑最盛期には約二

万人の町民を擁したこともありました。

しかしながら、石炭産業の衰退に伴い、この鉱業所も昭和四十五年に閉山やむな

きに至り、町は一挙に過疎化が進行しました。

その後、熱心な企業誘致活動が実って、昭和四十七年に大島造船所の立地が実現

し、町は造船の町として再出発に踏み出しました。しかしながら、その造船所の操

業開始直後から世界的構造不況に遭い、深刻な状況が続きました。町は、単一企業

に頼ることによる厳しさを実感し、これまでのような企業城下町から脱し、経済変

動に左右されない街づくりの必要性を改めて認識したところであります。

そこで、大島町としては、町内の資源や知恵を活用した地域活性化を図る「内発

的開発」を基本に島おこしに取り組んでいるところでございます。まず最初に取り

組みましたのは第三セクターによる焼酎づくりで、その狙いは二つあります。

一つは、農業従事者の減少と高齢化で農地の荒廃化が進む中、昔盛んにつくられ

ておりました甘藷を焼酎の原料とすることにより、その作付けを復活させることで

す。耕作地放棄の防止と農業振興を図ることにつながります。

二つ目は、焼酎醸造所は、規模は小さくとも地元に働く場をつくることになると

いうことです。それから、この焼酎は大島にとって数少ない貴重な特産品になるも

のでもあります。そんな願いを込めて、町や町内の中核企業、農協、漁協、県内の

酒造会社等々が出資し、昭和六十年に発足したのが長崎大島醸造株式会社です。現
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在は芋と麦、二種類の焼酎を生産しております。

また、昭和六十三年からは、完熟トマトの栽培に取り組むなど地域おこしの先兵

となっています。このトマトは、水分供給を厳しく押さえることを特徴とする農法

で栽培されておりまして、糖度が高く、市場では高級品として人気を博していると

聞いております。

一方、農業の次は漁業ということで、焼酎会社設立の翌年、昭和六十一年に海藻

類の加工を主体にした第三セクター、大島まちおこし公社を設立しました。それま

では養殖ワカメはそのまま島外に出荷されるのみでしたが、養殖ワカメを地元で集

約し高次加工を目指そうとするものです。養殖ワカメの価格と出荷の安定が図られ

ると同時に、町の新しい特産品の誕生、雇用の場の創出をもたらし、長崎大島醸造

と並んで地域おこしに大きな役割を果たしています。

集められましたワカメは冷凍保存され、市況や在庫状況を確認しながら加工の上

出荷されています。ワカメの加工は茎、葉などに選別し、ボイルした後、塩を満遍

なく絡ませて脱水し、付着物を取り除いて製品化するというものです。さらに、近

年は収益性が低下しているため、ひじきの加工や魚類の練り製品など新たな特産品

の開発にも取り組んでいます。

このような取り組みの中、平成十一年十一月十一日、本土と大島町を結ぶ長さ約

一キロメートルの大島大橋が開通しました。この町は、長崎市内から車で約九十分

程度と気軽に来訪することができるようになったわけです。

現在は、町には日帰りまたは宿泊客合わせ、年間四十五万人の観光客が訪れてい

ます。新たな産業である観光業とともに、農業、漁業等の発展に寄与しています。

今回お諮りする黒瀬漁港は、昭和二十九年に指定された漁港です。当町には、当

該漁港以外にも大島漁港、塩田漁港、太中戸漁港の三つの漁港があり、すべて町管

理の第一種漁港となっています。

また、当該漁港と区域が隣接していますのは、地方港湾の肥前大島港です。ここ

には大島造船所、西海大崎漁業協同組合、後で述べます有限会社大島水産種苗があ

ります。

本漁港の背後集落は、二百八十九世帯です。所属漁船は四十二隻でほとんどが五

トン未満の漁船であり、また、当該漁船以外に十四隻の漁船が利用しています。

漁港においては、昭和四十六年から係留施設、防波堤、道路、物揚場、そして野

積場用地が整備されてきています。漁獲物の陸揚げは主に漁業協同組合本所がある

肥前大島港で行われているため、この漁港は主に出漁準備、休憩などに利用されて

おります。

関係します漁協は、西海大崎漁業協同組合です。この漁協は、平成十二年に大島

町、崎戸町、それから西海町の三町四漁協が合併したもので、旧大島町漁協を本所
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としています。

所属組合員数は、正組合員三百八十八名、准組合員八百八十一名の千二百六十九

名です。このうち本漁港に所在する組合員は、正准合わせて八十二名となっていま

す。

本漁港の主な漁業は、一本釣り、採介藻、小型定置網などとなっており、経営体

。 、 、で見ますと一本釣りが半数以上を占めています 主な漁獲物は 一本釣りではアジ

真鯛、採介藻ではひじきです。採取されましたひじきは、全量を先ほどのまちおこ

し公社に出荷しております。

、 、 、 、魚介類は 漁協を通じるだけではなくて 直接個別に長崎魚市場 佐世保魚市場

、 、 。町内の民宿 県内の活魚業者に出荷されており 形態は多岐多様にわたっています

これは、主要漁業である一本釣りの漁業者が独自に培ってきた販売ルートを持って

いることと、相対的に漁協の集荷、販売力が弱いことにありました。

しかしながら、大島大橋の開通や漁協合併を契機に、漁協の集荷能力の強化を図

るとともに、蓄養水槽を完備した水産物直売所をオープンし、観光客、町民及び町

内の民宿等に新鮮な魚介類やさまざまな水産加工品などを多数販売することができ

る体制を整えつつあります。

直売所は、佐世保市や県内の仲買人も活魚を買いつけに来るなど盛況を呈してい

ます。また、常時観光客などに新鮮な魚介類を提供するためには島内の漁獲量だけ

では賄い切れず、近隣から活魚を買いつけているという状況でもあります。

このように、観光客の増加に対応した水産物の販売拡大を目指し、さまざまな取

り組みを行っているところです。

一方、町はこのような流通だけではなく、つくり育てる漁業にも積極的に取り組

んでおり、水産資源の維持増大を図っています。

アジ等の浮魚資源対策として魚礁投入事業、トラフグ、ヒラメとなどの仔稚魚放

流事業、そしてその育成場としての藻場の造成や藻場をウニ類の食害から守るため

のフェンスの設置などを行っています。また、根付資源対策としてアワビの種苗放

流、その育成場となる築いその造成事業や密漁対策などのパトロールにも取り組ん

でいます。積極的な漁場環境の整備と適切な漁場管理のもと、漁獲量の増大を図っ

ているというわけです。

さらには、先を見据えた後継者対策として、地元の小学生による地引網体験学習

やトラフグの種苗放流などを行っております。島内の子供たちにふるさとの海に親

しみ、我が町の水産業に対する理解を深めてもらうためです。

また、町には大島水産種苗というユニークな種苗生産の企業があり、大いにこの

町の水産業の振興に貢献しています。先ほどの小学生の放流イベントの種苗はこの

企業が提供しているものです。
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そもそもこの企業は、町内に陸上の種苗生産施設と当該漁港の沖合に中間育成用

の生け簀を擁し、主にヒラメ、トラフグの種苗生産を行っています。

その他、大学や水産試験場などと高級魚として期待されているホシガレイやマハ

タの種苗開発の共同研究も行っています。九十九年には、マハタの仔稚魚二万二千

匹の生産に成功しました。これらは町のみならず、県内の養殖業の活性化にも多大

な貢献があるものと期待されたものです。

、 、 、 、さて 漁港の現状ですが 本港地区の係留施設は小型船で満杯状態にあり また

背後地が狭隘な急傾斜となっているためこれ以上の漁業作業用のスペースを拡大す

ることができず、非効率な漁業活動を強いられています。

例えば、一組の小型定置網を漁港用地に干してしまうともう場所がなくなってし

まい、次の網は海につけたままにしておかざるを得ないという状況です。

また、他の泊地は、満潮時には港口に架かる道路橋のために出入港ができず、一

方、干潮時には水深が浅いため漁船が着底しまう状態です。このため、出漁する漁

船は出港時刻をにらんであらかじめ防波堤の外側に移動し、係留することを強いら

れているという状況です。

また、大島水産種苗は、海上の中間生け簀から種苗の水揚げに漁港の道路護岸を

利用していましたが、台風等の高潮対策のため護岸の改良が平成十二年度から行わ

れたためこの場所での作業ができなくなりました。そのため、種苗の水揚げに当た

っては、その中間育成施設ごと時間をかけて遠路寺島まで曳航せざるを得ないとい

う状況になっています。

このようなことから、今般、漁港漁場整備事業により、物揚場、防波堤、臨港道

路の整備をしようというものです。これらの施設整備によって、漁船の出入港が常

時容易になります。それから、漁具の手入れや種苗の陸揚げも効率よく行うことが

できるようになります。

区域の変更につきましては、水域の変更はなく陸域だけの変更となります。

整備予定施設位置より必要最小限の管理幅、五十メートルを勘案して区域を設定

しております。

なお、本地区は地方港湾と隣接しておりますが、港湾管理者とは調整済みです。

漁港管理者である大島町から点線のとおり陸域の区域変更について認可申請があ

り、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当審議会

にお諮りするものです。今後のこの町の水産業振興のさまざまな取り組みを支える

施設整備のために、必要性、緊急性が高いと考えております。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

