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水産政策審議会・第七回漁港漁場整備分科会

１．開会、閉会の年月日

開 会 平成 年 月 日（火） 午後１時 分17 10 18 23
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２．出席した委員の氏名

委 員 金子 彰、桜本 和美、服部 郁弘、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、

小關 良二防災漁村課長、髙吉 晋吾防災漁村課水産施設災害対策室長

４．諮問事項

諮問第九十一号 漁港の区域の認可について

諮問第九十二号 行政不服審査請求について（青森県小泊漁港における漁港管理者青

森県知事（西地方農林水産事務所長）がなした、富山港北洋材荷受協

同組合に対する漂流物の除去命令処分に係る行政不服審査請求）

諮問第九十三号 行政不服審査請求について（高知県宇佐漁港における漁港管理者高

知県知事（高知県いの土木事務所長）がなした、高知県土佐市宇佐町

宇佐２８３９－１０に住所を有する奥田幹雄に対する船舶移動命令処

分に係る行政不服審査請求）

５．議 事

別紙議事録のとおり
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開 会

○橋本計画課長 水産庁計画課の橋本でございますが、開始時間よりまだ五分以上早いですが、

御出席を御予定の委員の皆様がおそろいでございますので、ただいまから第七回漁港漁場整備分

科会を開催させていただきたいと存じます。

まず委員の御出席の状況について御報告をいたします。

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されておりますが、

本日は委員定数七名中五名の方が御出席をいただいておりまして、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。

続きまして、前回第六回漁港漁場整備分科会に欠席いたしました小關防災漁村課長が本日出席

しておりますので、御紹介させていただきます。小關防災漁村課長です。

○小關防災漁村課長 小關でございます。よろしくお願いいたします。

○橋本計画課長 続きまして、審議に入る前にお手元の資料を御確認させていただきたいと存じ

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。さらに資料二に諮問第九十一号

の諮問文の写し、資料二―一に諮問第九十一号、それから資料二にそれぞれ参考資料がありま

す。それから、資料三に諮問第九十二号の諮問文の写し、そして三―一に諮問第九十二号とそれ

から参考資料です。それから資料第四に諮問第九十三号の諮問文の写し、そして資料四―一と四

―二に諮問、参考資料がございます。それから、資料五に「水産物生産流通の拠点漁港における

耐震化の状況について」という資料と、資料六に「平成十八年度水産基盤整備事業予算要求の概

要」がお手元にあると思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、山内分科会長、よろしくお願いいたします。

○山内分科会長 山内でございます。よろしくお願いいたします。

漁港漁場整備部長挨拶

○山内分科会長 それでは議事に入ります前に、影山漁港漁場整備部長からごあいさつをいただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

○影山漁港漁場整備部長 漁港漁場整備部長の影山でございます。よろしくお願いいたします。

本日はお忙しいところ、またお足元の悪い中を水産政策審議会第七回漁港漁場整備分科会に御

出席いただき、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円滑



- 3 -

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厚く

御礼申し上げます。

さて、本日の分科会では、諮問事項として漁港の区域の認可一件、行政不服審査請求二件につ

いて御審議をいただくこととしております。また、水産物生産流通の拠点漁港における耐震化の

状況、さらには平成十八年度予算要求の内容につきまして御報告を申し上げることとしておりま

す。先ほど申し上げました行政不服審査請求の件でございますけれども、漁港管理者が行いまし

た行政処分に対しまして、漁港漁場整備法第四十三条第二項に基づきまして、審査請求が出され

ているものでございます。本条項によりますと、農林水産大臣は、本審議会の意見を聞いて行政

不服審査に対する採決をするということに裁定がございまして、本分科会の御意見を求めるもの

でございます。

委員各位におかれましては、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

開方法につき御協議いただけますようお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども私の

ごあいさつにさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○山内分科会長 ありがとうございました。

議 事

諮問第九十一号 漁港の区域の認可について

○山内分科会長 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、諮問事項が三

件、報告事項が一件、その他事項として二件でございますのでよろしくお願いをします。

なお、本日審議いたし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。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、何とぞよろしくお願いいたしま

す。

それでは、諮問第九十一号につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○橋本計画課長 それでは、諮問第九十一号につきまして御説明をさせていただきたいと存じま

す。

お手元の資料二の方に諮問文がございますが、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、京都府舞鶴市の小橋漁港の区域の変更に関するものでございます。

また、お手元に資料二―一、資料二―二がございますが、これでちょっと内容を説明させていた
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だきたいと存じます。

資料二―一につきまして、五ページをお開きいただきたいと存じますが、今回お諮りいたしま

す漁港の名称、所在地、認可事由を記載しております。漁港の名称といたしましては竜宮浜、種

別は第二種、所在地は舞鶴市でございまして、認可事由を朗読いたしますが、「小橋漁港及び三

浜漁港は若狭湾西部の丹後海に面し、京都府舞鶴市の北部に隣接して位置する漁港である。両地

区とも定置網漁業、採貝藻漁業が盛んであり、アジ、イワシ、サザエ等が主な魚種となってい

る。しかしながら、三浜漁港は漁港施設の整備がおくれており、係留、漁具の保管等に支障があ

ることから、漁業者の整備に対する要望は強い。そこで、小橋漁港と三浜漁港とを統合し、準

備、陸揚げ機能を小橋地区に集約するとともに、休憩機能を小橋、三浜両地区に設けることで、

機能分担を図り、効率的な整備を実施することを目指す。なお、合併に当たっては、舞鶴市が三

浜漁港の取り消しを行い、京都府が小橋漁港の区域を三浜漁港の区域を含有するように拡大し、

漁港の名称を「竜宮浜」に変更するものである」としております。

また、参考資料といたしまして九ページの方に、今回お諮りいたします漁港の区域の変更に係

る告示の案を示しております。また、資料二―二の方もご覧いただきたいと存じますが、今回お

諮りいたします漁港の港勢、四ページ、五ページをご覧いただきますと、それぞれの地区の港

勢、陸揚げ量、それから利用する漁船の隻数などの諸状況を記載しております。それから、今度

は七ページの方からになりますが、この根拠となります漁港漁場整備法の関係している法令の抜

粋及びその次の八ページになりますが、漁港の指定に関する基準についてを記載しておりますの

で、後ほど御参照いただければと存じます。

説明につきましては、この前のスクリーンを用いまして御説明をいたしますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

それでは、小橋漁港と三浜漁港の合併について御説明をいたします。当該の両漁港は、京都府

北部の日本海側に面した舞鶴市に位置しております。スクリーン上では黄色くなっているところ

であります。舞鶴市は明治時代に海軍の基地として鎮守府が設置され、日本海唯一の軍港の町と

して栄えた地域であり、第二次世界大戦後には、引揚援護局が設置され、大戦終結後に海外諸地

域に残された人々が故国の第一歩を踏みしめた引き揚げの地として有名であります。また、舞鶴

市の周辺は、若狭湾国定公園に指定されており、リアス式海岸が織りなす風光明媚な地区となっ

ております。このような舞鶴市におきましては、造船、ガラス、木材を中心とした臨海型の製造

業が大きなウエイトを占めておりますが、漁業も主要産業の一つとなっておりまして、この写真

にございますが、古くから定置網漁が盛んに行われております。現在も舞鶴の市内に第一種漁港
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が六港、第二種漁港が三港、第三種漁港が一港指定されております。このうち今回合併を予定し

ております小橋漁港と三浜漁港は、舞鶴市北部の日本海側に面し、隣接している漁港でございま

す。

この両漁港にはそれぞれ漁業協同組合がございまして、現在の組合員数は、小橋漁協の正組合

員が五十四人、三浜漁協の正組合員が五十一人となっております。また、舞鶴市には六つの漁協

がございますけれども、平成十八年一月、来年の一月に合併をすることとなっており、小橋、三

浜の両漁協についても、この二つの支所をあわせて一つとすることになっております。小橋漁港

は、漁港から少し奥まったところに事務所がありましたけれども、平成十六年十月二十日の台風

二十三号で事務所の裏山が崩れて使用不可能となってしまいまして、今、荷さばき所の隣にプレ

ハブを建てておりまして、平成十六年十一月三日からそこを事務所がわりにしております。写真

は右下の写真です。両漁港を統合後には、この小橋漁港の区域内に新たな支所を建設する予定と

聞いております。

次に、小橋、三浜両漁港の概要について御説明をいたします。この右側の小橋漁港は、昭和二

十七年に指定を受けました舞鶴市管理の第二種漁港でございまして、背後集落のうち約八割が漁

家という純粋な漁村でございまして、また地元の漁船は七十六隻ございますが、平均トン数が一

・八トン、五トン以上が四隻ということで、ほとんどが小型漁船でございます。漁港の施設とい

たしましては、写真が出ましたが、防波堤が北と南側に二カ所ございまして、その他に、右下の

方の写真で、船がここに揚がっておりますが、船上げ場、それから真ん中の上にあるのが物揚

場、そしてその背後の漁港施設用地、荷さばき所等が整備されております。

一方、三浜漁港は左側の方でございますが、昭和二十八年に指定を受けた舞鶴市管理の第一種

漁港で、背後集落のうち同じく約八割が漁家となっております。地元の漁船が六十一隻ございま

して、平均トン数は約一・二トン、五トン以上は三隻ということで、同じく小型漁船がほとんど

というような港であります。漁港施設としては、ちょっと見にくいのですが、三浜漁港の区域の

右下の方にちょっと出っ張っているところがありまして、これを拡大したものが上なんですけれ

ども、こういった形の物揚場が整備されております。施設としてはそれだけでございまして、小

型漁船につきましては、天然の砂浜を利用しているというような実態でございます。

続きまして、舞鶴市の漁業の現状について御説明いたします。今、大型定置の方の動画をこち

らの方でご覧いただいておりますが、舞鶴市の漁業は、グラフをご覧いただいてもおわかりにな

りますが、大型定置網を中心に底びき網、小型定置網、採貝藻、刺し網漁などが行われておりま

す。主な魚種といたしましては、イワシ、サバ、アジ、ブリ、サザエ等となっております。平成
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十五年度の生産量は、大型定置で三千六百五十三トン、小型底びき網で六百四十二トン、小型定

