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平成１７年７月２５日（月）

於・虎ノ門パストラル新館4階「アイリスガーデン」

水産政策審議会

第６回漁港漁場整備分科会 議事録

水 産 庁

水産政策審議会・第六回漁港漁場整備分科会

１．開会、閉会の年月日

開 会 平成17年７月25日（月） 午後２時30分

閉 会 平成17年７月25日（月） 午後３時35分

２．出席した委員の氏名

委 員 桜本 和美、中田 英昭、服部 郁弘、浜中 数子、森川 良子、

山内 晧平（五十音順）

３．水産庁出席者

影山 智将漁港漁場整備部長、橋本 牧計画課長、宇賀神 義宣整備課長、

髙吉 晋吾防災漁村課水産施設災害対策室長

４．諮問事項

諮問第八十九号 漁港の区域の認可について

５．議 事

別紙議事録のとおり

目 次

１ 開 会

２ 水産庁漁港漁場整備部長挨拶

３ 出席者紹介

４ 議 事
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（１）協議事項

① 分科会長の選任について

② 分科会長代理の指名について

（２）諮問事項

諮問第89号 漁港の区域の認可について

（３）その他

５ 閉 会

開 会

○橋本計画課長 予定の時間がまいりましたので、ただいまから水産政策審議会の

第６回漁港漁場整備分科会を開催させていただきたいと存じます。

それでは、委員の出欠状況について御報告いたしますが、本日は、委員定数７名

中、６名の出席をいただいております。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、分科会長が委員

の皆様方の互選により選任されますまでの間、私、水産庁漁港漁場整備部計画課長

の橋本でございますが、進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

水産庁漁港漁場整備部長挨拶

○橋本計画課長 それでは、議事に入ります前に、影山水産庁漁港漁場整備部長か

ら御挨拶を申し上げます。

○影山漁港漁場整備部長 水産庁の漁港漁場整備部長を19日付で拝命しました影山

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。不慣れではございますけれども、

よろしくお願いいたします。

本日は、委員各位におかれましては総会に続いての審議ということで、大変お忙

しい中をどうもありがとうございます。

本日の分科会は委員の改選後初めて開催される分科会でございます。水産業に関

する各分野から広く委員に御就任を願っているところでございますけれども、各委

員の皆様につきましては専門分野のみならず幅広く御活躍されているところでござ

いまして、本分科会につきましても格段の御支援、また御協力を賜りますよう、お

願い申し上げます。
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御案内のとおり、我が国の水産業は、国民に対する水産物の供給を通じて健康で

豊かな国民の食生活の一翼を担うとともに、地域経済の発展に大きな役割を果たし

ているところでございまして、これを支える漁村につきましても、漁業者や地域の

人々の生活のみならず、多様な地域文化をはぐくみ伝承するとともに、都市住民と

の交流の場を提供するなど、多面な役割を果たしているところでございます。国民

共通の財産としてその発展が大いに期待されていると考えているところでございま

す。

水産庁といたしましては、このような役割を担っております水産業・漁村を発展

させるため、海の恵みの持続的な利用のための豊かな海の森づくりや、つくり育て

る漁業を推進しております。また、安全で安心な水産物の生産・供給のために高度

な衛生管理に対応した基盤整備、さらには都市と共生・対流する活力ある漁村づく

りのための支援を重点的に進めているところでございます。

本分科会におきましては漁港漁場整備に関するいろいろな重要事項について御審

議いただくわけでございますが、先ほど総会でも御案内がございましたように、平

成18年度に現在の漁港漁場整備長期計画が終了するということで、今後、新しい計

画に向けてどのような方向性で進むべきかということにつきまして議論をしていた

だく機会もあるのではないかと考えております。

さて、本日は、諮問事項といたしまして「漁港の区域の認可」について御審議を

いただくほか 「平成17年度水産関係公共事業予算の概要」について御報告を申し、

上げることといたしております。

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幅広い御意見を

提示していただき、水産行政の今後のよりよい展開方向につき御教示いただけます

ようお願い申し上げまして、簡単でございますけれども、私の御挨拶とさせていた

だきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

出席者紹介

○橋本計画課長 続きまして、漁港漁場整備分科会の水産庁側の出席者を御紹介さ

せていただきたいと思います。

まず、ただいま御挨拶をいたしました影山漁港漁場整備部長でございます。

続きまして、宇賀神整備課長でございます。

高吉水産施設災害対策室長でございます。

なお、小關防災漁村課長がおりますが、所用のために欠席しておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。
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先ほど申し上げましたように本日は改選後初めての分科会でございまして、新た