○中田分科会長代理 諮問第六十六号について、説明をしていただきました。

ただいまの説明について、御意見、御質問などございましたら発言をお願いした
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いと思いますが、いかがでしょうか。

特に御発言はございませんでしょうか。

〔特に発言する者なし〕

○中田分科会長代理 特に御意見がないようでしたら、諮問第六十六号について、

原案どおりということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔 はい」と言う者あり〕「

○中田分科会長代理 どうもありがとうございます。そのように決定します。

報告事項

漁港における特区制度の創設について

○中田分科会長代理 次に、報告事項について説明をお願いします。

これは計画課長。

○鹿田計画課長 一件ございまして、漁港における特区制度の創設についてです。

資料の三‐一を御覧ください。

部長の挨拶にありましたように、特区、正式には構造改革特別区域と言いますけ

れども、去る五月、この制度の根拠となっています法律が改正され、漁港にこの制

度が導入される旨の規定が追加されました。今後、具体的な運用方法を詰めて農林

水産省令として定め、十月一日から適用という運びになっております。

そこで、この制度の概要を紹介し、それから、今後私どもが農林水産省令を定め

るに際して、その考え方について御意見をお伺いしたいという趣旨で御報告させて

いただくものです。

まず、構造改革特区がどういうものであるかということを、構造改革特区が目指

すもの、構造改革特区のイメージで説明させていただきまして、それから漁港特区

の概要以下、漁港に関する特区制度の内容について説明させていただきます。

一ページに、構造改革特区が目指すものというふうに書いておりますが、基本的

な考え方が一番上の枠に書いておりまして、我が国の経済の活性化のためには、規

制改革を行うことによって、民間活力を最大限に引き出し、民業を拡大することが

重要であるという考え方に基づいて構造改革特区が導入されたということでござい

まして、具体的には、中の枠に書いていますように、地方公共団体や民間事業者が

自発的に経済活性化などのための計画をつくっていくと、関連する法律の規制があ

る場合については、規制の緩和の特例を設ける特定の区域、いわゆる特区ですけれ

ども、この特区を設け計画の実現を目指すという制度です。

狙いは二つあります。その一つが、この特区地区での成功事例を全国的な規制緩

和に波及させて、我が国全体の経済の活性化につなげていきたいということと、特
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区地区において、産業の集積・創出等により、その地域経済が活性化するという、

この二つを狙っているということでございます。

この制度の根拠となります構造改革特別区域法という法律が平成十五年、去年の

四月に施行されております。それ以降四回にわたって特区のテーマについての提案

を広く募集しておりまして、適切なものについてこの特区法に規制の緩和の特例の

規定を盛り込むということで行われてきております。

主なものとして、これは農山漁村に関する例を示しているものです。中ほどに農

業生産法人以外の法人の農業参入の容認というのがございまして、担い手不足など

で遊休農地を有する地域を特区として認定し、その中では一般の法人にも農業参入

を認めるために農地法の規制を緩和しようというものです。

それから、下から三つ目に、農家民宿等において「どぶろく」を製造する場合の

酒類製造免許要件の緩和というふうに書いてあります。酒税法では、一定の生産量

以上の生産を行う醸造所しか認可されない、免許を与えられないということになっ

ておりますが、この規制を緩和して一般の例えば民宿等でもどぶろく等がつくれ、

手軽に気軽にお客さんに提供できると、いわゆるどぶろく特区ということで紹介さ

れておりますけれども、こういうものが可能になっておるところでございまして、

今回漁港施設の民間貸付の容認が追加されるということです。

漁港特区の概要ですけれども、右の方の欄に書いてありますが、民間事業者に対

し、行政財産である漁港施設の貸し付けを可能とするというものでして、漁港施設

の機能の高度化を図っていきたいという狙いを持っております。現在、貸し付けは

禁止されておりまして一時的な使用許可ということで容認されておるわけですけれ

ども、これでは漁港を機能的に、もっと機能的に高度に利用したいという要請にな

かなかこたえきれないので、これを特区でできるようにしようというものでござい

ます。

国が持っております国有財産については国有財産法、地方自治体が持っておりま

す財産については地方自治法に貸し付け禁止の条項がございますので、特区におい

てはこれを解除するという、そういう規定を設けるということになります。

五ページを開いていただけますでしょうか。

内容をわかりやすくしたつもりでございますけれども、左の方に漁船がおりまし

て漁港の水揚げ岸壁、それから荷さばき所付近の様子を横から見たものを漫画にし

たものでございます。黄緑色の岸壁、それからその背後の土地、それから荷さばき

施設、これは都道府県あるいは市町村が所有し管理するものでございまして、漁港

の利用者が自由に利用できるようになっております。これを特区で特定の民間事業

者に貸し付けることができるようにするものです。借り受けました民間事業者は長

期の貸し付け契約という非常に安定した権利を得られるわけですけれども、そこで
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高機能な施設の追加整備を行うことができます。例えばベルトコンベアーですとか

ニーズに対応した多様な加工機器、滅菌海水導入ができる最新式の活魚水槽、ある

いは荷さばき所自体を高床式にして衛生的なものにするとか高速シャッターを設け

るとか、こういう機能性の高い施設の追加的な整備ができるようになるということ

です。

こういう部分は民間企業が得意とする分野でありまして、こういうことから積極

的な民間の投資を期待することによって衛生管理、集出荷の効率化が推進され。そ

れでもってて、国民に対して良質で安全な水産物を安定的に供給すること、それか

、 、ら二つ目は 付加価値の高い水産物の流通が可能になるということで市場の活性化

ひいては地域経済の活性化に貢献できること、こういうことを狙いとしているもの

です。

前の四ページに戻っていただきます。岸壁ですとか漁港施設用地、それから荷さ

ばき所は先ほど申しましたけれども地方自治体が整備して管理しているものでござ

いまして、こういった公共的な財産は誰でも自由に使用できるというのが大原則に

なっております。そのために一時的な使用ということで民間事業者に使用を認めて

、 、 、いますが これでは使用期間等が不安定なため 本格的な民間投資を期待できない

これでは漁港施設の機能の高度化への要請にも的確に対応できないということで、

このような隘路を解決するために今回の制度を導入しようということにたわけで

す。

七ページを開いていただきます。繰り返しになりますけれども、本来漁港施設の

ような公共的施設は、誰でも自由に使用するというのが原則になっております。こ

れに反して一部の民間事業者に使用させることも、それが流通の高度化を図り、国

民の皆さんに良質な水産物を供給することに貢献するものであれば、漁港の公共的

な機能を向上させることになるというふうに考え今回の特例措置を設けたわけです

けれども、民間事業者の認定に際しましては相当の公正な手続が必要と考えており

ます。そこで民間事業者の認定に当たりましては漁港管理者が当たるということに

しまして、その際、客観性、透明生の高い手続としましてその内容について公告縦

覧する、そして意見書の提出の機会を担保する、選定結果等についても公表すると

いうことを義務づけるということにしております。もっとも漁港はいろんな関係者

が協力して利用し合いながらその機能が発揮してきているもので、この貸付事業に

関係する方々が事前に十分に話し合って調整されるというふうに考えております。

実は、この特区制度の提案は山口県の下関漁港で実施したいということでなされ

ております。下関市では、市場の活性化についてこの数年来、漁業者、流通業者、

加工業者、それから市と県が話し合いを重ねてきておりまして、そして昨年、市内

に三つの市場があるわけですけれどもこれを再編統合するという構想をまとめられ
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まして、その一環としてより機能的な市場にしたいということで今回の特区の提案