置網漁で三百六トン、採貝藻で百七十九トン、刺し網漁業で百三十七トンとなっております。

続きまして、小橋漁港における漁業の現状ですが、小橋漁港におきましては、やはり大型定置

を中心に、刺し網、はえ縄漁業等が行われておりまして、平成十五年の生産量は百二十七トンと

なっております。内訳は大型定置が三十五トン、刺し網漁業が三十三トン、はえ縄漁業が二十六

トンとなっております。主な魚種は、右側の方にございますが、アジ、ハギ、ブリ、サザエ等と

なっております。それぞれアジが二十九トン、ハギが二十三トン、ブリが二十トン、サザエが十

三トンという次第でございます。

また、三浜漁港におきましては、大型定置のウエイトが非常に高いのですが、これを中心に採

貝業、刺し網漁業などが行われておりまして、平成十五年の生産量は百五十五トンとなっており

ます。内訳といたしましては、大型定置網漁業が百二十六トン、採貝業で二十四トン、刺し網漁

業で二トンとなっております。また主な魚種は、イワシ、アジ、サワラ、サザエ等となっており

まして、それぞれイワシが四十九トン、アジが三十三トン、サワラが二十トン、サザエが九ト

ンということになっております。この小橋漁港、三浜漁港、両港とも舞鶴市内の水揚げ量と比較

いたしますと、舞鶴市の真ん中にあります第三種舞鶴漁港の水揚げが圧倒的に多いということも

あり、それから比較すると少なめですけれども、それぞれ六十人前後がこの地区で漁業に従事し

ているということで、京都府の中でも極めて熱心に漁業が行われてる地区ということが言えると

思います。

続きまして、漁場の関係でございますが、それぞれの漁港の前面にある漁場、小橋地区及び三

浜地区が利用している漁場について、スクリーンにあります地区のうち、小橋地区はこの中の定

七、定八、定十一そして共四、共六、上の方にございます共七の地区を現在利用しておりまし

て、三浜地区は定十、それから共五、共七を利用しております。この中で、定と書いております

のは大型定置網の漁業権でございまして、これは大型定置網の漁業者あるいは漁協が所有してお

ります。また、共と書いておりますのは、刺し網、採貝藻、小型定置網の漁業権でございまし

て、漁協が所有しているものでございます。今般、両漁協の合併に伴いまして、今後は漁業権の

統合につきましても検討していく、という予定となっていると聞いております。

続きまして、このような水産業を中心とした都市漁村交流に係る舞鶴市の取り組みを簡単に説

明したいと思いますが、舞鶴市におきましては、遊漁船業や民宿業、それと漁業とを兼業してい

る経営体も多く、また漁業の手伝いをする若手もおりまして、後継者も期待できるということか

ら、市としても水産業の振興、漁村の活性化のための様々な取り組みを行っているところです。
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具体的には、小橋漁協におきまして、平成十四年に実験的に漁村体験ツアーというのを行いまし

て、漁港内でとれた魚のバーベキューを行い、好評を博しております。また、平成十八年から支

所兼活性化施設として、今の小橋漁協の支所を建て直すときに、活性化施設を兼用した施設を建

設いたしまして、水産の加工体験等に取り組んでいこうと考えています。この写真、右上の活性

化施設は、ちょうど小橋漁港の隣、すぐ近所になるんですが、野原という漁港のところに建って

おります活性化施設の写真です。小橋・三浜地区の施設も、このようなイメージになると思いま

すけれども、いろいろ体験の漁業をしていただいたり、右下の写真にある加工体験等をやってい

こうと考えているところです。

続いて、三浜漁港の問題点についてちょっと書かせていただいていますが、このように今後の

漁業の振興に力を入れようと考えているところなんですが、漁港の施設整備が進んでいない三浜

漁港、左側の方にあった漁港ですが、一トン未満の船は、ちょっと右の方に写真が見えますが、

砂浜の方に船がそれぞれ揚げられておりまして、一トン以上の船は、こういうことはできないも

のですから、左側にあるように港の外のところに、沖合いにブイによる係留を行っているという

ことになっております。特に、この大型船を利用している漁業者は、自分のところから手こぎボ

ートで係留地点まで往復するというような実態がありまして、漁業活動が非常に非効率であると

ともに、安全性にも問題があるということが言われております。また、ここは唯一の三浜漁港で

水揚げをしている係留施設なんですが、幅もご覧いただきますように、非常に狭いということ

で、車がＵターンをすることができないということで、どちらかがバックで入ってきまして、写

真はバックで入ってきているんですが、安全性に非常に問題があるということがございます。ま

た、漁具を保管する用地がないものですから、この地図にありますように、黄色い線の一番上

が今の船を着けているところですが、ここから黄色い線を通って山の上まで運びまして漁具を保

管しているという実態もございます。実際、大型定置の網というのは極めて大きいのですけれ

ども、クレーンで突堤から定置網の網を引き揚げてきて、運び、この山の上で保管をしている

ということになりまして、非常に労力がかかるということでございます。そのため、船が着けら

れるような防波堤や係留施設、あるいは漁具保管のための用地の整備というのが切望されている

ということでございます。

そこで、今般、小橋漁港と三浜漁港の統合ということで、これを考えた理由をここに書いてお

りますが、まずは小橋漁港と三浜漁港の機能を高めるためには、特に整備がおくれている三浜漁

港の抜本的な改善を図るという必要があるわけですけれども、舞鶴市の経済情勢からは大規模な

投資にも制約があるということから、隣接する二つの漁港の整備を効率的に推進して、それぞれ
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不足部分を補いながら、施設を有効活用していくことが 良と考えました。それで、比較的低コ

ストでの整備が可能になります。そこで整備に先立ち、小橋・三浜両漁港の統合を行うというこ

とを考えている次第でございます。また、効率的な漁港整備が可能だということにあわせまし

て、平成十八年一月に両漁協の統合が行われるということがございますので、それで支所も一つ

にして、小橋地区に建設して、まさに一体的な運用がされるということ、また漁港、漁協の合併

に伴いまして、漁業権などの統合の検討もされていくということもあげられております。

統合のあかつきには、準備と陸揚げ機能を小橋地区に集約するとともに、休憩は小橋・三浜の

両地区と機能分担を図る予定としております。そして、定置網の漁具保管については小橋地区の

用地を活用するということにしておりまして、それぞれ両地区を整備するよりも低コストで整備

をすることが可能であるということでございます。

その図面を見ていただきたいと思います。これが具体的な整備の案でございますが、今この両

地区を一つの区域に統合いたしまして、まず三浜地区、この左側の方でございますけれども、こ

の今ある係船しているところの先に防波堤をさらに延長いたしまして、常日ごろもある程度安全

に休憩が可能なようにするということでございます。そして、今度は小橋地区の方に、ちょっと

見にくいのですが紫色に塗ってあるところがございますけれども、今ある用地を舗装いたしまし

て網干し場として確保をしまして、今の三浜地区の方々が網をそこに置けるような形を考えてい

ます。当該地区は、裏側から波が越波をしてくることがございますので、その後ろに消波工とい

うのがございますが、裏側から波を防止して、土地を守るということを考えております。また、

その下のところに漁協事務所兼漁業活性化施設と書いてありますが、そこに両地区と統合した支

所を建てるということでございます。そしてまた、これらとあわせて漁場整備として築磯を設

置して、それらもまた共同で利用するというようなことも考えてございまして、一体的に漁港を

利用していただいて、今後の漁業の振興に力を入れていきたいということでございます。

後に、合併後の名前ですけれども、竜宮浜という名前を用いようと考えております。これは

写真にもございますが、本地域に海水浴客が多く訪れる美しい海岸がございまして、この海岸が

竜宮浜と呼ばれて親しまれているということから、人々からも受け入れやすくなると考えており

ます。竜宮浜海水浴場のいわれも調べたのですけれども、この小橋・三浜両漁港の北側に冠島と

いう島がございまして、そこに地元の漁業者が信仰している「老人島神社」という女の神様がい

まして、地元の人々はその神様を竜宮城の乙姫さまにダブらせて、そこから海の神様を「竜宮さ

ん」と呼んでいるということ、そしてこの手つかずの自然に近いこの海岸線があたかも竜宮城の

ようであったということで、竜宮浜と名づけたと聞いています。



- 9 -

以上、舞鶴市から漁港区域の変更について認可の申請がございまして、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を認可するためお諮りをしたいということでございま

す。

説明は以上でございます。

○山内分科会長 どうもありがとうございました。

ただいまの説明につきまして、御意見、御質問等がございましたら、御発言をお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。

