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開 会

、 、 、○橋本計画課長 それでは 時間がまだ少し前なんですが 委員の先生おそろいいただきましたので

第八回の漁港漁場整備分科会の開催をしたいと思います。

私、水産庁計画課長の橋本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

まず、委員の先生のご出席の状況についてご報告をいたしたいと思います。

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。本日は、

委員定数七名中、五名の方が出席しておりまして、定足数に達しておりますので、本日の漁港漁場整

備分科会は成立しております。

なお、金子委員及び桜本委員におかれましては、本日ご欠席でございますがどうぞよろしくお願い

いたします。

また、水産庁の漁港漁場整備部長、整備課長及び防災漁村課長につきましては、所用のため後ほど

参りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、審議に入ります前に、封筒の中に資料を置かせていただきましたが、確認をさせていた

だきたいと存じます。

、 、 、資料をあけていただきまして 会議次第の後に資料がつけてございますが 資料一といたしまして

今回の漁港漁場整備分科会委員の名簿でございます。

それから、資料二以下予算の資料がついておりますが、一つ目が水産基盤整備事業予算の概要につ

いて、そして、三番が整備課関係の予算の概要について、四番が防災漁村課関係事業予算の概要につ

いて、そして、資料五に、未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選というのがありますが、これ

についての資料をつけてございます。そして最後、資料六でございますが、漁業地域防災対策検討委

員会の検討結果についてという資料をつけております。

何か不足なものがございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、どうぞ山内会長よろしくお願いいたします。

議 事

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、漁港漁場整備部長のごあいさつは後ほどいただくことにいたしたいと思