があったものです。

以上が仕組みの説明でございます。

八ページを開いていただきます。漁港等に特区制度を導入するということを追加

するための改正法案が五月に成立しまして、今一つ残っておりますのが詳細な運用

を決めるということになっております。それを農林水産省令で制定し、十月から施

行するという運びになっております。

省令で規定します詳細な運用につきましては次に御説明いたしますが、今日皆様

から御意見をいただいて、それをもとに案を作成し、それをインターネットで公開

して、いわゆるパブリックコメントを募集し、省令の制定に向け準備を進めていき

たいというふうに考えております。

十月一日の施行と同時に認可申請の受付が始まり、それが認定されればこの措置

の適用が始まると、そういうことになります。

九ページを見ていただきますと、これから決めていかなければいけない省令規定

事項、それの考え方を示しています。

法律には、六項目について具体的な事項を農林水産省令で定めるということにな

っております。主な四項目についてここに書いてあります。規定しなければいけな

い事項、それからその規定をするに際しての考え方、そして現時点で私どもが考え

ている具体的な内容について例示しております。

まず一番目は、対象となる漁港において取り扱う水産物の数量です。法律では、

取り扱う水産物の数量が一定以上の漁港を対象とするというふうになっておりまし

て、その数量を定めなければなりません。この制度の趣旨が流通機能の高度化を図

るというものですので、その対象を地域の水産物の生産・流通の中核的拠点となる

ような漁港に限定するということになります。具体的には、陸揚量と搬入量の合計

が千トン以上というのが一つの目安になるのではないだろうかと考えています。こ

れは以下のことを参考にしているものです。水産庁では数年前に水産物産地市場の

統合及び経営の合理化に関する方針という長官の通達を出しておりまして、産地市

場の計画的な再建統合の整備が進むように関係者の協力をお願いしているところで

すが、この中で産地市場は出荷等の拠点としての役割を十分に担える規模であるも

のとする必要があるとしており、統合の一つの目安をその規模一千トン以上という

ことにしております。このような考え方を参考にしたものです。

ちなみに一千トンの陸揚げと言いますと、全国の三千港の漁港のうちの約六百港

が該当するということになりまして、全国の漁港に揚がります水揚げの九十二、三

％をカバーするということになります。

二番目が貸付対象となる漁港施設を定めることになっております。これも先ほど
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と同様の趣旨から水産物の衛生管理・流通に関する施設を想定しておりまして、具

体的には漁獲物の処理、保蔵及び加工施設、係留施設、輸送施設、これら施設に係

る用地を考えております。

それから、三番目が特定漁港施設運営高度化推進事業、これがこの貸付事業の正

式な名称になっておりますけれども、この要件を規定しなければなりません。これ

は水産物の流通の高度化に資するということと、この事業が漁港全体の管理を阻害

するものであってはならないということから、配慮事項として漁港の管理に配慮す

ることを規定しなければいけないと考えておりまして、具体的には水産物に係る衛

生管理の方法の改善に資するもの、あるいは水産物の集出荷その他流通に係る業務

の構築化に資するものといったこと、それから配慮事項としまして漁港の管理規程

に適合するもの、漁港漁場整備事業の施行に支障を及ぼさないもの、漁港の利用を

阻害しない、漁港の保全に支障を及ぼさないものといった事項を規定したいと考え

ております。

それから四番目に、この事業を実施する事業者の選定基準を規定しなければいけ

ないわけですけれども、将来にわたって的確にこの事業を実施できる事業者でなけ

ればならないことから、相当の資力、信用あるいは知識、技術を有している、こう

いうことを規定することが適切ではないかというふうに考えております。

以上が今現時点で私どもが考えております省令の規定の内容でございます。これ

は、六月、七月に関係の都道府県の担当者、それから下関の地元の方々、それから

全国漁業協同組合などと意見交換をして、それを踏まえた現在時点の案になってお

ります。

せっかくの制度でございまして、よりよい制度にしたいと考えております。御意

見をいただきますようお願いいたします。いきなりのちょっと複雑な内容の説明で

恐縮しております。今日は、今日で御質問、御意見をいただきまして、また後日お

気づきの点ががございましたら改めて御教示いただければと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

漁港における特区制度の創設についての検討の状況を報告していただきました。

特に今年の十月までに農林水産省令を制定するということで、その考え方について

御意見などをお伺いできればということでございますが、ただいまの説明につきま

して御意見、御質問などございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。

一つ細かいことなんですが、一時的な貸し付けとか短期間の許可ということでは

なくて、それを長期間の許可を与えるという形でもっと利用しやすい、活性化を図

るというような趣旨だろうと思うんですが、その事業の実施あるいは事業を更新す

る時間の長さといいますか、規模については全然話が出てこないんで、大体どうい
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うことを、どの程度考えておられるのか。

○鹿田計画課長 これは契約する地方自治体等が契約の中で規定するということに

なりますけれども、今私どもが想定しておりますのは、例えば、五ページを開いて

いただきます。今期待しておりますのは、先ほど御説明しましたようにこういった

岸壁や土地、あるいは荷さばき所内で最新式の色々な機器を整備していただいて流

通機能の高度化を図ってもらいたいということです。そこでこういった機械設備の

耐用年数を勘案して十年なり、十五年なりという期間がことで決められていくとい

うふうに考えております。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

岸委員。

○岸委員 これは前向きな特区の性格、それから港の活性化ということでまことに

結構なことです。ただ問題は、民間投資というのは前向きに投資を回収できるよう

なサイクルのうちはいいですけれども、経営的に難しいということになれば往々に

してその施設が遊休化して、あとはそのままになってしまうというケースが往々に

してあります。私どもの浜田でもそういう点があって非常に困っておるケースがあ

りまして、そういう点の歯止めなり、ここでは信用とか資力を有するということに

なっておりますが、やるときは全部資力、信用はあるわけですけれども、大体最初

は誰だって持っておられるわけですから、それの歯止めなり、そうなった場合には

どういう形で撤去なりきちんとしたことができるかということは十分検討していた

だいてやっていただきたい。決して私は漁業としてだめですということではなく、

前向きにやっていただきたいんですけれども、そういうことが往々にしてあります

ので御検討いただければと思います。

以上です。

○中田分科会長代理 何か今の件についてございますか。

○鹿田計画課長 そういうこともございまして、多分こういった契約の期間を、先

ほどのに関連することなんですけれどもなるべく最小限にとどめるというのが一つ

だろうと思います。

それから、この制度によって、今までと違った漁港の使い方あるいは市場の使い

方を想定しているわけではなくて、現在使っておられるのをベースにしてよりよい

使い方を民間のノウハウなり資金を用いることによってやる方法はないだろうかと

いう、現実としてはそういうことになると思いますんで、地に足をつけた計画を考

えていただきたいと考えております。

○中田分科会長代理 金子委員、お願いします。

○金子委員 私も岸委員の御意見と同じで大変結構なことだと思うんですけれど

も、民間投資ですから逃げ足が早いということもございますので、どれぐらいの期
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間は最低いてくださいとか、長い方はそれでいいと思いますけれども何年間はいて