に委員に御就任いただいた方もございますので、委員の方々の御紹介をさせていた

だきたいと存じます。

アイウエオ順で御着席いただいておりますので、その順で御紹介を申し上げます

が、委員の皆様には、どうぞ御着席のまま、よろしくお願いいたします。

まず、東京海洋大学海洋科学部教授の桜本委員でございます。

続きまして、長崎大学水産学部教授の中田委員でございます。中田委員には当分

科会の分科会長代理を務めていただいておりました。

それから、香川県漁業協同組合連合会会長の服部委員でございます。服部委員は

今回新たに水産政策審議会委員に御就任いただきました。

それから、全国漁協女性部連絡協議会副会長の浜中委員でございます。浜中委員

も今回新たに御就任をいただいております。

続きまして、福井県美浜町教育委員会社会教育指導員の森川委員でございます。

森川委員も今回新たに御就任をいただきました。

最後に、北海道大学大学院水産科学研究院長の山内委員でございます。山内委員

には当分科会の分科会長を務めていただいておりました。

、 、 、 。また もう１名 金子委員がいらっしゃるのですが 本日は御欠席でございます

お伝えしておきます。

議 事

（１）協議事項

①分科会長の選任について

○橋本計画課長 それでは、分科会長の選任に入らせていただきたいと存じます。

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項の規定によりま

して分科会の委員の皆様の互選によるということになっておりますが、いかがいた

しましょうか。

服部委員、よろしくお願いいたします。

○服部委員 これまでもこの漁港漁場整備分科会長を務めていただいておりました

山内委員さんに引き続き分科会長をお願いいたしてはと、このように思います。

○橋本計画課長 どうもありがとうございました。

ただいま服部委員から北海道大学の山内委員に分科会長をとの御提案がございま

したけれども、皆様、いかがでございましょうか。

（ 異議なし」の声あり）「
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○橋本計画課長 それでは、御異議がないようでございますので、山内委員に分科

会長に御就任をいただきます。山内委員、分科会長の席にお移りいただきますよう

に、よろしくお願いいたします。

それでは、これからの議事は山内分科会長に引き継ぎたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○山内分科会長 引き続きまして、再度、分科会長を仰せつかりました山内でござ

います。

今後、委員の皆様方及び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

を進めたいと思いますので、どうぞ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 さて、審議会令第５条第５項によりますと 「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 」というふうに規定されておりますので、私の方から長。

崎大学の中田委員に引き続き本分科会の会長代理をお願いしたいと思っております

が、よろしいでしょうか。

○中田委員 はい。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山内分科会長 では、そのようにさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

（２）諮問事項

諮問第89号 漁港の区域の認可について

○山内分科会長 それでは、本分科会の体制が決まりましたので、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１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、水産政策審議会議事規則

、 。第10条の規定により 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たいと思いますので、

重ねてお願い申し上げます。

それでは、諮問第89号につきまして事務局から説明をお願いいたします。

○橋本計画課長 今回お諮りいたします事項は「漁港の区域の認可について」でご

ざいまして、資料２以下、お手元に配らせていただいたものでございます。内容と



- -6

いたしましては、宮城県唐桑町の宿漁港、それから石川県輪島市の鵜入漁港の区域

の変更に関するものでございます。

まず諮問事項を読み上げさせていただきますが、お手元に諮問文のコピーをお配

りしております。資料２が裏表になっておりまして裏表で違う番号ですが、内容は

全く同文でございますので、番号は２件とも読み上げますが、内容は片方を読ませ

ていただきたいと思います。

１７水港第１０８９号

１７水港第１７２３号

平成１７年７月２５日

水産政策審議会

会 長 殿

農林水産大臣 島村 宜伸

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。

記

諮問第89号漁港の区域の認可について

（別添資料２－１及び２－２）

裏側も同文になってございます。

次に資料の方を御説明させていただきたいと存じます。お手元に配付させていた

だいております資料２‐１と資料２‐２をごらんいただきたいと思います。

資料２‐１につきましては、めくっていただきますと、目次、諮問事項とござい

まして、５ページから具体的な内容を書いておりますが、今回、お諮りいたします

漁港の名前、所在地、認可の事由等について記載しております。内容については後

ほどスライド等を使って詳細に説明いたします。そして同じく、資料の９ページ、

10ページには今回お諮りいたします漁港の区域の変更に係る告示（案）を記載させ

ていただいております。

続きまして資料２－２の方ですが、中身を見ていただきますと、３ページに漁港

の一覧表がございまして、４ページ以降に今回お諮りします漁港の港勢、具体的に

、 、 、どういう方が働いていらっしゃるのか 魚がどの程度とれるのか 利用の船の数等

こういった資料を記載させていただいております。
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それから、７ページには今回お諮りいたします根拠となっております漁港漁場整