特にございませんか。

〔特に発言する者なし〕

○山内分科会長 それでは、御意見がないようですので、諮問第九十一号につきましては原案ど

おりということでしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

○山内分科会長 ありがとうございます。

諮問第九十二号 行政不服審査請求について（青森県小泊漁港におけ

る漁港管理者青森県知事（西地方農林水産事務所長が

なした、富山港北洋材荷受協同組合に対する漂流物の

除去命令処分に係る行政不服審査請求）

○山内分科会長 それでは、次に諮問第九十二号について、事務局から説明をお願いします。

○橋本計画課長 それでは続きまして、諮問第九十二号、今度絵が変わりますけれども、青森県

の小泊漁港における漁港管理者青森県知事がなした富山港北洋材荷受協同組合に対する漂流物の

除去命令処分に係る行政不服審査請求について、ということでございまして、これらについて御

説明をさせていただきたいと思います。

諮問文についてはお手元に資料三がございまして、また関係の資料が資料三―一及び三―二と

なってございますので、よろしくお願いいたします。

まずちょっとこの図面の方をご覧いただきたいと存じますが、これは見にくうございますが、

青森県が右の方に小さくございまして、その津軽半島、こちら側にある半島の突端にある小泊と

いうところなんですね。さらにそこの半島についている小さな半島がございますが、ここは全体

が小泊漁港となっております。今回の背景をちょっと御説明させていただきたいと思いますが、
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平成十七年の二月十一日にカンボジア船籍の貨物船が福島県の小名浜港に向けて航行中に、この

近辺の海域で座礁いたしまして、ちょうどあの赤い色が塗ってあるところがございますけれど

も、そしてそこのところで座礁いたしまして、そして積荷であった木材、約一万本が流出したと

いう事件がございました。そのうち、流出した木材が周辺の海岸線、漁港内に漂着したというこ

とで、約二千四百本を漁港管理者である青森県が回収したということでございます。

この事故が起こりました後、後ほど御説明いたしますけれども、青森県の漁港管理条例第六条

の規定に基づいて、運航している者、それから荷送人、そして輸出業者に対して、これを取り除

くべき除去命令というのを発出いたしました。そして、それと同時に漂流している木材の回収を

開始したわけでございます。そして三月になりますと、弁護士の調査によって荷受人にも木材の

所有権があるということで、同じ規定に基づいて荷受人に対しても除去命令を発出いたしており

ます。今回のこの諮問は、この荷受人であるところの富山港北洋材荷受協同組合から出されてい

るものでございます。

今回のこの御説明に入る前に、関係している法規等について御説明をさせていただきたいと思

います。今回は、この不服申し立ての制度でございますけれども、ここに漁港漁場整備法を抜粋

させていただいておりますが、第四十三条の方にこの法律若しくはこれに基づく命令又は漁港管

理規程によってした漁港管理者の処分に不服がある者は、農林水産大臣に対して審査請求をする

ことができると法律で決まっております。そして、農林水産大臣はこの法律若しくはこれに基づ

く命令又は漁港管理規程に基づく処分についての審査請求又は異議申立てがあったときは、水産

政策審議会の意見を聴いて、裁決をしなければならないということになっています。そしてま

た、水産政策審議会は前項の規定により意見を決定しようとするときは、あらかじめ、期日及び

場所を通知して、審査請求人若しくは異議申立人又はその代理人に対して公開により意見の聴取

をしなければならない。これは、次回また予定をさせていただきたいと考えております。それか

ら、青森県が、今回漂流物の除去というのを命令したんですが、これは青森県の漁港管理条例に

基づいておりまして、第六条、知事は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著し

く阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者、ここは後で出てまいります

が、に対し、その除去を命ずることができる、となっているところでございます。

それでは、資料を用いましてちょっと経緯等を御説明したいと思います。まず資料三―一の十

四ページをちょっとご覧いただきたいと存じますが、これはコピーでございましてちょっと見に

くうございますが、左側の中段下にございますように、青森県の西地方農林水産事務所長が発出

している命令でございまして、三月九日付で、富山県の富山港北洋材荷受協同組合に対しまし
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て、同組合が所有し、または占有する小泊漁港区域内に漂着した木材が漁港の利用を著しく阻害

する恐れがあるということで、ちょっと飛ばして読んでおりますが、二及び三の付近に書いてお

りますけれども、これらは著しく阻害する恐れがあるということから、除去命令を出しておりま

す。三月三十一日までに除去することを命ずるというようなことの内容証明ということで、これ

が青森県の行った命令書でございます。この除去命令というのは、先ほど御説明いたしました二

月十一日に発生した木材運搬船の座礁事故によって積載されていた木材が海上に流出いたしまし

て、それらが小泊の漁港の区域内に漂着したということで、漁港の利用に非常に問題があるとい

うことで出されているものでございまして、先ほどここにあります、青森県の漁港管理条例第六

条の規定に基づいて除去を命じているということでございます。

そして今度は、富山県の富山港北洋材荷受協同組合は、この漁港管理者が行った漁港管理規程

に基づく除去命令の処分を不服といたしまして、農林水産大臣に四月二十八日付で審査請求を行

いまして、五月六日付で受理されたところでございます。これはちょっと戻っていただきまし

て、六ページのところに審査請求書がございますが、次のページに審査請求の趣旨ということが

書いてございますが、この処分を取り消すということを求めているということでございます。

続きまして、農林水産大臣から今度は漁港管理者に対しまして、この審査請求に対する弁明書

というのを提出を求めましたところ、今度は二十ページ以降、青森県知事の方から七月二十六日

付で本審査請求を棄却するとの裁決を求めるとの弁明書がまいりました。二十一ページの冒頭に

本審査請求を棄却するとの裁決を求めるとの趣旨が書かれてございます。さらに、今度はこの弁

明書の提出を受けまして、この副本を審査請求人に対して送付いたしまして、今度はその反論書

というものの提出を求めましたところ、二十四ページにございますように、富山港北洋材荷受協

同組合から反論書が提出されたということでございます。

したがいまして、それぞれの審査請求であげている理由、それからそれぞれ弁明書や反論書の

審議につきましては、この写しに基づいてお願いしたいと存じますが、事務局の方で、これらを

整理させていただきましたので、三―二の方の十二ページをちょっとご覧いただきたいと存じま

すが、そちらの方でちょっと御説明をしたいと存じます。

三段書きになっておりまして、それぞれ左側からまずまいりました審査請求書、そしてそれに

対する青森県知事からの弁明書、そしてそれに対して送られてまいりました反論書というものの

概要というか、引用がそこで書かれております。

まず、今回の審査請求の理由の中の一つといたしまして、点線で囲まれているところですが、

まず一点目は、手続が違法ではないかということを審査請求の中で書かれております。概要とい
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たしましては、本件処分というのは、西地方農林水産事務所の所長の笹森新一名で発令をされて

いるということですが、青森県の漁港管理条例第六条の規定を見ますと、命令権者の青森県知事

が行うというのでなければ、同条の定めに欠く、要件を明らかに欠く違法無効な命令ではないか

ということの主張がなされております。

そして、これに対しまして、真ん中の弁明書の方では、本件処分に手続的な違法はないという

ことでございまして、これは中ごろにございます、青森県の事務委任規則第十三条第三項第二号

等によりまして、知事の権限が西地方農林水産事務所長へ事務委任されているということから、

本件の処分に手続的な違法はないというような主張がされております。

これに対して、特段反論はございませんでした。これが一つ目の理由でございます。

続きまして、ページをめくっていただきまして、今度は理由の二つ目でございますが、また枠

で囲っておるところですけれども、この先ほど来、第六条をここに掲げておりますが、漂流物の

所有者または占有者に対し、除去を命ずることができるというところがあるわけですが、この囲

われているところでは、審査請求人には漂流物の「所有者」ではないという主張をしておりま

す。この理由といたしまして、審査請求人は、本件木材の所有権というのは売買代金の支払いが

完了した時点で審査請求人に移転するということが売買契約で取り決められていましたが、この

座礁の事故によって引渡しが不能になったということから、この双方での決済、売買代金の決済

は行われていないと。したがって、所有者を根拠としてこの審査請求人に対し除去命令を行うこ

とは全く理由がないというふうにしておるところでございます。

これに対しまして、今度真ん中の弁明書では、ちょうど中段くらいになりますが、審査請求人

は代金の決済をしていないと主張しているけれども、船荷証券を所持しているというのではない

かと。これは代金の決済があったというものに考えられるということで、船荷証券を所持してい

ることによって審査請求人に所有権が移転していると認められる、というふうな判断であるとい

うことを記しております。

それに対して、今度は反論書の方でございますが、中段でございますが、審査請求人は船荷証

券を所持していないし、本件木材の代金の決済もしていないということで、審査請求人は本件木

材の所有者ではないというふうに判断しているということで、ここでそれぞれ双方のくい違いが

あるということでございます。

そして三点目でございますが、十四ページでございますが、審査請求書の三番のところをご覧

いただきたいと思いますが、審査請求人は漂流物の占有者ではないということを主張しておりま

す。この理由といたしまして、この一番下のところですが、県の条例が規定する占有者というの
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は、この漂流物を具体的かつ直接的に支配をしていて、その除去を行うことが現実的に可能なも