くださいという条項とか、出ていくときはどのようなペナルティにするとか、通常

の色々な契約に出てくるようなところは十分押さえて制度をつくられた方がよろし

いんではないかなというふうに思います。

あと、恐らくお考えだと思うんですが、例えばほかの施設が何かの都合で使えな

くなったときに緊急時に漁港管理者の御指示で貸してくださいとか、そういう何か

公共性の担保みたいなものも契約の中に謳うようにしておかれた方がいいのではな

いかなと思います。

以上でございます。

○鹿田計画課長 後者につきましてはそういう条項も盛り込むようにしておりまし

て、また、そういった時に損害を与えた場合には損害賠償をするという、そういう

ような仕組みを考えております。

それから前者ですけれども、私どもも先ほども言いましたけれども、従来の利用

。 、の方法と急激に変わったものがなされるということは考えておりません ですから

現実問題としては、多分よそからほかの人たちが入り込んでこういう利用をやると

いうのはほとんどないんではないかと考えております。この制度は地元の方々の合

意の下、地元で皆さん一体となって機能的な漁港を育てていただく制度であると考

えています。そういう様な計画をつくっていただきたいと考えております。

○中田分科会長代理 ほかにどなたか御意見、御質問はございますでしょうか。

桜本委員。

○桜本委員 特区の基本的な考え方についてお伺いしたいんですけれども、先ほど

の話ですと条件を満たすところが三千港のうち六百港ぐらいあるということですけ

れども、もしその六百港が、そういうことはないと思いますけれどもすべてそうい

う申請をしたという場合に、その条件さえ満たしていればある程度無制限に認める

のか、ある程度数の制限みたいのを考えておられるのか、その辺はいかかでしょう

か。

○鹿田計画課長 数の制限があるといったことはございません。

○桜本委員 そういったところは全部可能ということですか。そうすると、比較的

、 。特区というよりはかなり 一般的にそういう形態になるという可能性はあると……

○鹿田計画課長 ただ、現実問題としては、今のところ全国各地で展開されるよう

な雰囲気ではありません。ただ、私どもとしてはせっかくの機会ですので、下関で

いいモデルをつくっていただいて、ぜひ全国レベルで社会的実験をしてもらいたい

というふうに考えております。そういう中で、こういう社会的実験がうまくいった

かどうかという検証をして今後の扱いについて検討していきたいと。

○中田分科会長代理 ほかにどなたかございますか。
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じゃあ、岸委員。

○岸委員 ちょっともう一点だけ教えていただきたいんですけれども、従来の漁港

と港湾との整備の問題ですね。地域によっては漁港も港湾も同じようなレベルで利

用しておるところが比較的あるわけですけれども、これからのこういう特区のいろ

んな問題がありますが、そういう中での港湾と漁港との将来のあり方とか整備の仕

方というのは、当然所管が違うわけですけれども、そういうのは何か協議されて、

これから日本の海岸線の有効に利用する漁港区域とか港湾区域との相互の連携の中

でやるとか。ほとんど漁港も港湾というのは比較的連携してつながっているところ

が多いですよね。漁港だと非常に狭隘だから港湾の方へもうちょっと漁港を広げて

くれと言ってもなかなか港湾の方はうんとは言いませんよね、逆に言えば。逆の例

が言えるかもしれんけれども、そういう点で何か所管は違うんだろうけれども、こ

れから日本の全体のことを思うと何か整理したり、今後の方向性としてこうしてい

こうとかというものを検討されているようなことはあるんですか。それとももう全

然これは所管が別だからということなんですか、現時点では。ちょっとわかってお

れば。

○鹿田計画課長 ちょっと答えにくいんですけれども、過去のここは漁港としてや

っていく、あるいはここは港湾としてやっていくとしてきた歴史がございまして、

ただ、水産業という面から見るともう少し何とかならないかという皆さんが言って

おられているのもごもっともです。今、例えば計画をつくる際なんかは都道府県の

港湾部局と水産部局が連携をとりながらやっておりまして、そう実態上齟齬が生じ

ているという事例はないと思っていますが、一層連携を進めていきたいと思ってお

ります。また、別に、漁村の振興という観点からの例えば交付金のような、もう少

し地方が使いやすい制度についても考えなければいけないと、今後の課題ではない

かと思っております。

○岸委員 現実であるんですよ、そういうのは。

○田中漁港漁場整備部長 ただ、やっぱり行政目的というものが私どもの漁港の方

は水産業、または地域の水産業を基礎とした振興というのが一つありますし、港湾

の方は物流を中心ということがございますので、そういった面からそれぞれ私ども

行政の資力をつぎ込むということでやっておりますので、実態が形は似てますので

世間一般の人からも一緒じゃないかと言われるのはよく私ども承知しておりますけ

れども、行政の本来の目的というのはきちっと踏まえていきたいと思っています。

そういうことで、将来さっきも言いましたように交付金の話もあるかもしれませ

んし、また指定の見直しとか、ああいったことも今後考えていかなければいけない

かもしれませんです。

○岸委員 私らはなるべくこういう実態に合った管理なり利用ということをこれか
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ら考えるべきじゃないかというのが、私個人的な見解ですけれども思っています。

○田中漁港漁場整備部長 それで、私ども港湾と漁港というのは年に何回か、霞ケ

関での話ですけれども、連絡会議とかやっておりましたのでそういった話は継続的

に続けております。

○岸委員 結構です。

○中田分科会長代理 特区制度の話から大分広がってきておりますが、特区制度の

創設の問題についてその他に御意見ございますでしょうか。

〔特に発言する者なし〕

○中田分科会長代理 特にないようでしたらここまでにしたいと思いますが、先ほ

ど話がありましたように今年の十月までに省令を制定するということで、時間は限

られておりますけれどもいろいろと御意見をお伺いしたいということでございます

ので、お気付きのこと、あるいは御意見ございましたら事務局の方に御連絡をお願

いしたいと思います。

それでは、どうもありがとうございました。

そ の 他

○中田分科会長代理 それでは、その他に入らせていただきます。

事務局の方から説明をお願いしたいと思いますが、これは整備課長。

○橋本整備課長 整備課長の橋本でございます。資料の三‐二をお配りをしてござ

いますが、緊急磯焼け対策モデル事業につきましてスクリーンをご覧いただき、御

説明をしたいと思います。

磯焼けなどに関連いたしましては、本年四月十五日に開催されました水産政策審

議会総会の後に行われました懇談会で、本日御出席の水上委員の方から藻場の減少

による海藻類、ウニ類、サザエ類の資源の減少について御発言がございました。こ

の磯焼け現象につきましては全国的な問題でございまして、私どもも早急な対策が

必要との認識を持っておりまして、本年度、平成十六年度の予算でこの緊急磯焼け

対策モデル事業が認められました。本分科会の場をおかりいたしまして概要を御説

明させていただきたいと存じます。

それでは、まず「磯焼けとは」というふうに書かせていただいておりますが、磯

焼けといいますのは一番目に書いてございますように藻場と呼ばれております大型

の海藻の群落、昆布の藻場でありますとかアラメやカジメの藻場、あるいはホンダ

ワラなどが生えているような大型の海藻類の群落、一部では海中林などと申します

が、こういったような藻場が大規模に消失してしまう現象のことを磯焼けというふ

うに呼んでおります。
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この磯焼けという名前ですが、これは約百年ほど前の二十世紀初頭から定着して

きた名前です。最初は静岡県の伊豆半島地域で使われた呼び名でございまして、テ

ングサなどの大型海藻が枯死して石灰藻と呼ばれる白い海藻に覆われた海岸の景観

が山火事の焼け跡に似ているということから始まったというふうにされておりま

す。それで、以降論文などに用いられて全国的に定着をいたしました。

ここに写真がついておりますが、これはカジメの海藻が磯焼けという状況になっ

たものでございますが、この現場は静岡県の伊豆半島の東側、田牛地区の藻場の様

子でございます。

それから、この藻場が磯焼けになるとどういう問題があるのかということでござ

いますが、藻場には非常に多くの機能がございます。ここに書かれておりますよう

に、まずは多様な魚介類のすみ場あるいは隠れ場、それから産卵場というふうに藻

場は利用されております。それから、藻場にはここにアワビ、サザエ、魚などと書

いておりますが、魚介類へのえさが豊富でございます。具体的には海藻の表面に非

、 、常に細かい甲殻類 エビのたぐいですとか巻き貝などがたくさんついておりまして

これらが魚の子供のえさになります。また、この藻場の中の枝が落ち葉として落ち

、 、 、ますと その下にすんでおるアワビやウニ サザエなどのえさになるということで

藻場は色々な生物にとっての大事なえさの場になるということでございます。

それから、栄養類や二酸化炭素の吸収ということが書いておりますけれども、ま

ず藻場は海の中の窒素、それからリンなどを吸収いたしまして海の富栄養化を防止

するというようなことになっておりますし、また、海藻が育つことによってＣＯ２

を吸収いたします。これで地球の温暖化をおくらせる、防止する機能があるのでは

ないかと考えております。

具体的には、例えば昆布の例ですが、これらの大型の茶色い色をした海藻のたぐ

いは、年間に一平方メートル当たり三キロから十キログラムぐらい育つということ

なんですが、これらはアマゾンなどの熱帯雨林の二倍から五倍の成長であるという

ことで、それだけＣＯ２も吸収するということが言われております。

また、昆布、ワカメなどの海藻ですね、これらを初め色々な海藻が食用として利

用されているということがあります。

あと、等と書いておりますが、流れ藻のことを申し上げたいと思うんですが、ホ

ンダワラなどがちぎれまして海の中で漂っている流れ藻というものがございますけ

れども、これらはサンマ、サヨリ、トビウオなどの卵を産む基質として非常に重要

でございます。また、ブリの幼魚などがある一時期をこの流れ藻と一緒に育つとい

うことがございまして、ブリの幼魚のことを藻ジャコと呼びますが、流れ藻に一緒

にいるところを捕獲いたしましてブリの養殖に使うというようなことがあります

が、この流れ藻自体も磯焼けが進むと減少してしまうということになります。
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このように、藻場というのは非常に多種多様な沿岸の生物が使っている大切な場