備法の関係部分についての抜粋、それから次のページ以降の３ページについては漁

「 」 。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

資料については以上でございますが、今からスライド等を利用して御説明いたし

ますので、そちらの方をお聞きいただきたいと存じます。

（以下スライドによる説明）

まず宿漁港と舞根漁港の合併につきまして御説明をいたしたいと思います。

この２つの漁港は、唐桑町という赤く塗ってあるところ、宮城県の最北東端に位

置する半島の町にございます。この付近の沖合海域は、御存じのとおり黒潮や親潮

がちょうどぶつかるところでございまして、多種多様な水産資源の生産性が高く、

特に金華山から三陸沖一帯の漁場は世界的な漁場として知られている次第でありま

す。

これは唐桑町のアップでございますが、このように水産資源に恵まれ、漁業が当

然主体となっておりまして、古くから多くの入り江、湾がたくさん点在しておりま

すけれども、ここを基地といたしましてそれぞれに漁業集落が形成されておりまし

て、この町には漁港として第１種漁港という地元に密着した漁港が16、第２種漁港

というそれより少し大きな規模の漁港が２港、合わせて18港の漁港が整備されてお

。 、ります 真ん中あたりに二重丸であらわされているのが第２種漁港でございまして

残りが第１種漁港でございます。このうち、今回合併を予定している宿漁港と舞根

漁港は、半島を挟んで、この間の距離は300ｍぐらいですが、隣接している漁港で

ございます。

これが写真でございますが、丸く書いてあるところに唐桑町全体の漁業協同組合

の本部があるわけですが、両地区ともここの組合員が利用しておりまして、この組

合は正組合員が892人おりますが、そのうち74名が宿漁港、31名が舞根漁港を利用

しているという実態になっております。

これは宿漁港だけのアップですけれども、昭和27年に指定を受けた唐桑町管理の

第１種漁港でございます。周辺には、カキいかだ等がいっぱいあるようでございま

すけれども この漁港には地元の漁船が110隻ございます ただ 平均トン数は約1.、 。 、

9トンと小型船が多く、外来漁船も22隻ありますが、これらもみんな小型の漁船で

あるということでございます。

施設をごらんいただきますと、主に養殖などの陸揚げ用に使われている岸壁が２

カ所、それから出漁準備や休憩用として利用されている物揚場が２カ所整備されて

おります。

今度は反対側の舞根漁港でございます。湾の部分が漁港でございまして、これも

、 、昭和27年に指定を受けた唐桑町管理の第１種漁港でございますが 地元漁船は49隻
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平均トン数は1.2トンとなっております。漁港施設といたしましては、陸揚げ用と

出漁準備用、休憩用を兼ねました物揚場が２カ所、右と左に整備されているという

ことでございます。

続きまして唐桑町の漁業について御説明をいたしたいと思います。

唐桑町は、先ほどごらんいただきましたように小さな湾を利用した養殖業が非常

に盛んでございまして、ここに示しておりますように、主な魚種として、ワカメ・

コンブ、ホタテ、カキ、ホヤ、ムール貝となっておりまして、それぞれ大きな生産

になっております。

特に唐桑町と今回新しく区域を合併したいと考えている宿舞根漁港についてのト

、 、ン数の比較をごらんいただきますが 唐桑町全体ではこのようになっておりまして

比率を出していただきますと、カキ等については町全体の52％というふうに半分で

ございまして、全体を加えた陸揚げ量でも４割ぐらいを占めていまして、この２港

が拠点として機能しているということでございます。

また、唐桑産のカキは宮城県のほかのカキと比べていただきますと、赤い字で示

しているところでございますが、例年少し高値がついておりまして、安定的な需要

がございます。そういうことで、町としてもこれらについて積極的に手当てをしな

ければいけないということで、いろいろな取り組みをしております。これは棒グラ

フにいたしましたが、価格もほぼ安定しておりますし、差別化が図られるといいま

すか、品質がよいということなのでしょうか、比較的高値がついているということ

でございます。

また、体験学習等いろいろな取り組みも行っております。これは小学生の体験学

習の事例ということでビデオを見ていただきますが、いかだを使って養殖をしてい

るところを小学生に見ていただこうと。中身はこういうふうになっているというこ

とを見せているところですが、このような体験学習等をやっているということでご

ざいます。

また、舞根地区の方にはカキ研究所という機関も設置されておりまして、ここに

いろいろ事業内容を書いておりますが、カキを中心とする各種水産生物の種苗の育

成や養殖に関する試験研究等、地方としては珍しく、こういうものもやられており

まして、ここでの研究は、部分的には世界的に高い評価を受けているものもあると

聞いております。

このように町としてもカキ養殖に非常に力を入れているところですが、大きな課

題もございます。それはこの地域にカキの浄化施設が十分に整備されていないとい

うことでございまして、ここに示しましたように―これは宮城県の指導指針だと思

いますけれども、消費者に安全で安心なカキを供給するという観点から、平成９年

、 、 。より 出荷前に一定の時間 人工的な浄化をするということが義務づけられました
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しかし、残念ながら、これまで両地区の処理場には浄化施設が設置されていなかっ