のでなければいけないと。それで、間接占有する者が含まれないというのではないかという解釈

でございます。具体的には十五ページの方に同じことが書いてございますが。したがいまして、

事故当時に木材を具体的に占有していたのは、木材を海上運搬していて、これを直接的に管理支

配していた運搬船の所有者でなくてはいけないということで、木材を直接管理していない審査請

求人はそれではないという主張をしているところであります。

また、この仮にということですが、審査請求には仮に占有者の解釈として、間接的な占有を排

除しないというふうに理解した場合であったといたしましても、本件において船荷証券を所持し

ているのはこの審査請求人ではないということから、船荷証券の所持人である売主が間接所有者

として取り扱われるということで、この審査請求人については間接的な占有者にも当らないとい

う主張をしてございます。

これに対しまして、今度は漁港管理者の弁明書でございますが、十五ページの真ん中ごろをご

覧いただきたいと思いますが、船荷証券というのは、運送品の受け取りを示す物品の引渡し請求

権を表章する有価証券だということからこれを持っている、十六ページの方になりますが、以上

により船荷証券を所持している審査請求人は、この漂流物である木材を占有していると認められ

るというふうに主張しているところであります。

さらに、ところが今度は反論書における審査請求人の反論は、十五ページに、審査請求人は船

荷証券を所持していないということを言っていると。それから十六ページの方になりますが、そ

もそも県条例六条でいう占有者というのは、漂流物に対する現実的・直接的支配という可能性を

持つものを占有というのであるから、この商取引上の便宜から認められているにすぎない船荷証

券の所持による間接占有というのはこれに該当しないと。そして木材に関するいかなる意味での

占有もないということを主張しているところでございます。

したがいまして、これらを取りまとめますと、審査請求人は本件の除去命令は、手続的にも実

体的にも理由のない違法な処分であるということから、直ちに取り消さなければならないという

というふうに主張しておりまして、漁港管理者による弁明書では、本件処分は適法な手続きであ

るということから、適法な法意に基づいた処分であって本件処分の取り消しを求める理由はなく

て、請求は棄却されるべきだということで言っておりまして、また反論書の方では、処分庁の弁

明にはいずれも理由がなく、したがって処分庁のした本件命令は直ちに取り消さなければならな

いというふうに反論しているということでございます。これらが双方の主張でございます。

双方の主張とはちょっと離れるんですけれども、ここで除去命令と木材の処分の関係について
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一言事実関係を整理してみました。まず冒頭御説明いたしましたように、二月十一日に座礁の事

故というのが起こっておりまして、それにより流れ出た木材が漁港の方に流れてきたわけでござ

いますが、漁港管理者は、この流れてきた木材が著しくこの漁港の利用を阻害する恐れがあると

いうことで、三月九日付で三月三十一日までに除去してくださいという命令を出しておるという

わけでございまして、ただし、青森県がこの漂流木材と漁船の衝突事故が懸念されるということ

から、二月二十五日から漁港管理者みずからが漂流木材の除去の作業を開始しておりまして、三

月二十四日にはすべての漂流木材の除去を終えているという実態がございます。したがいまし

て、三月二十四日には処分の対象となっている木材が既に漁港管理者によって除去されておりま

して、処分の目的物は消滅した状態となっているという事実がございます。この事実のことを一

応御報告いたします。

あと 後に、本件請求におきまして、様々な専門用語が出てまいりましたので、御参考までに

三―二の後ろの方でございますが、十八ページ以降に参考文献といたしまして、新しい企業法入

門というものを抜粋したコピーをつけさせていただいております。この中でＣＩＦという言葉と

かいろいろ解説がございますが、十九ページのところにそのままでございますけれども、ＣＩＦ

というのはコスト・インシュランス・アンド・フライトで、運賃保険料込みの引渡しというふう

な言葉が出てまいりますが、これらが国際海上売買取引で利用されている標準条件の一つとなっ

ておりまして、今回もここらへんが問題になっているということでございます。このＣＩＦの条

件につきましてですが、十九ページの下段の方にございますように、ＣＩＦ条件は売主は荷揚げ

港までの海上運送契約及び貨物保険契約を締結してその運送費・保険料を支払い、手配した船舶

に約定期間内に船積みをして売買の目的物を引き渡す義務を負うということとされております。

そしてこれに対して、買主は船積み後の売買の目的物の滅失・損傷のリスク及び費用を負担する

ということになっております。またＣＩＦ条件による売買契約においては、船積書類、船荷証

券、貨物保険証書、送り状等、これと引きかえに代金を支払うと約定するのが普通であるという

ような記述がございます。

また、次の二十ページの方も御参考までにお目を通していただきたいと存じますが、船荷証券

に関する規制で、意義というところがございますけれども、船荷証券とは、運送品の受け取りを

示して物品の引渡し請求権を表章する有価証券である。したがって、船荷証券を所持することは

運送品に関するコントロールができることを意味するから、荷為替取引及び荷為替信用状取引に

おいても、船積書類の一つとして重要な役割を果たすということを書いております。その下の方

で、船荷証券の引渡しは、運送品の上に行使できる権利、例えば所有権、質権などの取得につ
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き、運送品自体の占有の移転があったと同一の効力が認められる、というような記述がございま

す。

先ほど来ございましたが、ただ船荷証券の所持に関しましては、審査請求人は所持していない

というふうに主張しておりまして、また漁港管理者は審査請求人が所持しているという主張をし

ておりまして、それぞれ主張が異なっておりますので、この点につきましては双方の主張をさら

によく聞いてみる必要があると存じます。なお、漁港管理者から聴取したところでは、審査請求

人が船荷証券の所持人であるというふうに漁港管理者がしている主張の根拠といたしまして、第

二管区海上保安本部が審査請求人との電話の中で、船荷証券を有し、所有権自体を認めていると

いうふうに言ったことをそこから確認しているということから、所持していると判断したという

旨を聞いておるところであります。

本件請求の今後の取り扱いでございますけれども、次回の審議会におきまして、漁港漁場整備

法第四十三条第三項の規定に基づきまして、審査請求人またはその代理人からの公開による意見

聴取というのを行わせていただきまして、さらにその次の審議会におきまして、審議会としての

意見の検討と答申をいただきたいと考えております。

御説明は以上でございます。

○山内分科会長 ただいまの説明につきまして、何か御質問ございますか。

ただいまの御説明がありましたように、ここで何を決めるということではなくて、今後公開に

よります双方からの意見の聴取をするということになると思いますが、ぜひ意見を聴取いたしま

して、次回のこの委員会でこの部会の意見を、考え方を示していくことになろうかと思います

が、あるいはどういうことを聞けばいいのかということになろうかと思いますけれども、初めて

のこういう事例が出て、私は初めての経験なものですから、どういうことを双方に意見聴取をし

たらいいかということもなかなか考えにくいだろうと思います。うちの方に、一応いろいろ考え

方を出していただくという形で、それをもとにして皆さんの御意見を聞くという形でいかがです

か。そういった形で進めさせていただいた方が、スムーズにいくかなというふうに思いますが、

いかがでしょうか。そういう方向でよろしいですか。

〔特に発言する者なし〕

○山内分科会長 では、そのようにいたしますので、よろしくお願いいたします。

諮問第九十三号 行政不服審査請求について（高知県宇佐漁港におけ

る漁港管理者高知県知事（高知県いの土木事務所長）
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がなした高知県土佐市宇佐町宇佐二八三九―一〇に住

所を有する奥田幹雄に対する船舶移動命令処分に係る

行政不服審査請求）

○山内分科会長 それでは、次に九十三号にいきたいと思いますけれども、これもまた同じでご

ざいまして、行政不服審査請求というのがございまして、これもまた同じような扱いになろうか

と思いますが、ちょっと説明をお願いします。

○橋本計画課長 それでは御説明させていただきますが、よろしくお願いいたします。

お示しをいたしました、今度は、高知県の宇佐漁港における漁港管理者高知県知事が出した、

高知県土佐市宇佐町宇佐二八三九の一〇に住所を有する奥田幹雄に対する船舶移動命令処分に係

る行政不服審査請求を御審議をいただきたいと存じます。

今度も図面で背景を御説明したいと存じますが、宇佐漁港と申しますのは、高知県のちょうど

中央部、高知市より西の方に約十キロほどいったところにございます第三種漁港、全国的にも大

きな漁港でございます。この中に、漁船のほかにもプレジャーボートなど、漁船以外のボートが

多いわけですが、これらを漁港管理者といたしましては区域を定めて、漁港管理者に許可を得て

利用料を払って利用してもらうということをしております。ちょうど写真の真ん中辺にある橋

の右側のちょっと上の方に奥田さんという方が係留されているんですが、高知県知事の許可を得

ずにずっとここに泊めていらっしゃるということでございまして、高知県知事名で同区域から移

動するようにという命令を出したところであります。これが不服であるということで今回あがっ

てきたものでございます。

諮問文のところを説明いたします。同じことが書いてございますけれども、諮問事項は、高知

県知事が出した奥田幹雄に対する船舶移動命令処分に関する行政不服審査の請求の審議でござい

ます。また、あわせまして、この審査請求に関連が深いプレジャーボートの政策等について、

近の国の状況をちょっと御説明したいと存じます。近年、海洋性レクリエーションが非常に盛ん

になってきたということで、プレジャーボートなど漁船以外の船舶による漁港の利用というのが

全国的にも増加してまいりました。それで、無秩序な放置であるとかいろいろなところに勝手に

係留するというようなことがありまして、漁業者とのトラブルが非常に増えてきたということが

ございます。このような状況を踏まえまして、水産庁では、漁業活動に支障のない範囲でプレジ

ャーボートなどの船舶を受け入れるように、漁港管理者に対して通知をいたしますとともに、平

成十二年に漁港法を改正いたしまして、漁港区域内で漁港管理者が指定した区域内において、船
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舶をみだりに放置することを禁止する規制措置を追加して、適正な漁港の利用の推進を目指して