所でありますが、この磯焼けという事態が起こりますとそれらができなくなるとい

うことで、ひいては魚介類、海藻など水産資源が減少するということにもつながり

ますし、国民への水産物の安定供給というのにも大きな支障が生ずるということが

言えるのではないかと考えております。

あと、先ほど百年前からというふうに申し上げましたが、これまでの磯焼けへの

取組もちょっと簡単にまとめて述べさせていただきました。大きく分けますと大体

三つの時期に分類されるのではないかと考えております。

まずは、磯焼けというものが認識されまして、実態的にどういう現象になってい

るのかというのを把握された時期が最初の第一期、一九五〇年、戦後すぐぐらいま

での時期だと考えております。最初は静岡県で定着したんですが、これは静岡県に

限ったことではなくて静岡あるいは三重などの黒潮が流れている流域であるとか、

それから北海道や青森などに一部暖流が流れているところとか、こういうところで

具体的に磯焼けの現象というのが調査をされております。

それから、第二期でございますが、それに次ぎまして問題提起がなされた時期と

いうふうに書いておりますけれども、具体的にその磯焼けの現象にどういう原因が

あるのかというのが調べられた時期でございまして、例えば石灰藻と申しますが、

それよりもっと小さな植物が繁殖することによってその大型海藻が生えないのでは

ないかということとか、それからここに植食動物と書いてありますが、これはウニ

であるとか巻き貝などですが、海藻を食べる動物の摂食が進むことによって海藻が

なくなったのではないか、あるいは黒潮が時期によって流れ方が変わるなど海況の

変化等によって、磯焼けが起こるのではないかと、色々な原因が究明されてきた時

期、これが第二期でございます。

そして、第三期なんですが、これらの原因をさらに突き詰めて、仮説構成のため

の諸事実が明らかにされた時期ということで現在に至っておるわけでございます。

具体的には先ほど申し上げましたウニなどの植食動物がどれぐらい食べているの

か、それを除去することによって回復し得るのかというような実証の試験がされて

いたりとか、それから先ほど申しました石灰藻という海藻ですが、これらがほかの

海藻が後で着こうといたしますとそれをどうも邪魔をするような機能があるようだ

ということを研究をされたりとか、このようないろいろな問題の仮説が研究されて

現在に至っているということでございます。

続きまして、では磯焼けの現状はどうなっているかということで、これは平成九

年から十三年まで水産庁の方で調査をいたしました磯焼け診断指針作成事業という

ところで調べたものです。これは代表的な海藻の名前が書いてございますが、北の

方で昆布類、いろいろな種類の昆布がございますが、の磯焼けがこういうふうに見
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られます。また青い部分ですが、アラメやカジメの磯焼け、それから赤いところで

ガラモと申しますが、ガラモ類の磯焼けと、このような磯焼けが見られるというこ

とでございます。この表の分類は代表的な海藻でございますので各地で色々と混じ

っております。従いまして、例えばガラモ類の磯焼けになっておりますが、九州の

西部にもアラメやカジメの磯焼けというのが見られるところもございます。また、

このときにはまだ磯焼けの現象というのが十分に把握されていない地域というのも

ございまして、それ以降いろいろな調査でこの印のないエリアでも磯焼けが発見さ

れているというところがございます。そのような状況になっております。

それから、具体的に藻場、干潟がとのように減少したかということと、それから

保全、創造のために我々どのように取り組んでいきたいかということでちょっとグ

ラフを書かせていただきました。

図の左上の方になっておりますのが、これが環境省が調査をいたしました自然環

境保全基礎調査というのの中で藻場及び干潟の現存量を調べている調査があるんで

すが、これは昭和五十三年、これが一番左側ですが、二十六・二万ヘクタールあっ

たものが平成三年の次の調査では二十五・三万ヘクタールということでございまし

て、おおむね一万ヘクタールぐらいの藻場、干潟の減少が見られるということにな

っております。

それから、今度は右下側のグラフでございますが、これはこれまでの水産基盤整

備事業などで整備をされてきた藻場、干潟の改善の実態と、今後の目標ということ

で黄色く書いております。これまでも鋭意整備はしてきたわけですが、平成十四年

から始まりました漁港漁場整備長期計画におきまして平成十八年度までの五カ年間

で約五千ヘクタール程度の藻場、干潟を保全、創造するということとしようという

ことでございまして、こういう目標を立てて整備を行うということでございます。

それから、続きまして磯焼けの原因でございますが、これには様々な説がござい

まして、複雑な要因が関係しているんではないかというふうに考えられますが、今

我々が考えております色々な磯焼けの原因を図に示しました。

左の上の方からちょっと説明をさせていただきますが、まず食害、摂食圧と書い

ておりますけれども、これは主に北の海の磯焼けの現場ではウニが大量発生してい

ることが多うございまして、今度は逆に南の方の海ではそれに加えまして魚によっ

て海藻が食べられているというような多くの例が見られるということなどから、こ

ういう動物による食害というのが非常に大きいんではないかというふうに我々は考

えております。ただ、動物の食害というのは従前も当然同じ動物がおるわけですか

ら、あったんだろうと思うんですけれども、近年それが深刻化しているというのは

なぜなのかということで、原因や対策というのを考えていく必要があるだろうと考

えている次第です。
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また、今度はその下でございますが、健全な物質循環の阻害というふうに書かせ

ていただきましたが、森林の荒廃等が例として書いてありますが、よく最近問題に

なっております森林の荒廃あるいは広葉樹の減少、それから河川改修、川をきれい

にしてしまったことだとか、あるいはまた沿岸の開発なども含まれるかもしれませ

んが、こういったことによって陸上から供給される水であるとかその中に含まれる

物質というのが変化していくんではないかということで、一つの原因としてよく考

えられることでございます。こういったような考えのもとに基づきまして、例えば

漁業者による植林等の活動がされたりというようなことがございます。

それからその下、海水の汚濁というところでございますが、透明度の低下、浮遊

物性の懸濁物などと書いてありますが、藻場が減少している海域ではどうも透明度

が低下してきたんではないかとか、ここに書かれているような浮かんでいる懸濁物

がふえたんではないかというような報告をされることがございます。また、目には

見えないんですけれども、河川から農薬の流入であるとか、それから家庭用洗剤の

流入だとか、こういったようなものが悪い影響を与えているんではないかというよ

うなことを心配する声もございます。

それから、その右にまいりまして、その他海藻による着生阻害というのがござい

ますが、先ほどから再三石灰藻という言葉を使っておりますのでちょっと写真を見

、 、 。たいと思うんですが これはまた後ほど説明しますが 北の海の磯焼けの状況です

岩礁が白く覆われておりますが、これは無節珊瑚藻と言われる体に石灰質を持った

藻で覆われている状況でございまして、これらが石灰藻という海藻です。この海藻

による着生阻害でございますが、その石灰藻というのが生えますと、石灰藻は他の

大型海藻がその後着くのをどうも邪魔をする機能があるのではないか、あるいは逆

にウニなどのような海藻を食べる動物を引き寄せる機能を持っているものがあるの

ではないかというようなことが研究で言われております。あるいは、他の海藻が時

期的に先に生えることによって大型海藻が生えない様にしているものがあるのでは

ないかということも言われております。

それから、ちょっと一個飛んで一番上、右の上の海況の変動ということでござい

ますが、従来より磯焼けには海水温の上昇と非常に関係が強いのではないかという

ふうに言われてまいりました。最初に発見された伊豆半島なども黒潮が接岸した年

に磯焼けがひどいというようなことがございました。近年地球温暖化の影響のため

か、我が国の周辺海域の水温が上昇傾向にあるという報告がございます。このよう

。 、 、なことが原因になっているんでないかと また 波動というのも書いておりますが

近年これも温暖化の影響かどうかわかりませんが、大型の台風であるとか高波浪な

どが寄せることが多うございまして、これらの波によって藻場の基盤である岩が転

、 、がってしまうことが発生しますと こういうようなことによって藻場が破壊されて
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あと他の要因でその状況が継続するといったようなことも想定されているというこ