たところでございます。特に上の殻付きのカキの出荷については22時間の人工浄化

が義務づけられておりますので、この場合は仲買業者に依頼して浄化作業をしてい

。 、 。ただいていたということでございます しかしながら 非常にコストがかさみます

また、これはちょっと韓国産のカキが混じって問題だという地元の新聞ですけれど

も、仲買業者に清浄・浄化をしていただくと他地区のカキと混ざって産地が不明確

になるのではないかという不安もあることから、浄化施設を備えた処理場の整備が

強く求められているところでございます。

それから、剥き身で出荷するカキについては、当日出すのであれば浄化は義務づ

けられていなくて、次の日になる場合は10時間以上にすることというふうに決まっ

ているのですが、当日必ず出さなければならない従来型が上の段ですけれども、午

後１時に仲買の方が集荷をするために来ますので、それまでに剥き身作業、洗浄、

冷却、袋詰めを終わらせないといけないことになりまして、これから逆算いたしま

すと、冬場の盛漁期には午前２時ごろから出て、陸揚げをして剥き身をしていただ

く。そして２回目の出漁をして、陸揚げをして、こういう作業をして１時に出荷と

いう形で、極めて厳しい作業体制で行っているということでございます。

しかしながら、港の中に浄化施設を導入しますと、剥き身、洗浄、冷却、袋詰め

の作業と陸揚げの行為が独立してできることになります。海上作業は、いつ出ても

当日中に作業が終わったものは１時までに出荷いたしますし、１時を過ぎて出漁に

行った場合とか間に合わなかった場合でも、浄化水槽に漬け込んでおけば次の日に

また出荷ができるということで、出漁と陸揚げが必ずしも剥き身作業に拘束されな

くなるわけでございます。こういうふうにできますと、カキは冬場に作業があるも

、 、のですから 厳冬期に大幅な労働環境の改善につながるのではないかということで

地元も期待をしているということでございます。

これは今のカキ処理場の現状でございます。ちょっとわかりにくくなってしまっ

ていますが、宿漁港の地区に浦カキ処理場と藤北カキ処理場がございますが、両方

ともごらんいただきますように建築年がかなり古い、あるいは不明というような古

い状況にあります。また、規模が小さいこと、その周りに土地が全くないことなど

から、施設の拡張が困難でございます。また、カキを剥きますとカキ殻を一時置か

なければいけないのですが、そういうことをしておくスペースの確保が全く困難で

ございますので、下の方に鮪立カキ処理場―これは近接する他の漁港の中にあるカ

キ処理場ですが、そこまで持っていって作業をしていただいているということで、

今後、さらに持続的に安定的な供給体制を確保していく上で、なかなか困難がある

という状況にあります。

また、鮪立地区には、一部、カキの処理の浄化用の水槽等があるわけですが、そ
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の写真が左側でございまして、こういうものをきちんと整備することができれば作

業が楽になる。また、右側の下は用地の横に貝殻を仮置きしているところですが、

きちんとした場所を確保して適正にできればいいのですが、このようにぎりぎりの

形で置いているという状況になっております。

このような問題を解決するためにどうするかということでございますが、赤いと

ころで「整備地区」と書いたところがございます。先ほど来申しましたように、不

足している用地を確保いたしまして、新たに浄化設備を整えたカキの処理場を建設

しなければいけないと考えているところですけれども、出荷のしやすさや整備にか

かるコストを安くすることを考えますと、まず、ここに道路が走っておりますが、

作業をしてすぐに太い道路に乗せる必要があるということで、この周辺地区で太い

道路に隣接しているところはどこかということを探しました。それから、土地をつ

くるということで若干なりとも海を埋めなければいけません。ここは山から急深に

なっているところですから、コストを安くするために、なるべく浅くてお金がかか

りにくいところがいいのではないかということで考えましたところ、この２地区の

中には両方とも適切な場所がございませんが、今の赤い地区であれば両方の地区で

利用できるので非常にいいのではないかと考えております。

しかし、今の漁港区域から外れることになってしまいますので、両漁港を統合さ

せていただきまして、区域を一部拡大して効率的な整備をしてはいかがかというこ

とでございます。これによって、カキ養殖の拠点基地として集中的な投資ができる

のではないかと考えております。こうすれば将来的には安全・安心なカキの安定的

供給ができると考えているところでございます。

整備箇所の具体的な整備についても説明させていただきたいと思います。今のア

ップですけれども、後ろに太い道路がございますので、ここに道をつなげて、ここ

を埋め立てた上、この中に物揚場、護岸、道路、駐車場、それから先程来問題にな

っている浄化施設の整備を図っていきたいと考えているところでございます。

以上、唐桑町から漁港区域の変更についての認可申請がございましたが、審査の

結果、適当ではないかと考えておりますので、農林水産大臣としてこれを認可する

ためにお諮りをする、これが第１件目でございます。

続きまして、もう１地区もあわせて御説明させていただきたいと存じます。今度

は石川県の鵜入漁港における区域の変更について御説明をさせていただきたいと存

じます。

今回お諮りいたしますのは、鵜入漁港の南西側1.5㎞に位置している小鵜入船溜

まりを本港の新規分区として編入するものですけれども、この鵜入漁港は能登半島

の北端部にございます石川県輪島市に位置しております。輪島市には漁港がたくさ

んあるのですけれども、地域に密着した第１種漁港が４港、それより規模の大きい
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第２種漁港が１港、それから避難港として整備している第４種漁港が１港、合わせ