いるというところでございます。

恐縮でございますが、資料の四―二の二ページをご覧いただきたいと存じます。これは今御説

明いたしました漁港法の関係ですけれども、この中の真ん中に漁港の保全第三十九条第五項とい

うところがございまして、何人も漁港の区域（第二号及び第三号にあっては、漁港施設の利用、

配置その他の状況により、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域に限

る。）内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない、と禁止をしているんですが、そ

の下の二のところで、船舶を放置することとなっておりますが、この基準で区域内でみだりに船

舶を放置することを禁止しているというようなことを追加しております。

あと、漁港におきまして、プレジャーボートなどの受け入れを行う施設であるとか、それから

放置禁止区域の設定あるいは施設を使用する際の使用料の設定等につきましては、それぞれ漁港

管理者が、地域の実情に応じて定めるということになっているということでございます。

続きまして、同じ資料の三ページをご覧いただきたいと思いますが、高知県が定めております

漁港管理条例ですが、この中の十条の二というところに、使用の許可等というのがございまし

て、次に掲げる者は知事の許可を受けなければならないということで、甲種漁港施設のうち知事

が告示により指定する施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならないとされ

ております。今回該当いたしますのは、この施設を利用したいということで知事の許可を得なけ

ればいけないということでございますが、これを受けていないということです。併せて四ペー

ジもご覧いただきたいと存じます。監督処分というところで十六条というのがございますが、知

事は次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し…といろいろございまし

て、三行目のところに「移転」という言葉がございますが、これらを二行下にいって、これらを

命ずることができるということになっておりまして、そしてその下の（一）で第十条の二の一項

の規定に違反した者ということで、第十条の一で許可を得なければいけないという、これを違反

した者については移転の命令ができるというふうになっております。

それでは、資料の四―一に戻らせていただきまして、説明させていただきたいと存じます。ま

ず八ページをお開きいただきたいと思います。これは、漁港管理者から奥田氏に出された命令の

写しでございます。これによりますと、奥田氏は所有する船舶を宇佐漁港の指定区域内の塩浜東

の係留施設のところに、知事の許可を得て係留しなければならないというのをその許可を得ずに

係留して、再三にわたる移動要請にもかかわらず放置を続けているということになっておりまし

て、このため平成十六年十二月十日までに該当船舶を漁港区域外に移動することを命ずるという
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命令が出されております。

奥田幹雄氏は、この漁港管理者が行った高知県の漁港管理条例に基づく移動の命令処分を不服

といたしまして、漁港漁場整備法第四十三条一項の規定に基づきまして、平成十七年一月十七日

付で農林水産大臣に審査請求を行い、二度の補正を経て、同年三月二十五日付で受理をされたと

いうことでございます。その二ページ前の六ページのところに当初、奥田氏が一月十七日に提出

した審査請求書がございますが、様々な要件に修正すべき点があったものですから、二度の補正

を行いまして、 終的には二十一ページをご覧いただきたいと存じますが、ここに審査請求がご

ざいます。これによりますと、審査請求の趣旨でございますけれども、高知県の漁港管理条例第

十条の違反につき移動命令を受けているが、この条例は著しく不公平であり、移動命令を取り消

し、新たに公平、合理的な条例に改定し、施行することを望むという主張をしております。

これは先ほどの手続きと同様でございますが、これを受けまして農林水産大臣から行政不服審

査法の定めるところによりまして、漁港管理者に対して当該審査請求に対する弁明書の提供を求

めましたところ、二十五ページにございますように、平成十七年五月二十五日付で高知県知事よ

り弁明書が提出されました。内容といたしましては、弁明の趣旨でございますが、本件審査請求

を棄却するとする採決を求めるということになっております。また、この弁明書の提出を受けま

して、この副本を添えて、審査請求人に反論書の提出を求めましたところ、二十八ページにござ

いますように、反論書の提出がございました。資料としては以上でございまして、審査請求の理

由、それに対する弁明書及び反論書の審議につきましては、それぞれの写しを御参照いただいて

お願いしたいと存じますが、事務局でそれぞれの主張をここにまとめさせていただきましたの

で、そちらをご覧いただきたいと存じます。

四―二の九ページをご覧ください。それぞれ審査請求の理由を御説明いたしますが、審査請求

人は、高知県漁港管理条例は著しく不公平であるという主張をしております。内容をちょっとか

いつまんで御説明いたしますが、高知県下のプレジャーボートの係船の料金は皆公平に徴収すべ

きだ、料金を徴収する漁港とそうでない漁港があるというのは不公平である、という主張でござ

います。また、同じ宇佐漁港の港内においても、港の施設の不備を理由に料金を半額にしたり、

無料にしたりしている施設がございますが、奥田氏が係留していたこの塩浜東護岸につきまして

は、大きな波が来るなど不備があるにもかかわらず、料金の減額の措置がされておらず正規の料

金を徴収されるのは不公平である、というような主張をされているところでございます。

これに関しまして、漁港管理者の弁明といたしましては、また戻らせていただきますが、本件

の処分は高知県の漁港管理条例第十六条の要件にかなった正当な処分であると、いう主張をして
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おりまして、この管理条例が定められました経緯がそこに書いておりますが、海洋レクリエーシ

ョンの普及に伴いまして様々な放置等のトラブル等がございまして、それを解決するために、例

えば高知県のプレジャーボート対策協議会であるとか、そういうようなものを設定し、いろいろ

調査を行ってまいりましたということでございまして、十ページの方にいかせていただきます

が、プレジャーボートの対策のプロジェクトチーム等も発足しており、様々な法制対策を行って

きている。このことから、県の管理漁港においても、改正県漁港管理条例を平成十二年三月に高

知県議会の議決を経て同年六月施行し、漁港におけるプレジャーボートの停けい泊や陸置きの制

限及び漁港施設のうち漁業活動に支障のない範囲での防波堤裏や護岸・泊地などの基本施設の活

用をし、停けい泊する場合の施設の指定を行いまして、同条例に基づく適正なプレジャーボート

の係留許可などを行っているもので、これは地方自治法及び漁港漁場整備法、旧の漁港法でござ

いますが、にも違法はしていないという主張をしておるところでございます。そして、今回の請

求人の申し立てというのは、宇佐漁港区域内の不公平というのも主張されているわけですが、こ

れらはそれぞれ条例に基づいた適正な処置であって、請求人の主張するところに正当な理由は認

められず、本件処分は同条例第十六条の要件にかなった正当な処分であるという主張をしていま

す

そして、これを受けて審査請求人の反論書でございますが、冒頭を御紹介させていただきます

が、平成十年に、高知新聞の引用をしておりますが、従来は県内五千三百隻の放置艇がありまし

たが、本年六月一日に係留許可を受けているのはわずか六百二十九隻、十二パーセントにとどま

っているということで、高知県が弁明する適正な処置とは言えないというような主張をされてい

るということでございます。双方の主張は以上でございます。

またその上の、本件請求の論点というところをもう一度、九ページの三番の一番上の一という

ところをご覧いただきたいと思いますが、この審査請求の内容には二つの部分がございまして、

まず移動命令を取り消すということが書かれておりまして、県が出している移動命令を取り消し

てくれということ。それから、新たに公平、合理的な条例に改定し施行することを望むという二

つの条件が書かれておりますが、一つ目の方につきましては、審査請求人は審査請求書や反論書

の中にもありますように、高知県の漁港管理条例に様々な不平等や不公平があるということか

ら、やむを得ず係船許可申請をしていないということから、これを取り消してほしいということ

を言っているものでございまして、これに対して、県は、この処分は高知県の漁港管理条例にか

なった正当な処分であり、本件審査請求を棄却するとする裁決を求めるという主張をしており

ます。
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続きまして、二つ目ですけれども、新たに公平、合理的な条例に改定して施行することを望む

ということで、県の漁港管理条例を改定するべきであるということが審査請求の中にあるわけで

すけれども、行政庁のとった処分というものに対して、処分が違法または不当である場合に行政

処分の取り消しを求めることができるというのが行政不服申立制度でございますので、今回行っ

ている審査請求が、この対象となるかならないかというところが、議論のポイントになるので

はないかと考えられます。

双方の主張については以上でございますが、本件請求の今後の取り扱いにつきましては、次回

の審議会におきまして、漁港漁場整備法第四十三条の規定に基づき、審査請求人もしくは代理人

からの公開による意見の聴取を行い、さらにその次の審議会におきまして、審議会としての意見

の検討と答申をいただきたいと存じます。

御説明は以上でございます。

○山内分科会長 どうもありがとうございました。

ただいま御説明がありました内容につきまして、何か御質問がございますか。

これも九十二号と同様に、両方からの意見を聴取してこの審議会としての考え方を出すという

ことになろうかと思いますので。こちらも先ほどと同じように、事務局に、いろいろな考え方を

出していただき、それからまた検討したいというように扱ってよろしいでしょうか。

〔特に発言する者なし〕

○山内分科会長 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。

以上が審議事項でございますですけれども、報告事項にうつらせていただいてもよろしいです

か。

報告事項 水産物生産流通の拠点漁港における耐震化の状況について

○山内分科会長 それでは、報告事項についての説明をよろしくお願いします。

○宇賀神整備課長 整備課長の宇賀神でございます。一件報告をさせていただきます。

資料五の一枚紙の裏表の資料がございます。「水産物生産流通の拠点漁港における耐震化の状

況について」でございます。前方のスライドで御説明をさせていただきます。

近、北海道十勝沖地震、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震と、地震が相次いでおりまし

て、その前も平成五年には北海道南西沖地震、奥尻島の地震あるいは平成七年の阪神大震災があ

ったわけでございますけれども、私どもにとって今までなかった問題としまして、今年三月二十
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日に福岡県西方沖地震で被害のあった博多漁港があります。この博多漁港は特定第三種漁港であ