とで、これら様々な磯焼けの原因があります。

そして最後、その他でございますが、人間による影響というのもあるのではない

かということで、藻場は一部人間も利用しているわけでございますので、人間によ

る過剰な収穫であるとか、あるいはそこに資源量も余り考えずに種苗放流、アワビ

とかウニを放流してしまったとか、こういったようなことも原因の一因になるかも

しれないということで、このような磯焼けの原因というのはいろいろ複合的に考え

られるのではないかということでございます。

先ほど御覧いただきましたけれども、現場は北海道の南西部にある熊石町という

ところの海底の様子でございますが、膨大なエゾムラサキウニが見えまして、あと

は本当に不毛な感じですが、これは岩の上には非常に短い石灰藻という海藻が生え

ておりますが、これらはウニなどの食害にも比較的強くこれらが残っているという

状況になっております。大型海藻が全然ないため、このウニなどを獲っても中に身

が入っていないというような状況になっております。

、 、また 今度は南の方の写真ということでちょっと見にくくて恐縮でございますが

これは長崎県の南部の野母崎町の海岸で写真を撮ったもので、これは海藻をブダイ

というのの群れが食べているところでございまして、ブダイであるとかアイゴであ

るとか草食性の魚が海藻を食べているところで、後で磯焼けのところを調べますと

その魚の歯の跡が残っていたりということもわかりまして、こういった魚の影響と

いうのも大きいんではないかというふうに考えられているところでございます。

それで、今回の緊急磯焼け対策モデル事業の概要について御説明をさせていただ

きたいと思いますが、まず三つ掲げておりますが、これまでにも百年間の歴史がご

ざいますのでいろいろな地方あるいは研究機関等でさまざまな研究がなされており

ますが、これらを一度集約をいたしましてどういうものが使えるのかというのをレ

ビューをしてみたいというふうに考えております。

続きまして、そういうような対策を海域ごと、それからいろいろな海藻ごと、あ

るいは原因ごとで似ている点や異なる点というのを考慮しながら具体的に、モデル

海域というのを選定いたしまして、どうやったら海藻が生えてくるのか色々な実証

試験というのを行ってみたいというふうに考えております。ここで例で書いており

ますのは、ウニは具体的にどのぐらい取り除けば海藻が生えてくるのかとか、ある

いは魚がある時期芽を食べるのを防止するためのカゴなどの設置であるとかです

が、他にも様々なことを考えていきたいと思っております。

そして、その三番ですが、色々とわかりましたらどういう原因のときにはどうい

う処置をすればいいのかというのを漁業者あるいは地方公共団体の人たちがそれぞ

れの地域で具体的に磯焼けの改善をする上で有効に使っていただけるためのガイド
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ランという形で取りまとめまして、全国に広めてまいりたいと考えているところで

ございます。

これをやるために、ちょっとここには書いておりませんが、最も適切な形はどう

いうのかというふうに我々も考えたんですが、元国の研究機関でありますところの

独立行政法人水産総合研究センターを中心にいたしまして、そこに事前の分析と、

それからガイドラインづくりというのを主体にやっていただきまして、あとは具体

的に問題を抱えている都道府県の方々や各県の水産試験場の人たちを中心になって

いただいて、全国で実証試験をやりながら一緒になってそれらを解決していこうと

いうような形をとっているところであります。

事業の実施期間といたしましては、今年度から三カ年度ということで集中的にや

りたいというふうに考えております。

それから、この短い期間でこれを有効に活用して全国的に広がりを持たせてこの

調査をやっていかなければいけないということで、このような点を配慮してやりた

いというポイントを今こちらの方では書かせていただいておりますが、まずこのガ

イドランをつくる上で緊急磯焼け対策モデル事業検討委員会というのを設置いたし

ますが、これには全国の藻場の研究をされている大学あるいは研究所などのところ

から広く、あと全海域をカバーできるように専門家に集まっていただきましてその

研究委員会を行うとともに、具体的に各県が調査をしていく上でのサポートができ

るような体制を構築したいというふうに考えている次第です。

また、二番目になりますが、実証試験の事業主体としては、全部で海があるとこ

ろは四十余り都道府県があるんですが、その中の磯焼けが顕著な十七の都道府県に

参加をしていただきまして、また、県のみではなくてその中の市町村あるいは漁協

が主体になっているところも、そういうところも一緒にやっていただいて、より現

地の実情を反映した形で実証試験ができるように考えて全国的な広がりを持ってや

りたいと考えているところでございます。

また、その下でございますが、実証試験を行うに当たりましては、想定される磯

焼けの原因、先ほど来食害というのをまず一番わかりやすいところで目をつけたい

と思っているんですが、まずウニが原因なのか、あるいは魚が原因なのか、その他

の原因があるのか、今のところは大きく三つのグループに分けましてそれぞれグル

ープごとに情報交換をしながらやっていくということで効率的な実施を図りたいと

考えているところでございます。

また、最後に三番目ですが、事業主体以外の関係者、十七の都道府県以外にすべ

ての都道府県にお声をかけまして、もしかすると磯焼けというのに気がついておら

れない県もあるかもしれませんし、まだ研究まで至らないところもあるかもしれま

せんので、そういうところすべての方に集まっていただいた全国会議というのを年
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に一、二回開催いたしまして、またオブザーバーとして御希望の民間の方なども御

参加をいただいて広く意見を取り入れる仕組みをつくって進めていきたいというふ

うに考えておる次第でございます。

緊急磯焼け対策は、今までハード事業、我々は漁港漁場整備事業では物づくりだ

けをやっておったわけですが、具体的に磯焼けというものに漁業者の方々と一緒に

取り組むためにどういうことをやったらいいのかということでこういう調査を実施

してまいりたいと考えております。

御説明は以上でございます。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

緊急磯焼け対策モデル事業につきまして、その背景、趣旨から事業の概要などを

御説明していただきました。何か御質問、御意見ございましたらお願いします。

松尾委員。

○松尾委員 おくれまして申しわけございません。ちょっと道路が混雑いたしてお

りまして、それから先ほどは長崎の大島町の黒潮漁港の区域の認可に御賛同いただ

きましてありがとうございます。

磯焼けの対策モデル事業、緊急ということで挙がったわけなんですが、私どもは

県の段階におきましてももう数年前にこの磯焼けの問題を論じておりまして、やっ

と国が挙げてくれたのかと大変うれしく思っておるんでございますが、県もなかな

か磯焼けの問題に対しては手の打ちようがないというようなことだけ言っていまし

た。やはり私たちは現場を見ていて、昔は藻が、青年部もちょっと刈り入れを、稲

刈りではないんですけれどももう刈らなければならないような状況、それから嵐の

後は漁港内に藻が流れてきて、漁協女性部はその藻揚げ作業をするというような状

況があったのですが、それがもうずっとなくなりまして、港湾の中に藻が揚がって

、 。くるというようなことがもう数年 もう随分見られなくなったような状況なんです

それと、先ほどからカジメ等々のこともありました。カジメも昔はよく群生をし

ていましたし、カジメを主食とする魚介類等が大変少なくなったということを身近

に感じておりましたので、実は私がグループ四人で水産海流付近の方とカジメの養

殖をちょっと取り組んで、これ素人でできるわけないのですけれども、海流付近の

方も熱心な方がいらっしゃって胞子を密着させるためにやったのですけれども、ど

うしても胞子がつかなかったという、ですから今度、できればそういったことも何

か折り込んでいただいてカジメの養殖といったこともできるようによろしくお願い

をいたしたいと思います。

そしてもう一つは食害対策、さっきウニが海藻を食べていて海藻が減ったんでは

ないかということもあったんですが、実は私の県段階におきましてもウニの放流事

業をやっているんです。だから、そうなりますとウニの放流をちょっと少し量を控
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えてみなくちゃならないのかなとかというようなこともありまして、何でも放流す