て６つの漁港がございます。

この鵜入漁港を含む一帯は能登半島国定公園にも指定されておりまして、このよ

うに崖がいきなり海に深くなっている切り立った地域でございまして、断崖絶壁が

織り成す景勝地として非常に有名ですが、港をつくるためにはちょっとお金がかか

ってしまうような地域になっているところでございます。

鵜入漁港はここでございますが、それから1.5 と離れたところに小鵜入というkm

船溜まりがございます。

この両地区は同じように輪島市の漁業協同組合の組合員が利用しているものでご

ざいまして、輪島市には輪島港がありますが、そこに本拠がございまして、輪島市

の鳳至町に事務所を構えております。現在の組合員は正組合員935名でございまし

て、このうち28名が鵜入漁港、26名が小鵜入船溜まりを利用しているということで

ございます。

ちょっと暗くて見にくいのですけれども、鵜入漁港は昭和27年に指定を受けた輪

島市管理の第１種漁港でございますが、ここは江戸時代から物資輸送に天然の湾を

利用して千石船も入ったことがあるようなところですが、現在は漁業集落として、

地元の船が34隻利用しています。船は平均0.8トンと、小型船が多くございます。

また、外来漁船も７隻ございますが、多くは小型漁船でございまして、今ある漁港

施設としては、ここに防波堤が２カ所と、物揚場の写真がいろいろございますが、

この後ろにつくった物揚場等が３カ所、それから、冬場に船を置いておく船揚場が

２カ所、そして用地が約1,086平方メートル整備されております。ちょっと動画で

俯瞰をごらんいただきたいと思いますが、天然の地形を利用した港でございます。

非常に漁港・漁村らしい風景になっております。

もう一方の小鵜入地区の方ですが、地元の漁船は30隻程度ございまして、漁港施

設としてはここに防波堤が１本あるだけでございます。ここに用地と船小屋がござ

いますけれども、こういう状況でございます。

これも船小屋のところですが、施設としてはこれだけしかないという状況でござ

います。こちら側があいているために、季節を問わず、西から波が来ると船がいら

れないという状況になって、非常に困っているという話を聞いております。

続きまして漁業の方のお話をさせていただきます。

輪島市の漁業について御説明いたしますけれども、能登半島の沖合は天然礁が広

がっていますので、これを利用した、まき網、刺し網、定置網、小型底びき、一本

釣り、採貝・採藻等の様々な漁業が営まれておりますが、主な魚種といたしまして

は、ここにございますように、ブリ、タイ、ヒラメ、アジ、そしてサザエ、ワカメ

等の採貝藻も結構大きなものとなっております。金額的にも、ブリが4,500万円、
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タイが２億5,600万円、ヒラメが3,100万円、サザエも２億円と、このような水揚量

でございまして、特にタイやアジ漁、採貝藻等が目立つのではないかと思います。

この中で今回対象の鵜入漁港と小鵜入地区の割合でございますが、ここはどちら

かといいますと半農半漁の地区でございますので量的にはそれほど多くはないので

すけれども、刺し網、小型定置網、一本釣り、採貝藻等が営まれておりまして、全

体的にはタイ、アジ、サザエなどにつきまして5,200万円を陸揚げしており、シェ

ア的には１割未満程度の陸揚げがあるということでございます。

また、輪島市としては、つくり育てる漁業のためにも資源は大事にしたいという

ことで、漁業協同組合と協力して様々な取り組みをやっております。これは放流の

シーンですが、左側がタイの放流、右側がクロダイを放流させていただいている様

子でございます。この他にもヒラメ、マダイ、トラフグ等の放流も行っているよう

でして、将来にわたって水産資源を確保していきたいということで積極的に取り組

んでいるということでございます。

また、観光についても積極的に取り組んでおりまして、観光客向けのいかだ釣り

をやったり、あるいは定置網漁の見学を行ったりしております。帰りには、獲りた

ての魚がお土産であるということなどもあって、観光客や修学旅行生等、全国様々

なところから訪れてこられまして、これが輪島市の観光の結構大きなＰＲになって

いるというお話を聞いております。

このように、市といたしましては観光を含めた水産業の振興に力を入れていると

ころでございますが、今回一緒にしたいと考えている小鵜入は、周辺に非常によい

漁場が立地することから利用している漁業者も結構多く、また、周辺に民宿もござ

いまして、獲れた魚をうまく活かしたり、またスキューバーダイビングや釣り等の

遊漁の類の基地としても利用されており、地元では当該船溜まりを漁業とレクリエ

ーションの調和のとれた振興を図っていきたいと考えているところでございます。

、 、 、しかしながら 先ほど御説明いたしましたように こちら側に防波堤がないため

ちょっとした波が入りますと、この中にいられなくなります。また、これは船小屋

に二重に船を吊っているところですけれども、非常に狭く、スペースがないことか

ら、こういう状況になっております。また、ここが時化てまいりますと結局は隣の

鵜入漁港の方に避難しなければいけないということがございまして、今、燃油代等

も高い中で負担が大きいこともございますので、ここの安全性を高めて、労力の面

でも楽にすること、あるいはレクリエーションの面からもより利用できる日を多く

することが地元の発展に非常に役立つのではないかというお話でございます。

これらのことから小鵜入の船溜まりを非常に密接な鵜入漁港の分区として指定い

たしまして区域を設定し、地域の生産性を上げ、利便性の向上を図りたい。そして

釣りやスキューバーダイビング等の遊漁、こういうところの安全性も確保していき
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たいということでございます。今はここまでしか施設がございませんが、こちら側

に防波堤をつくることによってそれらの安全性が確保されますし、安全性が確保さ

れた後には中側の施設も整備をいたしまして、ここは浅いところは少し掘るという

ことですが、この地域として安全に使えるような港をつくりたいと考えているとこ

ろでございます。

同じものを写真でごらんいただきたいと思います。先ほどの図面のこちら側に防

波堤をつくることで、この区域は静穏になります。そして、こちらの方に物揚場を

つくることができますと、今の二重の係船等もなくなって、より便利な利用ができ

るということでございます。

このようなわけで、輪島市から漁港区域を変更したいという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、農林水産大臣としてこれらを認可す