り物流の拠点ですが、その岸壁が沈下して市場との間に段差等が生じて、流通活動に大きな障害

が生じたという、これまで余りなかったことが起きました。

つまり、生産流通拠点の漁港で地震災害が発生すると、その地域経済への影響もございます

し、また全国の水産物流通にも支障が生じることになります。そこで今回の調査をしたわけでご

ざいます。

博多漁港の災害の状況を次のスライドでご覧いただきます。この博多漁港は、福岡県の博多湾

の一番奥にございます、スライドの左側が西の方向にあたります。右が東でございまして、主な

陸揚げ岸壁がここにございます①、②、③、④です。①のところを長浜西岸壁と呼んでいます。

④を長浜東岸壁、中央に突堤がございまして②を中央突堤の西岸壁、③を中央突堤の東岸壁とい

うふうに呼んでおります。被害の状況ですけれども、①のところは被害が大きくなかった、軽微

だったのに対して、②から④のところは被害が大きかったということがございます。黄色い字で

市場の場所を示しております。次のスライドで順に見ていただきますと、まず①の長浜西岸壁で

ございますが、左側の写真ですけれども、岸壁の堤体とエプロンの間にわずかにすき間が開いた

程度で、右のように地震当日に修復しまして、すぐに利用は可能という状態でございます。この

岸壁は平成十一年に造って、耐震力といいますか、地震に対する抵抗力も現在の設計基準で造っ

ておりますので、そう大きな被害はなかったということでございます。次のスライドを見ていた

だきますと、これは中央突堤の西岸壁で、一番被害の大きかったところでございます。左のとこ

ろを見ていただきますと、岸壁の先端部分とすぐ後ろのエプロン部分とで段差が生じているとい

うことがおわかりかと思います。それからその背後の魚市場、これが右側の写真にございますよ

うに、柱に倒壊の危険がございまして、現在も利用が禁止になっているというような状態でござ

います。

次に突堤の東側の状況でございますけれども、左側の写真は、これは製氷施設とそれから前の

用地、側溝のところの間に段差が生じまして、白い部分が見えていますけれども、数十センチの

段差が生じて、トラックが進入できません。それから右側のところは、そのすぐ横の市場の上屋

でございますが、これは上屋の途中に段差が生じまして、屋根にもすき間ができているというよ

うな状況で、一時利用禁止になり、現在は段差を補修して何とか利用できているという状況でご

ざいます。次に、長浜東岸壁でございます。左側の写真ですが、少し岸壁に丸みが見えているか

と思いますけれども、岸壁が 大で約一メートル海側に張り出しまして、一時安全性確認等のた

めに使用禁止となりましたが、その後現在は使用中でございます。右側の写真はその少し後ろの
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部分ですけれども、これは側溝の上に鉄板を渡しまして段差を埋めて使っております。支障があ

りますが、何とか使っているという、こういった状況になっております。

そこで、次のスライドでございますけれども、これを見ますと、博多漁港への影響でございま

すけれども、地震直後に岸壁が利用できないところがございまして、まき網漁船が長崎の漁港に

水揚げしたり、そういうことがございます。博多漁港は流通の拠点でございまして、市場では年

間約八百億円の取引がございます。一日平均で、三から四億くらいの市場取引、これは陸上輸送

の魚、それから岸壁から水揚げされた魚の合計です。岸壁からの陸揚げは年間で約百五十億円で

すので、一日に平均しますと約七千五百万円の取扱い額がございます。したがって、この漁港が

使えなくなるということになりますと、そういった損失が生じてくるということでございます。

そこで、この博多漁港についてはそういう状況でございますけれども、それでは、全国の漁港が

地震に対してどういう備えになっているのかを調査をいたしました。

次のスライドでございます。こうした博多漁港の被災の経験を踏まえまして、全国の水産物流

通拠点漁港における岸壁の耐震状況がどうなっているかという調査でございます。岸壁の耐震状

況については、地震力の算定に用いる設計震度の係数について、現在の基準と各漁港における建

設時の設計震度の係数を比較して地震に対する備えはどうであるかを見てみました。

調査の対象といたしましたのは、年間五千トン以上の水揚げのある全国で百五十一の流通拠点

漁港を対象にいたしました。各漁港ごとに平均で二から三カ所の岸壁がございますので、施設の

数としましては、三百八十三施設となっております。結果を次のスライドでご覧いただきたいと

思います。今点滅している赤の部分でございますが、耐震化対応済みの漁港でありまして、岸壁

の耐震の度合いが現在の基準に合致しております。これが全体の五パーセントに当たる十九施設

でございます。それから不明なものが灰色の部分で、これが四パーセント十六施設ありまして合

わせて約一割です。残りが黄色い部分とオレンジの部分、合わせて九割あります。この九割の部

分が耐震化の対応が現在の基準を満たしていないという結果でございます。そのうち、不足度の

小さいものが黄色、不足度の大きいものをオレンジの部分で示しております。

このような結果になっておりますのは、私どもの岸壁の設計をする際の設計震度、この係数に

つきましては、時代とともに少しずつ上げてきております。そこで、現在 終的には平成十五年

に 近の地震の発生状況であるとか、解析手法の進歩、これを踏まえて 終的な改定を行ってお

りまして、その基準から見ますと、過去に造った岸壁というのは九割が基準を満たしていないと

いうような状況でございます。当然といえば当然なんですけれども、時代とともに基準を上げて

きたということでございます。それでこの基準と実際の現場との関係を、もう一度先ほどの博多
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漁港の例で見ていただきます。この左側の長浜西岸壁、この岸壁は平成十一年に現在の設計基準

と同じ設計震度の係数で造っております。わずかに被害は受けておりますけれども、その日のう

ちにとりあえず利用ができるように補修ができております。一方、こちらの右側の中央突堤の西

岸壁でございますが、昭和三十年代に造られたもので、耐震化の係数も今の係数の半分しかあり

ません。そこでこういうような被害が生じている。後ろの荷さばき所の被害が大きいということ

もございますけれども、合わせて、結果としてこの岸壁は使えなくなっております。次のスライ

ドをご覧いただきたいと思います。それらを表にしてございます。特に被害が大きかったのは②

の中央突堤の西岸壁、昭和三十八年に造られたもので、設計震度の係数が〇・〇五、現在被害が

少なかったのは一番上の長浜西岸壁で平成十一年に造っておりまして、設計震度の係数が〇・一

〇、すなわち古く造った岸壁ほど設計震度の係数が小さくて、したがって地震があると被害を受

けやすいという状況にございます。

そこで、次のスライドをお願いいたします。以上のような状況でございますので、水産庁では

漁業地域防災対策検討委員会を設けまして検討を行っております。漁業地域の全体的な防災対策

を検討しておりますが、その中で岸壁の耐震対策についても検討を行っております。その主な項

目といたしましては、一番が岸壁の耐震強化整備の優先順位です。先ほどの円グラフがございま

したけれども、特にオレンジの部分、現在の基準よりもかなり下回った基準で設計している岸

壁、こういったものを優先して改良していくということになるかと思います。そういった優先順

位の問題があります。それから②としまして、耐震性を確保するための設計の問題です。どこま

で強くするのか、今の基準に合わせるということでいいのか、またそれよりもう少し強くする必

要があるのか、そういう点が②です。③としましては、岸壁と水産関連施設の一体的耐震整備で

す。岸壁の補強、それから背後の市場についても併せてどうするか、そういう一体的な耐震整備

のあり方、これが③番です。こういったことを検討してまいりたいと考えています。平成十七年

度末にガイドライン、指針として取りまとめをいたしまして、全国に普及をさせたいと思ってお

ります。そしてそのガイドラインに基づいて、漁港管理者、事業主体の皆様方と話をして、岸壁

の耐震化対策を推進してまいりたいと考えております。

以上、水産物の生産流通の拠点漁港における耐震化の状況について、御報告をさせていただき

ました。

○山内分科会長 どうもありがとうございました。

ただいまの御報告につきまして、何か御質問はございますか。

平成十七年度末にガイドラインとしまして取りまとめて全国に普及していくという今後の方針
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を説明されましたけれども、よろしいでしょうか。