ればいいというものでもないでしょうし、そのことも早くわかれば色々な対策がで

きるんではないかなと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

○中田分科会長代理 今の件について何かございますか。

○橋本整備課長 磯焼けの原因を探るだけではなく、今松尾委員がおっしゃいまし

たようなどのように回復していくのかというのもその中で徐々に検討してまいりた

いというふうに考えております。アラメやカジメなどをどういうふうに復元させて

いくかですね、それからウニなどの放流につきましても、今後の実験の中でどの程

度のウニであればどの程度の藻場に生息が可能だということが突き詰めてまいりた

いと思いますので、そういう段階で適正な量を放流するということで藻場を守れる

というのがあるんではないかと考えておりますので、その調査も急いでやりたいと

考えております。

○松尾委員 それから、すみません、そのウニを放流しているんですけれども、ウ

ニを最初に行ったときに身が入っていないということは、その食べるえさがないか

らせっかく放流をしても身が入ってないウニ、そういうのは大変もったいないなと

思いますので、私も県内段階におきましてもやっぱりその場の海藻を放流するとこ

ろの場所設定は磯の専門の方に場所をここにしてくださいということでやっている

らしいのですけれども、あと量をちょっと減らすとか、そういったことも考慮して

むだなお金を使わないようにしていかなくちゃならないかなというふうに思いま

す。

○中田分科会長代理 ほかに、どなたか御意見、御質問。

水上委員、お願いします。

○水上委員 磯焼け対策に問題を取り上げていただきまして、まことにありがとう

ございます。今お話の中で家庭用の洗剤も影響しているというお話がございました

が、私どもは台所での洗剤を使わないでおこうということで大変今現場では頑張っ

ております。工場から出る排水よりも家庭から出る雑排水の方が非常に影響が大き

いという調査なども知ることができまして、台所で使う洗剤をなくして川をきれい

に、海をきれいに、魚が住みやすいような環境にとアクリル、タワシとか、または

ナイロンのストッキングを利用しての三Ｒ作戦、リュース、リリース、それからリ

サイクルなどの活動にも頑張っております。

しかしながら、ちょうど今はウニ、アワビ、サザエの解禁になりまして、今年は

例年よりもやや多くなったと海女さんたちは喜んでおりましたが、実は一昨日の福

井豪雨と名づけられましたあの災害で今私どもの浜は大変な悲惨な状況です。いつ

もと流れてくるごみとは違いまして、家庭での洗濯機とか冷蔵庫とか、ああいう大

きな機器、それから砕かれた岩石などで海辺は大変な騒ぎになっております。もち
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ろん濁流が相当に入りまして、波は非常に五十センチほどの穏やかな状態ですけれ

ども、濁流のために海の色などは到底真っ茶色で見ることができませんし、先ほど

もお話の中にございました海水の汚濁はもちろんのこと、透明度などはさらにござ

いません。今海辺の人たちは、今ちょうど大切な収穫の時期なのに今年もいつにな

ったら海に入れるのだろうかというような悲惨な状況ですが、私どもはまた現場で

頑張りたいと思いますので、今後ともどうぞよろしく御指導のほどお願いを申し上

げます。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

今の洗剤の件はよろしいですか。

○橋本整備課長 洗剤については残念ながら具体的にどういう物質が悪いかという

ことなどをまだ追求はできていないんですが、やはり問題があろうかというふうに

も考えております。今そのような一つ一つの運動というのが海の浄化につながるん

ではないかと考えておりまして、ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと思います。

○中田分科会長代理 ほかにどなたか、御質問、御意見。

松尾委員。

○松尾委員 すみません、今水上委員が言いましたように、合成洗剤の問題は水産

庁長官の懇談会の折りに毎回お願いをしてきたところなんですね。だから、私たち

は少し害があるなと、危ないものは使わないというようなことをぜひ叫んでずっと

続けておりますんで、それを国の段階においてもひとつ何とか考慮をしていただき

たいなというふうに重ねてお願い申し上げます。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

では、桜本委員、お願いします。

○桜本委員 これは、水産総合研究所の方にお聞きした方がいいのかもしれません

が、先ほどのスライドの説明で一度磯焼けしたところで回復したところがあるのか

どうかというのがわかっているのかどうかということと、それから全体的な予算規

模はどの程度なのかということをちょっと教えていただきたいと思います。

○橋本整備課長 磯焼けにつきましては、昔静岡県で最初あったころというのは、

水温が高い時期のみにしばらく何年か磯焼けが続きまして、しばらくするとそれが

自然にもとの海藻の藻場に戻るというように考えられておりまして、それが固定す

るというわけではございません。ただ、以前のようにある部分がなったりならなか

ったりということよりも全国的になったらなりっ放しになってしまっている地域が

非常に増えてまいりまして、それが先ほど松尾委員のお話の中にもありましたよう

にかなり全国的にいろんなエリアで海藻のボリューム自体が減ってきているという

ようなことになってまいりましたので全国的に磯焼けの問題ということで、取り組

むこととしたものです。ただ回復しないわけではないので、これについてはいろい
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ろな条件を取り除いてあげることができれば戻すことができるんではないかと考え

ております。

あと、この調査の規模でございますけれども、これは調査を含めまして一億五千

万円の調査で実施をしたいというふうに、今年度の予算ですね、実施をする予定で

ございます。

○岸委員 これは各県の希望とか、固まっているんですか。

○橋本整備課長 本年度につきましては、昨年各県に御希望を伺いまして。

○中田分科会長代理 よろしいですか、岸委員。桜本委員もよろしいですか。

ほかに何か御意見ございますか。

一つ、私細かいことでやっぱり気になるんですが、磯焼けの現状のマップで日本

海の沿岸にあんまり印が入っていないんですけれども、あれはもともと海藻の現存

量が総体的に少ないのか、やっぱり多いんだけれども磯焼けの事例が少ないのか、

あるいは情報とか調査に問題があるのか、何かそこら辺もしわかればお伺いしたい

んですが。

○橋本整備課長 現在、四十県すべてに磯焼けの問題がないだろうかということで

協力を呼びかけていたところ、やはり日本海側の中部、ちょうど先ほどの図、日本

海側の例えば京都府あたりから秋田県の手前ぐらいまでの地域が磯焼けという報告

がそれほど多くはなかったわけでして……。

○中田分科会長代理 長崎がすごく、私は長崎が気になって、長崎はすごくマーク

がついているんですが、山口あたりから島根、鳥取の沖にかけては空白ですよね。

○岸委員 二十年ぐらい前はありましたよ。

○橋本整備課長 島根もそれほど多く報告がないんですが、ただ、例えば京都府な

どでは部分的には磯焼けという報告もございますし、全域というより海域でやはり

磯焼けという報告がございます。それで、今日本海側のところではもちろんグルー

プに入っていただきまして、実態のうち把握を優先しながら進めていきたいと考え

ているところでございます。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

○橋本整備課長 ちょうど空白になっているところがございますが……。

○中田分科会長代理 何か理由があるような感じを受けますけどね。

○橋本整備課長 あと、対馬暖流の流れているところなどの影響があるのか、隠岐

なども一部報告などもありますから、出っ張ったところとか島のところではよく報

告があるんですが、もちろん抜けている部分というのが太平洋側に比べて顕著なの

で十分調査がされていないということがあるんではないかと考えます。

○中田分科会長代理 そうであれば、なぜそういうことが起こるのかというような

見方もできるのかなというようなちょっと、磯焼け対策という見方から思ったもの
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ですから、事業の中でちょっと検討していただければと思います。