いますので、早速本日の議事に入りたいと思います。

本日は、前回の分科会で諮問されました行政不服審査請求について審査請求人からの意見の聴取が

二件、報告事項が五件ございます。

委員の皆様方のご協議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

願い申します。

それでは、初めに、高知県宇佐漁港におけます漁港管理者高知県知事がなしました、高知県土佐市

宇佐町宇佐二八三九ー一〇に住所を有する奥田幹雄氏に対します船舶移動命令処分に係る行政不服審

査請求につきまして意見の聴取をしたいと思います。

このことにつきましては、奥田幹雄氏より、農林水産大臣あて審査請求が出ておりましたところ、

農林水産大臣は、裁決を行う前に漁港漁場整備法第四十三条第二項の規定により、水産政策審議会の

、 。意見を聴取すべく 昨年十月十八日諮問第九十三号として当審議会に諮問してきたものでございます

なお、審議会の所掌事項のうち、漁港漁場整備法の規定によりまして、審議会の権限に属された事

務につきましては、水産政策審議会令第五条第一項の規定により、当分科会が処理することとなって

おります。したがいまして、当分科会の意見を決定するために、漁港漁場整備法第四十三条第三項の

規定によりまして、審査請求人またはその代理人から公開の場において意見をお聴かせ願いますよう

本日このような機会を設けたわけでございます。

おって、分科会としての答申は、次回の分科会で審議の上、行うこととしてございます。

この後、審査請求人からご意見をお聴かせ願いたいと存じますけれども、その前に本審査請求に関

しまして水産庁より新たな報告がありますでしょうか。

○橋本計画課長 特にございません。

○山内分科会長 特にありませんということですので、それでは、本審査請求についての審査請求人

またはその代理人からのご意見をお聴かせ願いたいと存じますので、意見陳述席にお進みの上、審査

請求人本人であるか、代理人であるか、代理人の場合には氏名、職業を述べていただきますようお願

いします。

（審査請求人着席）

○山内分科会長 請求人ご本人ですね。

○奥田審査請求人 奥田幹雄でございます。

○山内分科会長 それでは、念のため名前と、職業を述べていただけますでしょうか。

○奥田審査請求人 本日は忙しい中こういう会を設けていただきましてありがとうございます。

私は、土佐市宇佐町宇佐二八三九ー一〇、奥田幹雄本人でございます。

そして、私、二十何年間、ここの会員（社団法人海洋水産システム協会の会報を示しながら）でご

ざいますので、当然、永田議員みたいなでたらめなことは申しませんので、よろしくお願いします。

○山内分科会長 ありがとうございます。

それでは、審査請求人は、不服審査請求の理由につきまして書面で述べ足りなかったこと、特に強

調しておきたいことなどがありましたら、意見を述べていただけますでしょうか。

○奥田審査請求人 大体、今までの申立書にいろいろ詳しく書いてあり、また写真も載せてあります

が、なんでございますね、平成十六年二月には、私が高知新聞に、不公平じゃないかという漁港管理

条例の取り消しを投書いたしました。そうしますと一カ月遅れて、漁港課長が弁明の文を高知県の新

聞に同じ投書欄に載せたんです。それで、とにかく不公平やから早く公平になるように行政庁は行う

ということが明言してあるんです。それが、何と言いますか、不作為何とか言いますが、それが我々

宇佐の方は、十三、十四、十五、十六、十七、五年間も払っているんです。また、高知県では現在一

二％しか係留船からお金をとってないです。余りにも五年間という月日があるには余りにも不公平じ

ゃないかということを私一言申し上げたいと、これを思うわけです。

そして、どうしてこうやって、むくた（事務局注 「まじめに」の意）係留をして （船を係留する: 、

ために）穴を掘ったかということは、申請して、許可をもらって、それでやった場合には料金が決ま

りますから、これを不払いということになって差し押さえを受けている。僕は差し押さえを受けて、



十四年度は払ったんです。余りにも、それが、ほかにも、宇佐町内の漁港の中で東と西は無料のとこ

ろもあるし、それから、一緒に並んでつけておっても、 （高知県の漁船登録番号のこと）の番号をKO
名前貸しして、漁師でもない者には の番号をつけて、お金を払うてますとか、というふうな余りにKO
も不公平なことをするので、僕は払わんと。係留の許可をもらわんということで行かんかったわけで