るためのお諮りするものでございます。

以上２件、御説明させていただきました。どうぞ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。

ただいまの２漁港の説明について、御意見、御質問はございますでしょうか。

いかがでしょうか。整備することによってさらに有効な利用が図られるというこ

とでございますので、特に御意見がなければ、諮問第89号については原案どおりと

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 それでは、そのようにさせていただきます。

どうもありがとうございました。

（３）その他

○山内分科会長 それでは、諮問事項はこの１件でございますので 「その他」に、

入らさせていただきますけれども、事務局から何かございますでしょうか。

○橋本計画課長 それでは、引き続きまして、お手元の資料３をごらんいただきた

いと思いますが、今年、平成17年度の予算について私の方から説明させていただき

たいと存じます。

１枚目をごらんいただきたいと思いますが、私どもが行っております水産基盤整

備事業は漁港・漁場・漁村の整備でございますが、大きく３本の柱で政策を展開し

ております。黒の白抜き文字になっておりますが 「海の恵みの持続的利用・安全、

安心な食の提供・活力ある漁村の再生」ということでございます。この３つの目標

のもと、今回の審議会で来年度以降改定というお話もございましたが、水産基本計

画及び漁港漁場整備長期計画が今４年目になっているわけですが、この着実な達成
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を図るために、また交付金の創設、それから他事業やソフト施策との連携による地

方の裁量や提案が生かせる制度の導入など、より効率的な水産基盤整備事業を強力

に推進というふうに書いております。

当初予算額は1,688億8,400万円でございまして、この下に注で「当初予算額には

省庁連携強化に係る交付金化措置額（4, 百万円）を含む」と書いてありますOOO

が、これに関して後ろの紙で御説明させていただきたいと存じます。

最後のカラーのついた紙ですが 「地域再生基盤強化交付金（省庁連携交付金 」、 ）

。 、というものがございます 地方公共団体により事業をしていただきたくするために

各省に分かれている類似の事業を連携交付金という形で実施することができないだ

ろうかということで検討いたしましたところ、地方港湾と私どもの第１種漁港、両

方とも地元に密着した港ですが、これらの施設を一緒にできないかということ、そ

れから農林水産省がやっております集落排水施設と国土交通省がやっている公共下

水道、それから環境省がやっている浄化槽、この３つの排水処理関係を一緒にでき

ないか。もう一つ、道路の関係もあるわけですけれども、その３つのものについて

省庁間の連携交付金、そのうち水産庁が関係するのはこの２つの交付金でございま

すが、そういう制度を平成17年度から行いました。

具体的には、ちょっと見にくいのですけれども 「事業スキーム」という枠がご、

ざいます。地方公共団体が地域再生計画を作成いたしまして、内閣府の方に申請を

いたします。その認定を行いますと、また要望を提出して、内閣府が具体的な予算

を一括してまとめてとりまして、これをそれぞれ関係する省庁に持ってきて、ほか

の施設との関係もございますので、実際につくるところは現業の省庁に移しがえを

して行うという事業のスキームでございます。

そして右側の方は「執行の弾力化」とございます。複数の事業があっても、ただ

やるだけでは今までと変わりませんので、それぞれの事業間で、工事の都合等によ

ってお金をこっちに使いたいという場合については、それぞれの進度の調整ができ

るとか、つくっておりましても１年以内でうまくできないような場合に、昔は予算

年で切れていたのですが、次年度に事業を持っていくなど事業の年度間の調整の自

由度が非常に高められた、執行の弾力化が図られたスキームにしてあるということ

でございます。

港整備交付金と汚水処理施設整備交付金がございますが、それぞれ抱えておりま

す共通の課題を、港湾と漁港が連携して一緒にプレジャーボートの対策をしようと

か、観光的な開発をしていこうとか、また汚水処理についてもより効率的な進捗を

図るなど調整を行いながらやっていくということでございます。

金額的には、下にございますけれども、港整備交付金が50億円、汚水処理施設の

交付金が490億円になっております。
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１ページ前の漁村再生交付金も同じ交付金なので御説明させていただきたいと思