他にどなたかございますでしょうか。

〔特に発言する者なし〕

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

以上で、本日予定しておりました議事につきましては終了いたしましたが、せっ

かくの機会ですので、本日の議題にかかわらず委員の方々の御意見、御質問があれ

ば承りたいと思います。先ほどから少し御意見いただいているところもございます

が、ほかに何かございませんでしょうか。

松尾委員、お願いします。

○松尾委員 すみません、お尋ねしたいと思うんですけれども、大変漁港が特区の

おかげで、私どもが空き地管理をそのまま放置されていて、何とか活用のし甲斐が

ないのかなというふうに思っておりましたけれども、広くそういう特区の併設にで

きるということは喜ばしいし、それから漁業者も高齢化をいたしておりまして、荷

揚げ場所等の問題におきましても今の施設にもベルトコンベアーを使ったりとかい

ろんなそういう設備が必要になってくるので、大変うれしいことでございます。

これちょっと私事で何でございますが、前にも言ったかと思うんですが、私ども

、 。の町は六百数十隻も漁船が 二十トン以下のがいるにもかかわらず港湾なんですね

それで空地がずっとあるんですよ。ですから、私もちょっと今度壱岐市になりまし

て漁獲委員に出させていただいておりますので、港湾を漁港に加えるわけにいかな

いかなと、何かそういう手はずか何かございましたらちょっとお知らせいただきた

いなと思いまして、もう実質、商業船が入るのは一隻ぐらいでございまして、ほか

にもゴンドラの港湾等がありまして、その方にまた行きますので実質漁港の機能を

うちはやっている、名前だけが港湾ということになっているのですね。その辺ちょ

っと教えていただきたいなと思います。

○中田分科会長代理 先ほどから港湾と漁港で色々出ておりますけれども、どなた

に、お願いします。

○鹿田計画課長 港湾にしろ漁港にしろ、他０の施設にしろ、中にはつくった当時

と世の中の状況が変わって、それに合わせて変わったような使い方をしていかなけ

ればならないということが最近各地で言われているところでございまして、私ども

もそういった世の中の情勢にあわせて、せっかくの施設ですから効率的にやっぱり

使っていく必要があるんではないかと考えています。世の中の情勢の変化というも

のを感じながら、そういった視点でこれからどうするのかということをいろいろ考

えていかなきゃいけないなということを考えております。ちょっと抽象的な言い方

になって申しわけないんですけれども、そういう面では農林水産省も港湾を担当し

ています国土交通省と同じような考えでおりますので、ただ、なかなか一般論とし
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て答えにくい面もあると思いますので、具体的な提案をされればそれなりに港湾管

理者の方も考えていただけるのではないかと思います。また、私どもも漁港の中で

はそういうふうな具体的な事例を元に地域の活性化のためにどういうふうなことを

すればいいのかということを考えていきたいと思っております。それから、そうい

う事例があったということは、長崎県の方に伝えておきます。

○松尾委員 よろしくお願いしたいと思います。

、 。実は 私どもの漁港も二十年をめどに漁協合併ということが進んでいるのですよ

五つの漁協があるわけなんですが、さっき申し上げましたように、勝本に六百数十

隻という漁船がおるし、他のの組合長さん方も勝本に漁協の本拠地を持っていくべ

きだなというのがあるわけです。そして、島内が一つになりますとより今の施設の

ものをもっと可能にしていく、そういった意味でせっかくこういうのがあっていろ

んな競りもやっていますし、いろんなことが可能なのに港湾というだけでそういっ

たことができないのかなというのがちょっと残念に思うわけですから、よろしくお

願いいたします。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

金子委員、お願いします。

○金子委員 私、今大学におりますが、港を通じた地域開発というのをずっと仕事

をさせていただいておりまして、結局は国民の方にどんなサービス、いいサービス

が提供できるかというのが一番大きいポイントであろうかというふうに思いますの

で、港湾の方でも漁港区というなのもあって、そこでは当然漁業者の方の御利用を

最優先にいろいろつくっているというふうに理解をしておりますし、そのいろんな

漁港とか港湾とかいろいろありますが、よく調整いただいて最大限地域発展に有効

な道は何かというようなあたりでよく相談をいただいたら納得いただけるんではな

いかなと。漁港にしたら明日からよくなって、港湾だったら全然だめだというのも

ずっと仕事をさせていただいた私なんかからするとちょっと寂しいと、地域の漁業

者の方にどうやってやっていただけたらいいかということで随分、私地方のそうい

う漁港的な利用をしている港湾の開発というんですか、整備のお手伝いを日本中さ

せていただいた経験もあるんでちょっと何か寂しい思いもするもんですから、よく

行政の方で御相談いただいてやっていったら、要はいいサービスがどう提供できる

かというところではなかろうかと思いますが、雑感でございます。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございます。

事務局の方から何かございますか。よろしいですか。では、お願いします。

○影山防災漁村課長 私どもの課で漁業構造改善事業等漁業関係の上屋の施設です

とか、放流関係の施設の整備を担当しております。港湾とか漁港とかいろいろ法律

上の指定の問題はありますけれども、例えば沿構の事業につきましては実態に応じ
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て事業を実施するようにしておりますので、それが漁港であっても港湾であっても

実態としてそこが漁業の上で重要であれば事業をやるということでやっております

ので、そういう意味で何が本当に問題なのかということをきちっと整理していただ

いて、やはり港湾ではだめなんだというところがあれば、今の時代地方分権ですの

、 、で地方から 勝本港の場合は長崎県が管理者になっておりますので長崎県の方から

発意をしていただいて、港湾を漁港に変えるなり一部分を漁港に変更するなりとい

うことは可能ではないかと。そこの何が問題なのかというところが一番重要なとこ

ろで、そこのところをよく県の方と御協議いただけたらいいんではないかと思って

おります。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

ほかに何か御意見、その他ございますでしょうか。

水上委員。

○水上委員 すみません、その他のその他になるかもしれませんが、実は私どもは

学窓各組織が一堂に会しまして一年に二回はクリーンアップ大作戦を行っておりま

す。その際に非常に膨大なごみが出るわけですが、今年の春もやりましたところ、

それを浜で燃やしたわけです。これ燃やしてはならないんですけれども、その始末

に困りまして、ところが海上保安庁に何か罰金を取られた地区もあるそうですし、

それから始末書を書かれたところもあるそうですが、今回はまだお話は出ておりま

せんが、この海辺にたどり着いた膨大なごみをどのように始末していいのか、実は

昨日あたりから放送や情報網から指定のごみ袋に入れて近くの公園なり、それから

防災センターへ泥でも何でもいいから運びなさいという放送はなれさるんですけれ

ども、海辺のことを考えての処理ではないわけです。海辺ではとても指定袋に入れ

てそれを云々とするような段階ではありません。これは当然県の方へ寛大な処置を

ということでお願いしなくちゃいけないとは思うんですが、これをまだ地元では今

回自分の家の周りの始末におおわらわになっておりましてそこまで話が出ていませ

んが、何かいい方法はないでしょうか。

○中田分科会長代理 いかがですか。ここの場ですぐ答えが出ないかもしれません

けれども。

○水上委員 県の方へお願いしないといけませんね。

○鹿田計画課長 なかなか皆さん切実な問題なんですけれども、私どももそういう

ことに対してどう対処していけるかというのが、私どもも苦慮しているところであ

りまして、ちょっと今日この中でなかなか具体的なお話ができませんけれども、非

常に皆様が切実な問題として困っておられるというのは十分に受けとめていただき

まして、私どもの中でも考えていきたいと思っております。

○中田分科会長代理 よろしいですか。
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○水上委員 すみません、どうも。

○中田分科会長代理 他にございますでしょうか。

〔特に発言する者なし〕

○中田分科会長代理 よろしいでしょうか。

それでは、あと事務局の方から何かございますか。

○鹿田計画課長 次回の分科会の日程ですけれども、後日、事務局の方から別途お

諮りして決めさせていただくということでよろしくお願いいたしたいと思います。

○中田分科会長代理 次回の分科会の日程につきましては、今提案がありましたよ

うに事務局の方で検討していただいて皆さんの御都合を伺いながら決めさせていた

だくということにさせていただこうと思いますが、よろしいですね。

〔特に発言する者なし〕

閉 会

○中田分科会長代理 きょうは、いろいろと活発な御討議をいただきまして大変あ

りがとうございました。

以上をもちまして、本日の漁港漁場整備分科会を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。