。 、 、 。 、す だからこういうふうに出ていけと 出ていかんと いうふうなことの争いになったんです 何も

特別この年になって争いをしたくないんですけれども、余りにも高知県のやり方がずさんやから、だ

れかこれに対して一矢を報いて、一矢、矢を射るものがなかったと思って、そういう気持ちで僕はや

ったんです。この前の写真もとってありますので、これが本当にどうしてこんなに不公平なことがま

かり通るのかとつくづく思うんです。要するに余りにも不公平だから、ほかに手段がないので、こう

いう係留許可を受けなくして、出ていけ、出ていかんという争いにしたものです。

○山内分科会長 いいですか。

○奥田審査請求人 はい。

○山内分科会長 それでは、分科会から幾つかお尋ねしてよろしいでしょうか。

○奥田審査請求人 はい結構です。

○山内分科会長 それでは、委員の方々何か質問がございましたら、お聴き取り願いたいと存じます

けれども。いかがでしょうか。

（服部委員から挙手あり）服部委員お願いします。

○服部委員 服部です。私からまずお尋ねをいたしたいと思います。

奥田さんが提出をいたしました審査請求書及び反論書により、確認の意味も含めまして、お尋ねし

たいと思います。

まず初めに、本件、審査請求の内容でございますが、一番目に漁港管理者高知県知事があなたに行

いました船舶の移動命令処分の取り消し、もう一点が、高知県漁港管理条例の改訂を求めるものと、

この二点というようなことでよろしゅうございますか。

○奥田審査請求人 はい結構です。

○服部委員 ありがとうございます。

、 、 、 、 、 、それで もう一点 続けて それから 十四年度は 今お支払いをしたということでございますが

平成十六年度のこの甲種漁港施設許可申請書を提出いたしましたか。

○奥田審査請求人 平成十六年はしてないです。

○服部委員 してないんですね。

○奥田審査請求人 はい、しておりません。

○服部委員 その提出をしなかった理由を教えていただけますか。

○奥田審査請求人 その理由は、余りにも不公平だから。ということは、宇佐町の西と東の同じ漁港

の管理区内でも、西の端の港、東の端の港は無料である。それと宇佐港内には、要するに名義貸しの

ですね、同じ我々のような船なんですが、五十杯もおる。そういうことを逸しなくして、ただ宇佐で

もそうです。高知県では全体ではわずか一二％、余りにも不公平だから、僕は係留許可を申請しなか

ったんです。

○山内分科会長 そのほかいかがですか。

（浜中委員から挙手あり）はいどうぞ。

○浜中委員 委員の浜中です。私は、高知県の佐賀町でございまして、宇佐の港もよく存じておりま

す。奥田さんの申し分ですが、不公平やということで、私も港を一回見に行きました。けど、私は女

ですし、自分も船をつないでいませんので実際のところはわかりません。しかし、どうしてそういう

不公平なことが起きたかということですわね、係留のお金ですが、それは県がとっているんですか、

組合がとっているんですか。

○奥田審査請求人 県です。

○浜中委員 県ですか。

○奥田審査請求人 いの土木です。

○浜中委員 ああそうですか。

では、その土木の方が、どういう観点でそういうふうにとる人ととらない人になったのかというと

ころですわね。

○奥田審査請求人 そうそう、それを僕らがどうしてそうなっちゅうかということを何べんもそうい



うことを陳情書も出し、それからいろいろやったんですけれども、その回答はないんですわ。全然な

いんです。我々にどうしたことか。 の番号でも、そういうふうなことも何ら話無いんです。ただ一KO
方的に、決めた事だから払わないかん、金払わない船出ていけ。頭からこれです。

○浜中委員 だったら払ってない人はどうなんですか。

○奥田審査請求人 払ってない者は、この前ですわね、四件差し押さえまして、僕を含めて三隻が差

し押さえでとられたんですわ。それ差し押さえると同時に金を引き抜いていましたね。それでみな差

し押さえになると嫌だからというので大部分が払ったと思います。まだどれぐらい滞納になっている

かは、そこは僕の方ではわからないですけれども。

○浜中委員 うちの港についてはそういう不公平は起きてないようですけれども、そういう不公平が

起きたことによって奥田さんがこれを申し出たということですがね。

○奥田審査請求人 そうです。うちは、いの土木です。

○浜中委員 で、それをどうしたいとおっしゃるんですかね。

○奥田審査請求人 僕は、これは最後の方になりますけれども、佐賀の方だったらよくわかると思う

んですけれども、僕は一番思うことは、今のプレジャーボート、プレジャーボートと言いますけれど

も、宇佐なんは、もう昔から小舟があったんです。特に浦浦に行かなきゃいかんし、それから、山の

薪を取るとか、貝をとるとか、小魚をとるとか、そういう船もずっと昔からあったんですが、それも

一律にプレジャーボートは要するに金を払わないなら出ていけというふうな、組合が完全にそういう

ふうに高圧的に出てくるから、こんなことになってもいたしかたがないんです。

○浜中委員 そのときに皆さんが気持ちをようにお支払いしちょったらこれは起こらなかったわね。

○奥田審査請求人 いや、そのときにですわね、初め決めるときに、宇佐の港が横行だから、港でも

ないようなところにもそういうところにもとめとけよ。私ども車で通ったら、ガードレールにつない

でおる船がたくさんあります。

○奥田審査請求人 はい。それでそういう港でないところは、料金を安くするとか、それから、そう

いう の番号は、こういう人に与えるというふうな、ちゃんとした決まりがあって、みんなに説明すKO
れば、こんな問題起きなかったと思います。それを一方的に、県と漁協との幹部がやったから、こう