〔特に発言する者なし〕

はい、どうもありがとうございました。

そ の 他

○山内分科会長 それでは、その他に入らせていただきますが、二件ございます。

それを事務局からお願いいたします。

○橋本計画課長 今度は資料六、お手元にお配りしております平成十八年度水産基盤整備事業予

算要求の概要という紙を御用意しておりますが、それに基づきまして、現在九月に財務省に十八

年度予算を要求して現在折衝中でございますが、内容を御説明したいと存じます。

今年の概算要求の基準でございますが、公共事業につきましては全体を三パーセントカットす

るんですが、各省庁ともそれを二割アップしたところまで要求していいということを言われてお

ります。それを 終的には、またその二割を戻してやるということなんですが、したがいまして

要求の上限は一・一六四という形になります。三パーセント引いてかける二割増というようなこ

とで、今回の概算要求額は一千九百十億二千百万円ということで、対前年度比一・一三一という

数字で出しているということでございますが、下の方に少しコメントが書いてございますが、長

期概算要求額に非公共へのシフト分五十九億四千万円を加えた対前年比は、一・一六六となると

いうふうに書かせていただいておりますが、公共事業から非公共の関連するところに事業費を一

部回しまして、そして一体的に実施を行うということをしようと考えておりまして、このような

ことをやっている次第であります。後ほどその内容については御説明をいたしたいと存じます。

今度、水産基盤整備予算の重点事項でございますが、三つの柱が下にございまして、一つは国

際化に対応した水産基盤の整備、そして二つ目が海洋ポテンシャルを高める漁場環境の整備、そ

して三つ目が災害に強い漁場地域づくりとなっております。

一番でございますが、御案内のように、世界のグローバル化ということが基本にあると思いま

すが、日本でも水産物の輸入が極めて高いレベルで続いています。約四割を超えている水準であ

るということで、さらにこれらについてはいろいろな規制が緩和される可能性もあるというよう

な背景がございました。また反面、周辺国の生活水準のアップ等になりますが、我が国輸出とい

うのも徐々にではありますが伸びてきているという状況にあります。こういった中で、真に国際

化に対応した水産漁場、競争力の強化を図る必要があるのではないかということで、水産基盤整



- 25 -

備につきましても、他の関係施策と連携をいたしまして、これをやっていきたいということでご

ざいます。内容はちょっと一ページで御説明したいと思います。それから二番目の海洋ポテンシ

ャルを高める漁場環境の整備でございますが、水産物の資源量が低迷を続けているという状況が

やはり変わらないという中で、いかにこの海の資源を取り戻していくのか、そこに重点的に政策

していく必要があるのではないかということで、ここら辺も二つ目の柱ということにさせていた

だきたいと考えております。また、三つ目の災害に強い漁場、漁業地域づくりということでござ

いますが、ただいま宇賀神整備課長からも御説明いたしましたように、災害時における水産物流

通機能を確保するということもございますし、今後、南海・東南海あるいは三陸沖であるとか、

そういったいろいろなところで地震及び津波等の予想がされている。あるいは台風の大型化等が

先ほど出ている中に、これらに対してどのように安全な漁場づくりをしていくのか、というよう

なことが重要な一つの柱ではないかと考えて、この三つの柱を掲げている次第でございます。

二枚めくっていただきまして、四ページをご覧いただきたいと存じますが、今回のこの公共概

算要望の概要でございますけれども、それぞれ右側の対前年比というのをご覧いただきたいと存

じますが、全体では一・一三一という数字になっておるんですけれども、ご覧いただきますと、

これを超えているところ、例えば直轄特定漁港漁場整備事業であるとか、それから広域水産物供

給整備事業、このような大規模に漁港や漁場を整備して重点的に行うところに、影響を上回る重

点投資を図っていきたいと考えております。

また、その次に、水産資源環境整備というところがございますが、資源に直結したこれらの整

備については、一・二九三という大規模な重点的な投資をしたいと考えております。反面、漁村

総合の中で、漁村づくりにつきましては、漁村再生交付金というところに一・六六七というふう

に重点的に投資をしておりますが、これは地域の独自性を生かして、そして村づくりを行ってい

ただくための交付金制度でございますが、こちらの重点投資をいたしまして、残りについては抑

制ぎみになる予算にさせていただいているというような、メリハリをつけた予算にしたいと考え

ておるところでございます。

そして、もう一ページ飛びまして、 後の絵について御説明したいと思いますが、ちょっと小

さくなって見にくくて恐縮でございますが、左下側の方に国際化に対応した水産基盤整備と書い

てあって、この項目があるんですけれども、今回の考え方といたしましては、例えば輸入品に対

していかに差別化を図って品質の良いものをつくって、あるいは生産コストを下げていくのかと

いうこと、あるいは今度は輸出できるような衛生管理のできた品物をつくるかというようなこと

を、それぞれの地域で戦略づくりをしていただきまして、そしてその戦略づくりに対してお金を



- 26 -

払うということと、それからその戦略づくりを水産省が認定したところについては、重点的に公

共・非公共事業をそれでバックアップをしようというような考え方で、国際化に対応した水産基

盤整備指針を実施したいと考えております。

様々なメニューがございますが、新しくは、さらに衛生管理のために港の中の水の排水をもっ

ときれいにするということであるとか、あるいは漁業効率をアップするために岸壁などと一体的

につくる屋根であるとか、そういうところと一緒になって、クレーンのような省力化施設と一緒

にできるというようなことを新たに要求していくということでございますが、衛生状態がよく、

かつ省力化可能で国際的な競争力のある品物をつくり出すことができるような施策としていきた

いと考えているのが、この国際化に対応した水産基盤整備でございます。

続きまして、上の海洋ポテンシャルを高める漁場環境の整備でございますが、ちょうど真ん中

のところに、複数の事業主体による漁場整備というのがございますが、従前、漁場整備が一つの

事業主体が一つの事業をするというふうな慣例になっておりまして、例えばＡ県というのが自分

の先の、例えば漁礁を入れたいとか、漁礁を設置したいというような事業を行っているわけです

が、それぞれ資源管理と手を組みながらやっていかければいけないようなエリアがあるというこ

とで、あるいは県境のところで、こういうについてもこういう環境整備をする、あるいは漁場の

設置をする必要があるようなところというのもあるのではないかということで、複数の事業主で

手を携えていただいて、こういう事業をするということを御提案しているわけでございます。

メリットもございまして、複数の事業主体で事業をいたしますと、事業費の半分は国が出すん

ですが、残りの負担の部分は複数の県であれば、それぞれ案分をして負担をしていただくことが

できるということで、地元の負担を合理的に行いながら事業ができるということも考えられると

いうことでございます。

また、その下のところにございます種苗放流と連携した漁場保全創造でございますが、ここで

書かれておりますのは、汚泥の浚渫と種苗放流を連携しているというようなことでございますけ

れども、二枚貝であるとか車エビであるとか、こういったものを放流する際に、底質が良くない

場合にはもちろんそれは放流はできませんが、逆に言うと、二枚貝が良好に生息するということ

は、彼ら自体もその環境を良くするという効果もあるわけですから、一緒に連携してやることに

よって、放流の効果も上がるし、環境改善効果も非常によくなるのではないかと考えておりま

す。こういったことから、これまでも魚の放流と漁礁、養殖場の設置とか連携してきたものがあ

るわけですが、この放流と連携した水産、漁場保全創造をさらに進めてまいりたいと考えており

まして、これを柱の一つと考えている次第であります。
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それから、右の方にまいりまして、災害の強い漁業地域づくりでございますが、これは例え

ば、一番上にございますのが、先ほど宇賀神課長から御説明しましたように、地震にも強い岸壁

をつくっていこうということで、通常の地震は想定しているんですが、さらにそれでも、拠点的

な漁港についてはそれよりも耐震性の機能の高い岸壁をつくっていこうということでございま

す。また、その下は、荷さばき施設等後ろにある施設の耐震化というのを果たさないと、流通が

とまってしまうということもございますし、あるいは津波がまいりますと、漁港など海の一番際

にあるところにいらっしゃる方というのは、極めて危険にさらされるということで、なかなか山

の方まで逃げていくのに時間がかかりますので、例えば、荷さばき施設のようなこういうような

施設のその上に避難するということがあれば、津波の溯上高は場所によって様々でございます

が、数メートル以下であるところも多ございますので、そういったものを設置することによっ

て、港の中にいる人たちの安全が守られるというようなことを考えているということでございま

す。また、その下のあります避難やいろいろ物資を集中させるようなものが土地をつくってはつ

くるとか、整備をするとか、あるいはその下にソフトとしての支援が様々書いてありますが、防

災診断を行うあるいは避難・防災の対応マニュアルをつくるとか、様々なソフトの方も組み合わ

せまして災害に強い地域づくりを行っていきたいと考えております。これが今年の予算の三つの

柱でございます。

それから、二ページの一の①、②でございますけれども、先ほど御説明いたしました、国際化

の進展に対して、どうやって関係者が一体となって国際競争力の強い地域づくりができるか、地

域戦略の策定をするというものに対する非公共予算で支援をしようというのが①でございまし

て、それら国際競争力強化のための地域戦略に基づいていろいろ行う施策について、②の方で公

共事業の方でそれらを推進していこうというような考え方でございます。③はちょっと後ほど御

説明いたしますので、飛ばさせていただきます。

二番の方は、海洋ポテンシャルを高める漁場環境の整備ですが、①が複数の事業主体による漁

場整備を推進していきたいということ。それから②の方で種苗放流と連携した漁場環境保全をや

っていきたいということ、このようなことの推進を含めて書いた次第でございます。それから三

ページになりますが、災害に強い漁場漁業地域づくりでございますが、①、②が公共事業及び非

公共事業で、それぞれ漁港における耐震強化、津波対策等、それからそのソフト対策、それらに

ついて支援をしていきたいということでございます。

そして、 後に五ページをお開きいただきたいと存じますが、公共予算の活用によるソフト施

策の充実というものを載せております。今般の予算の作成に際しましては、この経済財政運営と
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構造改革に関する基本方針二〇〇五におきまして、公共財源の一部を技術や人材などの非公共事