います。これは省庁間の連携ではないのですが、今までの漁港漁場整備の中に17年

度から新しくつくった交付金でございまして、地域が自ら、どのように考えて、ど

のように地域を活性化させようかということを主体的にできるように、そして「既

存ストック」と書いてありますが、これまでにつくられて蓄積されてきたいろいろ

な施設をうまく活用していただいて、生産基盤と生活基盤の両方をうまく調整しな

がらやっていくという趣旨でつくられたものでございます。

先ほどと同じ絵が書いてありますが、やはり執行の弾力化を図っていこうという

ことで、事業の中での調整や年度間の調整の自由度を高めることが特長で、市町村

がどういうふうにしたいという計画を策定されまして、これを県及び国が事業の承

認・採択を行いますと、これらが実施できるというスタイルになっております。

特徴的なところは交付金の内容の２つ目の丸ですが、事業内容は、水産業の生産

基盤、生活環境施設の整備の両方できるのですが、それに加えて、地域がこういう

整備をやってみたいという創造型の整備、特に上物をやってみたいとか、あるいは

調査をやってみたいとか、あるいは販売促進のようないろいろな活動をやってみた

いなど、ハードとソフトの様々な活動について事業費の１割以内を使ってもいいと

いう仕組みを付加しております。

こういうことで漁村の再生計画に基づいてやっていただくわけですが、このよう

な交付金を創出して平成17年度からやらせていただいているということでございま

す。これは国費が30億円になります。

、 、このような新しい取り組みもございまして １ページに戻らせていただきますが

先ほど申し上げました３つの重点事項について簡単に説明させていただきます。

「 海の恵み」の持続的な利用」ですが、水産業を振興する上では魚の資源の豊「

かさが維持・持続できないとどのようなことをやってもだめだということで、豊か

な海を再生して、さらにつくり育てる漁業を推進し、もっとかさ上げをしていきた

いということでございます。内容としては、豊かな海の森づくり、海の中にもっと

海藻を生やして海の環境をよくするとか、資源回復のためのいろいろな取り組みを

支援するために基盤整備を推進する。それから、海と森は川を通じてつながってい

るということが言えますので、森林や林業の関係者と連携して漁場環境の保全対策

を推進しようということ。それから、今、西日本及び北日本ともども、全国的に磯

焼けが厳しい問題になっておりますのと、内湾性の干潟なども機能が低下ししてお

りまして、貝がいなくなったり、いろいろな問題が起こっていますので、こういっ

た機能を改善するために調査をしたりモデル事業を推進したいということでござい

ます。また、栽培漁業と申しまして小さい魚を放流して大きく育てるようなことを

するんですが、これらを漁場整備と連携して実施していくということで、海の恵み
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全体を高めていくことを考えております。

２番の「安全で安心な水産物の生産・供給」でございますが、何といっても消費

、 、者に御不安のない形で水産物をお届けするために 衛生管理をもっとしっかりして

生産・供給体制をそれに適応した形にしていかなければいけないと考えておりま

す。

まず、衛生管理体制を一層広げていくということから、建物だけではなくて、基

盤整備全体にも衛生管理を重視しながらやるということと、特に港の中の水質をよ

くしていかなければいけないということ。また、衛生管理を図るため、漁港に建っ

ている建物とか関連する機械・機器類についても整備の充実を図ろうということ。

それから、安全で安心な体制をつくるためには市場の統合や漁協の合併によって力

強い流通をつくることも重要だと思いますので、それらを支援するため拠点的な港

等における流通機能の強化を図ろうということを考えております。

最後に、漁村というのは魚をとるだけではなく、多様な機能を持っていることか

ら、水産業と漁村が健全に発展することによってさらにその機能を発揮できるよう

にということで 「～都市と共生・対流する活力ある漁村の再生～」と書いてあり、

ますが、都会から人が来て、あるいは漁村から都会へ行ったりの交流ができるため

の漁村づくりということも考えております。

１点目の丸は「地域の創意工夫を活かした漁村の再生支援」でございまして、こ

れは先ほど御説明しました漁村再生交付金制度のことでございます。また、地域で

とれたものなども、そのまま捨てるとゴミになってしまうのですが、使い方によっ

ては生物由来の資源とかリサイクル材としての活用ができるのではないかというこ

とで、バイオマス資源・リサイクル材の活用等、循環型の社会に対応した漁村づく

りの推進していくことにも取り組んでいきたいと思っております。また、先ほど説

明しました省庁間連携の推進ということで、港や汚水処理施設の整備についても連

携しているということでございます。最後に、地域の資源の活用や、都市と漁村の

共生を進めていくためには、民間の力がないとうまくいかないということで、民間

が活動しやすいような施策の推進や調査等でございます。

こういったことを柱にしながら17年度に事業を実施していきたいということで、

、 。 。雑駁でございましたが 予算の御説明をさせていただきました 以上でございます

○山内分科会長 ただいま平成17年度の公共事業予算について説明していただきま

したけれども、何か御質問はございますか。

○中田委員 妙な質問ですが 「都市と共生・対流する漁村」という言葉はおもし、

ろいと思うのですが 「漁村」というものの定義があるのかどうかというのが１点、

です。

もう一つは、水産基本計画や漁港漁場整備長期計画の見直しについてのスケジュ
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ールはどのように考えておられるのか。わかる範囲で結構ですので、教えていただ