いう問題が起きた。

○浜中委員 奥田さん一人ですか、そんなにお金をとられてしまったの。

○奥田審査請求人 いやそんなことはないです。差し押さえを受けた者は、僕が知っている限り三人

おります。それで、とにかく何と言いますか、うちの漁港は （佐賀町は）うまくいっていてうらやま。

しいんです。宇佐は本当にそういうところで、みんなが憤懣、やる方なしで、いろいろもめよるんで

すわ。

○浜中委員 あのね佐賀町も台風が来たらもめます。つけれんところにつけるわけですからね。そう

したら、漁師の皆さんは、港の中に波が入ってきて船がこうなるわけですよ。そのときにきちんとし

た係留の仕方をしてないと、小さいボートが普通の船の上に乗り上がったりするわけですよ。うちの

主人らも、台風になったら港と家を行き来、行き来していますが、そんなようなことで、いろいろな

問題が起きていることは起きています。

○奥田審査請求人 それは、最後になりますけれども、僕は、それで、結局最終的にはこれ甲種の漁

港ですので、市町村管理してもらったら、そうしたらうちらのところは、係船組合なり停船組合をつ

くると。市の方がやってくれれば、地元船はどのくらい安うするといったことができ、もっときめ細

かに事ができるんじゃないかと思うんですけれども、特に宇佐は貸船があるでしょう。貸船がまとも

にとったら商売が成り立たんということで大もめにもめたいきさつもあって、今、貸船はいくらか安

くなっておりますけれども、だからこの問題があるんです。こういうふうに。

○浜中委員 ありがとうございました。

○奥田審査請求人 はい。

○山内分科会長 （服部委員から挙手あり）はいどうぞ。

○服部委員 ちょっと若干違う方向で、高知県知事の方から船舶の移動命令が出された後の奥田さん

の対応なんですが、どのような対応をしたか教えていただきたいんですが。

○奥田審査請求人 そうですね、僕らのところは台風でもなかなか船がつけれんですから、それで裏

。 、 、 、の川の中に入れたらそこはただですわ 僕はちょうど去年 おととし その時分に肺炎になりまして

半年ぐらい裏の川に入れてあったんです。それで、ここなら退去命令の場所には置いていなかったん



。 、 、 （ ）「 」です それで それを去年の春ですか 僕のここでやっておった争いになっておる 船名 OKUDA
という船は種崎に行っていまして、その船は今はないんです。現在は置いていません。現在はまた別

、 、 。 、 、な船を買って 僕はマリーナにあげてありますから 現在ここの港は使用していません ただ 僕は

自分は構わないんですけれども、宇佐というところもほかも同じことやと思うんですけれども、何と

言いますか、年がいって船をおりたと。そうした者が、楽しみに、とにかく貝をとったり、そこら辺

でイカを釣ったりとかいうふうな、そういうふうな船外機の六メートル未満、九・九以下の船が本当

多いんですわ。そういうふうな人がわずかな年金で生活し、それにこれだけとられたら、みんな本当

に県をうらみよる。レジャーボートの立派な船やったら、それは二百万円も三百万円もかかる船やっ

たら年間三万円、五万円と言っても大したことじゃないと思うけれども、船価が十万円ぐらいの船だ

としたら、そんな貧しい船で、それからとられたら大変だと。こういうふうに皆さんが本当に不満た

らたら言っていますわ。それに対して僕も何とかせんかと、県会議員の森田英二さんに頼んで、県会

でもこの問題を取り上げてもらったんです。何とかできんかと。そういうふうな気持ちでやっていま

す。僕自身は現在そこへは船を置いてないです。はっきり言ったら、今、争いにならんですわね、僕

は船を置いてないから。

それで、僕もずっと宇佐の育ちですので、父もそうですけれども、一番思うことは、プレジャーボ

ートといったらそれだけの応分の負担する力もあるじゃないかと、それで船も立派じゃないかという

ふうな観念が皆さんの頭にすっと浮かぶと思うんですけれども、そんな立派な船はみんなマリーナに

あげてあって、港の端につないである船はそんな値打ちがない、あえてドックして置くだけの値打ち

のない船が置いてあるということが実情です。その置いておる人はそういうふうに船員のあがりの人

も多いし、昔から地元で船を持っている人も多い、じけ（事務局注 「地元」の意）の人も多いと、そ:
ういうふうなもので、決して立派な船じゃないわね。五年も払うたら船代より係船料が高かったとい