業に活用するということの趣旨もあったということもございますし、それを踏まえまして、今回

五十九億四千万円を公共事業の方から非公共事業の方へシフトをしましたということでございま

して、どのような内容かということが二番の方でございますが、例えば技術関係ということでご

ざいますと、省エネルギー型漁業の推進があげられます。現在、燃油問題など非常に大きいんで

すが、漁船の省エネ設備の導入、実証試験を行うということにお金を割こうと考えております。

また、グループ操業によって燃費を、燃料コストを削減するということの取り組み、あるいは人

工衛星のデータを活用いたしまして、漁場を特定する技術を促進いたしまして、それにより燃油

の消費を低減させるというような、こういう試みに対しまして予算を回したいと考えておりま

す。

また、漁場の調査改善の推進ですが、全国の沿岸域の藻場資源の状況というのはまだ十分にわ

からないというところがございますので、これらを調査をいたしまして、今後の適切な管理及び

維持というものをやっていきたいと、これらが資源の再生にもつながると考えております。それ

とともに、全国の湖沼の漁場では、昨年来、鯉ヘルペス等により非常に大きな痛手を被っており

ますが、こういった漁場の保全・修復を行うための調査にもお金を使いたいと考えている次第で

す。

それから、人材の方でございますが、まず漁業への新規就労の促進ということでございまし

て、本当にわずかではございますが、近年漁業に就労したいという若者がふえてきているという

状況がございます。こういう若者に対して、漁業現場での長期研修を本格的に行うということ

で、若者の新規就業そして定着を図っていきたいということで、こちらの方にもお金を回すこと

になります。

また、ノリ養殖施設の余剰設備の廃棄でございますが、特に外国からの輸入という点を考えま

すと、例えば韓国、中国等のノリの生産が非常に大きくなっているというところもありまして、

今後ノリの競争率を高めるということが非常に重要ではないかということなんですが、ノリの養

殖業をやっていただく方を、協業家とか若い担い手にいろいろやっていただくためには、古い設

備を新しく更新する必要が出てくるということで、生産性の低い古い施設の廃棄を支援するため

にお金を回していくと考えているところです。

また、漁業共済の加入促進ですが、優秀な漁業者にこれらの加入を促進していただきまして、

漁業者にも、もちろんハードづくりでも災害対策というのを強化しているわけですが、いざとな

ったときにも共済にもっと加入していただいて、そして経営をぴしっとしていただくということ
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で、漁業共済の加入促進にもお金を回していきたいと思います。

また、防災関係で、災害時に津波等がまいりますと、漁港の中に泊まっているいろいろな船な

どが津波とともに集落を直撃するとか、そういうようなことが想定されるということで、台風時

の台風であるとか、津波の災害が起きても、こうして二次災害を防止するというための調査にも

お金を仕向けたいと考えています。

このようなものにお金を回すことで、公共事業と連携をしてさらに成果を図っていきたいと考

えている次第であります。十八年度の予算要求の概要の御説明は以上でございます。

○山内分科会長 どうもありがとうございました。

ただいまの説明につきまして、何か御質問はございますか。

よろしいですか。

〔特に発言する者なし〕

○山内分科会長 それでは、以上で予算の要求の概要についての説明を終わらせていただきまし

て、次は次回の日程ですかね。では、お願いします。

○橋本計画課長 次回の漁港漁場整備分科会の日程でございますが、先ほど申し上げましたよう

に、行政不服審査請求に係る審査請求人からの意見の聴取、これを予定しております。したがい

まして、時期といたしましては、来年の二月ごろに開催したいと考えておりますが、審査請求人

との日程調整等がございますので、今この場で決定するのはちょっと難しいということで、後日

事務局から別途お諮りをさせていただいて、決定をさせていただくということにいたしたいと思

いますが、いかがでしょうか。

○山内分科会長 次回の日程につきましては、後日事務局から御提案されるということですの

で、それでよろしいでしょうか。ではまた、それで日程を調整させていただきますのでよろしく

お願いします。

以上が、本日予定しておりました議事についてですけれども、ちょっと予定よりも若干早めに

終わりましたので、もし何か、せっかくの機会ですので何か、話題提供でもありましたら。

はい、どうぞ。お願いします。

○森川委員 このところ、話が違うかもしれませんが、私も勉強不足でよくわからないんですけ

れども、エチゼンクラゲの話がよく出ています。すごい大きな物が出ていまして、日本海を北上

しているということなんですけれども、その大きなクラゲになる原因というのも知りたいです

し、日本の国ではなくて、どこかよその汚い水の関係でああいう大きな物が流れてくるのではな

いかなというようなことを聞いたことがあるんですけれども、今漁師の人は泣いているような状
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態だというふうに、私も福井県なので聞いておりますので、その対策が気になっております。そ

れとまた、日本の海岸によその国のものが流れ着いておりますけれども、地球規模で考えるよう

なことはどうなのかなと……。

○橋本計画課長 私が承知している範囲内で、ちょっとお答えをさせていただきたいと存じます

が、大型クラゲにつきましては、その起源は中国の揚子江の下流から、東海の周辺、あの周辺で

小さい時代を過ごしていて、これらが大きくなってきたときに一部わかれまして、それらが黒潮

であるとか、対馬暖流に乗って、日本側にだんだん大きくなってやってくるということでござい

ますが、これらは非常に大量になってきたということの原因に、他国領のことで定かではないん

だと思うんですが、例えば中国周辺での漁獲が非常になされるということで、クラゲを捕食して

いる魚が減って、クラゲがたくさん増えてきたのではないかとか、あるいは地球温暖化の影響と

か、あるいはそこの周辺のえさになるものが中国の関係で増えてきたのではないかとか、いろい

ろな説があるんではないかと思いますが、これによって非常に大量に出てきたものが日本海側に

到達しているという状況だと思います。

それから、これに対する対策でございますが、極めて難しいところではあるんですが、一つは

なるべく早く正確な情報を漁業者の皆様にお伝えするということが一つではないかということ

で、水産庁といたしましても、それぞれクラゲがどういうところにどういう実態になっているの

かということを調査を適切にして、かつそれら情報がうまく伝わるように努力をしていくという

ことと、あと今度は、網を水産総合研究センターの方で開発しております。これは、網の一番末

端にピアノ線のようなものを加工いたしまして、網を引くことでクラゲを裁断するということが

できるものを主としまして、これを少し前に実際に試験させていただいたんですが、ほぼ成功し

たという話を聞いております。また、いろいろな網の形を、定置網であるとか、その引く網の形

状を変えまして、なるべくクラゲがかかりにくくするような研究であるとか、こういったような

ものを実施していると聞いております。クラゲに対しては、以上でございます。

○森川委員 ありがとうございました。竜宮浜というのは、すばらしくいい名前がついたなと思

いまして、また海水浴のお客さまとか、観光客がたくさん来るのではないかなと、いい名前だな

と思いました。ありがとうございました。

○服部委員 クラゲの情報ですけれども、今月の十四日に瀬戸内海、播磨灘で私の地元なんです

けれども、小型底びきと小型の定置、十四日に初めて確認されましたね。

○山内分科会長 かなりでかい。

○服部委員 かなりでかくなって、瀬戸内海に入りましたので。高知沖は大分早くから聞いてお
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ったんですけれどもね、我々の方に入ってくるとは全然もう、網も何も上がらない。小型の底び

きですから、入ったらそのまま網を裂いて外に出さなければ仕方がないということだったらしい

です。水産課の方には即連絡はしてありますので。

○山内分科会長 そのほかいかがでしょうか。

○桜本委員 先ほどの木材の流出の件なんですけれども、ちょっと二点ほど教えていただきたい

んですが、まず船荷証券ですか、それを所持する、所持していないというかけ合いがありました

けれども、それはある程度調べれば明らかになるものなんでしょうか、というのが一点と、それ

からもう一つ、船主とか木材の売主、その人たちに対する何らかの行政的な命令、どこが出すの

かよくわかりませんけれども、そういうのは出ているんでしょうか。その二点を教えてくださ

い。

○橋本計画課長 船荷証券の所持については、当会で調査というのをそこまでできるということ

はないと思いますが、それぞれ次回お呼びするときに、例えばそれは極めて重要なポイントでご

ざいますので、それぞれが持っている、持っていないということを説明されている根拠等につい

て、御質問をいただければと考えます。それから、他のものに関してでございますけれども、県

は当初この事故があった直後ですが、その運送している者、それから荷を送った者、それから輸

出業者、それぞれに対して同様の命令を出しております。そしてこの中から、一名やはり同じよ

うに審査請求というのがあると、荷を送った者から農林水産大臣あてに、この除去命令の審査請

求書というのが届いたわけなんですけれども、このことを青森県に話をしたところ、青森県の方

から、今度はその命令自体を取り消すということをいたしましたので、この件については今回の

審査に入っていないということでございます。

○桜本委員 命令を取り消した理由というのはどういうことでしょうか。

○橋本計画課長 青森県の方も命令をしたんですけれども、具体的に、それに該当していないと

いうことを認定をいたしまして、それで取り消したということでございます。

○桜本委員 はい、わかりました。

○山内分科会長 そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

〔特に発言する者なし〕

閉 会

○山内分科会長 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了させていただ
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きます。

長時間、どうもありがとうございました。