ければと思います。

「 」 、○橋本計画課長 法律等において 漁村 という定義はないと思うのですけれども

私どもで施策の対象にしておりますのは、主に漁港であるとか、その背後にある漁

業集落、これはカウントの仕方によりますが、全国に概ね5,000とか6,000ございま

して、こういったところを漁村として施策をしていきたいと考えております。

○中田委員 特に決まった定義みたいなものはないということでよろしいですね。

規模とか、大きさとか。

○影山漁港漁場整備部長 「漁村」ということでの法律上の明確な概念はなくて、

一般的な概念として、例えば水産基本法等でも「漁村」という言葉が使われている

のですが、私どもでいろいろ統計をとったりする場合には、漁業センサスの中で漁

業集落という概念がございまして、詳しい定義は忘れましたけれども、漁家が何戸

以上ある、まとまった集落というような定義がございますので、センサス上、漁業

集落という定義に該当するようなところを想定して施策をいろいろやっているとい

うふうに御理解いただけたらと思います。

○橋本計画課長 もう一点、漁港漁場整備長期計画の改定のスケジュールでござい

ますが、内部的には、明日、都道府県の方に集まっていただいて、これからの資料

の作成についての方向等を話し合う第１回目の会議を持ちました。その後、私ども

も様々な検討を行いながら都道府県の方たちといろいろ議論を行っていきたいと考

えております。また、具体的な作業に入るのは来年度だと思うのですが、それまで

に様々な方の御意見も伺いながら検討を進めていきたいと考えております。また折

に触れ委員の方々に御説明をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

○山内分科会長 よろしいですか。

○中田委員 どうもありがとうございました。

○山内分科会長 では、浜中委員、どうぞ。

○浜中委員 ここで「海の恵みの持続的利用」ということで私たちもずっと御支援

をいただいておりますけれども、豊かな海づくり、育てる漁業をやるためには、私

ども高知県もそうですけれども、稚魚とか稚貝を放流しても、網でとられたら何に

もならない。港には 「小さなタイを釣ったら逃がしてください」というふうな立、

、 、 。て看板をたくさんするのですけれども 釣り人が来たら どんどん釣っていきます

また、こんなかわいいタイは怖さを知らないのかしら、どんどん釣れるんです。組

合長が申すには、放流した後から全部とられてしまうということで、育てるときは

みんなの協力を得て育てていかないといけないなと、私たち女性部は常日ごろ怒っ

ているんです。そういうことを言ってもどうしようもないことですけれども、いろ



- -18

いろなことで皆様に御支援をいただいて……。

今、漁業はとても厳しく、私たちの町も「助けてちょうだい」と悲鳴を上げてい

るような状態でございます。私どもも、とってきたお魚を、先ほどのビデオにもあ

りましたように、都市と漁村の交流、体験学習ということで、修学旅行生たちに来

ていただいて、お料理をして食べていただいたり、私どもなりにいろいろと活動し

ております。

ただ、先ほど港の浄化槽のお話が出ました。私どもも海をきれいにしたいという

ことで合成洗剤追放運動をやりながら、都市の方から山の方から合成洗剤のお水が

どんどん流れてまいりまして、自分たちの港にどんどん入る姿を見るたびに胸が痛

いんです。そこで 「ぜひ浄化槽を」ということで町長も立ち上がったのでござい、

ますけれども、個人負担が余りにも大き過ぎて、私たちの集落ではできないと。３

年前ぐらいだったでしょうか、町長も喜んで「やろう」ということになっていたの

ですけれども、個人負担が余りにも大きい。今、漁業は厳しいですから、老人の家

とか、各家庭で高価なお金が出せない。出せなかったら浄化槽はできないというこ

とで、本当に残念ですけれども、見送った次第でございます。今後、こういう支援

を続けていただいておりましたら、私どもの町も何とか頑張って浄化槽ができるの

ではないかと、このように考えています。

個人的な意見ですけれども、以上です。

○森川委員 私も続けて同じようなことを申し上げさせていただきたいと思いま

す。

先ほど合成洗剤の話が出てまいりましたけれども、私も漁協女性部なんです。漁

協女性部だけでやっていましても、日本の国のことを考えますと、私たちがやって

いるのはほんの一部のことではないかと思いますし 「合成洗剤追放運動」といっ、

ても、今はすごく便利になっていますし、洗剤等もいっぱいいろいろなものが出て

いますので、私たちも年に何回かは石鹸洗剤を購入するわけで、どうしてもそうい

うものを使うようになっていまして、私たち自身もそちらの方に走ったりもします

ので、日本の国全体がそういうことをもう少し考えてくれるとか、石鹸をつくって

売っている会社が企業的にもっと何かよい方法はないかということを考えてもらえ

るようになったらいいのではないかと思うんです。

日本の国の全部の水が最終的には海の方に行く。安全・安心な、おいしい魚がい

つまでも食卓に上るようにと願っているのですけれども、そこら辺のことをみんな

で考えていただいて、やっていくようにしてほしいなと思います。

○山内分科会長 そのほか、何かございませんか。

日ごろお考えになっていることをどんどん言っていただければと思いますけれど

も、よろしいですか。
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それでは、今日のところはこれぐらいにしたいと思います。

そのほか、事務局から何かございますか。

○橋本計画課長 次の分科会の開催予定ですが、10月ごろにさせていただきたいと

存じます。今、この場で決めていただくこともなかなか難しいのではないかと考え

ますので、後日、事務局から別途それぞれの委員の皆様にお諮りをさせていただき

たいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○山内分科会長 それでは、分科会の日程につきましては、後日、事務局から日程

調整をさせていただくこ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、そのようにさせていただきます。

それでは、これをもちまして本日の審議はすべて終了したことになりますけれど

も、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。

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

特になければ、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。本日は長時間、どうもありがとうございました。

閉 会