うふうに、そういうふうな状態です。

○服部委員 現在は置いてないということですね。

○奥田審査請求人 はい、現在は置いてない。

○服部委員 この対象の船は他に売却したということですね。

○奥田審査請求人 そうです。

○服部委員 はい。

もう一点。高知県漁港管理条例によりまして、使用料の徴収が開始される前に、高知県が、平成十

三年に実施をした説明会に出席されたということでございますが、内容については理解をされました

か。

○奥田審査請求人 いえ、僕は出てないんです。

○服部委員 出席してないんですか。

○奥田審査請求人 僕は出席していない。

○服部委員 そうですか。

、○奥田審査請求人 これのうちらのところの四十人くらいが一本釣りの会といって会をつくりまして

その組でみな行っとったんです。僕は後からその組に入ってくれと入ったんですけれども、そのとき

の何は（説明会は）行ってないんですけれども、そのときの話を聞くと、もう決めたもんだから、県

とか何かが決めたもんだから、金払わない者は出ていけというようなことでやって、かなりもめたら

しいですわ。それで余り言い過ぎじゃないかということで、そういう停船組合のグループが申し入れ

たときに、いのと漁港課の別の人が断りに来たということの事実がありまして、初めは、とにかくそ

れだったと。僕も後で聞いておるのは、第二回目のときも、金を絶対払ろうてくれと、金を払ろうた

らあとはこういう不公平は県もわかっちゅうから、早急に条例の改正もするから、金を払ろうてくれ

と言って、十四年度分、そして金を払うてくれたら、やってくれるんじゃったら払うと言って払ろう

たんです。いうことは、これです。

○山内分科会長 そのほかはいかがでしょうか、委員の先生方。

○服部委員 もう一点だけ。奥田さん、ちょっとお聞きいたしたいんですが、放置艇といういわゆる

だれのものかもわからない。係留する場合に港とか、川とか、いろいろなところに係留している船が

あると思います。特にプレジャーボート、全国的に多いように思いますが、その放置艇問題について

はどのようなお考えをお持ちですか。奥田さんの考え、放置艇問題について。

。 、 。 。○奥田審査請求人 放置艇の問題ですわ これがね 僕が言うんですわ 各放置艇というんですわね



この高知市もある、それから浦ノ内もある、市町村に任せたらこの放置艇の問題は解決つくじゃない

ですか。市町村は、最後に水産庁の方へ申し出したいと思いますことは、全国的に市町村で管理して

。 、 、 、いるところはどれだけの例があるか 僕の知っちゅうのは 香川県の庵治町がやっちゅう 庵治町が

庵治の港は。それで、安いですわ。こちらは三万五千円のが地元で一万円ですわ。広島の方のできた

ら二万円です。みんなは地元の船だから、ある種、それはそうやって組合の中でお互いが台風のとき

船がどうあれば、綱がゆるんでいれば、お互いが綱をくくってやるとかいうふうなそういう互譲の精

神がそうやってやったらできてくると思うんです。今まで、僕らは船をおりてもそれですもんね。自

分がよう行かんときにロープをしたたるとき、それは隣の人が船からおりてやってくれる。

○浜中委員 そうです助け合いですからね。

○奥田審査請求人 そうそうそうそう。

○服部委員 私は香川県なんで庵治のことは十分承知しておるつもりなんですが、今、奥田さんが言

われるような一〇〇％そのようにはなっておらないと。ただまだ、他の漁港等が整備されておりませ

んので、そういうことが。庵治町だけがやったもんですから、それをやった途端に、隻数は一度に減

りましたね。そこへ係留しておった船が、お金の要らないところへ。

○奥田審査請求人 要らないところへ。

○服部委員 それこそ放置艇になってしまったんかなと思うようなところも見えます。

、 、 、もう一点 漁港管内でございますので 漁業者とプレジャーボートの所有者の関係についてですが

どのようなお考えをお持ちでしょうか。

○奥田審査請求人 特に宇佐なんかやったら、漁業者とどうということはないんですわ。親戚らしい

ですわね。兄弟であるとか、いろいろそういう関係がありますので、ただ高知市から来る、高岡から

。 、 、 、来るということは別ですよ 同じ宇佐町内やったら 別に親戚関係があるから 友達関係があるから

全然問題ないんですわ。今までそれでやってきたんです。別にトラブルが起きるということはなかっ

たんですよ。ただ、宇佐の組合が、こんなことでだんだん回答くれるんでしょうけれども、これも間

違いないと、永田議員と違いますけれども。宇佐の組合が大赤字で、にっちもさっちもいかなかった

というところがこれははっきりしていますわ。だから、ちっとでも金の入ることをしようと思うんで

すわね。宇佐の組合が、そういうふうに、レジャー船から金を取り上げと、組合そのものがマリーナ

を経営しておりますので、安かったらマリーナを上げていかないと。片一方からとったらマリーナを

上げるもん。そういうところの関係もあるじゃないかと、僕は推測しますけれどもね。

○浜中委員 奥田さんは、最終的に、どんなにしてほしいわけですか。

○奥田審査請求人 僕は、今度市会議員の選挙があるでしょう。それで宇佐の議員は、みなこれは漁

協とべったりで、実際遺憾ですけれども、土佐市の方のわかった議員もおりますし、その議員なんか

といろいろ研究して、できることなら土佐市漁港管理条例をつくって、土佐市が本格的にやってくれ

るんであったら僕らも停船組合をつくりますわ。それで、漁協と市の水産課が我々の組合というふう

なものが一緒に力を合わせて、その発展を図るというような気持ちはありますわ。

大体、町内で組合と漁協の者と漁師とほかの者とは反発し合うようなことで、発展はないというん

です。本当にそうだと思うんですけれども。

水産庁のお意向にも沿わないかんと思うんですけれども、本来は僕はこういうふうに三位一体で、

地方へ地方へと言うのやから、市町村が自分のところで管理してもらったら一番いいと思うんです。

門戸が大きいわね。

○山内分科会長 （橋本計画課長から挙手あり）はい。

○橋本計画課長 一応ここでお答えすべきかあれなんですけれども、一応法律で決まっている仕組み

を少しご説明したいと思いますが、漁港の大きさとか、地元との密着の度合いで漁港というのは四つ

の種類に分かれているんですが、地元に一番密接な漁港が第一種漁港という、割と小さな漁港が、全

体の漁港の三分の二ぐらいがその漁港に当たりますけれども、基本的に、それは市町村が管理をする

ことになっていまして、そして、宇佐漁港のように大きな漁港については、使っている人が一つの町

にとどまらず、広い範囲で使われるということで管理を県が行うことになっております。ただ、先ほ

どお話がありましたように、県によって、必要に応じ、管理者を変更できることとなっております。

あと、漁協の話が出てまいりましたけれども、漁協につきましては、例えば、市町村が自分だけでは

できないので、管理を委託するということはございます。

県と市町村の関係と言うことで、一応補足させていただきました。



○奥田審査請求人 宇佐は甲種ですので、市町村でやる気があればできるんではないかと思うんです

けれども。

○橋本計画課長 港によってということになりますが、どちらがやるのが適当かは、県と市町村によ

り選定されることとなります。

○奥田審査請求人 両方で話し合ってね。

○橋本計画課長 宇佐はちなみに、県管理の漁港なので、県の土木事務所が管理をやっているという

ことなんですけれども。

○奥田審査請求人 ただ甲種だから、市の方がやると言えば、県が渡しても構わんですわね。

○橋本計画課長 その港自体もう既に県が管理して、それをつくっているので、それを市町村にする

というのはどうでしょう。現状において理由があればと思いますけれども。ただ管理をするという行

為を市町村や協同組合に委託をするということは考えられます。

○奥田審査請求人 どうやって、してやったら市会議員もあちらからみな出るし、いつも話し合いが

できているから、これはどうで、これはこうだからと本当にきめ細かく行くと思うんですけれども、

宇佐港はその辺で言うにはほとんど土佐市でやられているんで、宇佐がそれでやって、土佐市がやっ

ている。できるかできないかつくると思うんです。県がやるじゃったら、種崎もやりなさい、仁井田

もやりなさい。浦ノ内もやりなさいと、何にもやれるんじゃないかというけれども、それをせんです

からね。なかなかできへんでしょう。浦ノ内の漁協なんかフクモトさんが、そんなレジャー船の管理

をすることより、我々は漁業の方が本職であり、そんなことできへんというように、蹴ったと言って

いたんですけれども。

だから、そういうふうにうちらみたいな不公平で、もう何年もお金を払っており、隣の港は全然払

ろうてない、本拠地の種崎とのあんな立派なところの港は、船が金を払うのはやらんとか言うが、極

端な不公平が出るんですわ。

○山内分科会長 そのほかいかがでしょうか。

よろしゅうございますか。

、 。もしございませんでしたら これで意見の聴取を終了いたしたいと思いますがよろしいでしょうか

それでは、どうもご苦労さまでした。

、 、 、 、○奥田審査請求人 ということは 本当に 僕は 高知県の県なんかがシーラカンスだと思うんです

本当に。時代がこんなに変わっているのに、平成十年を境にして、プレジャーボートの方は漁船の隻

数より大きくなっているということが、この本にも載っていますわね。漁船も含めてもたんようにな

っている。プレジャーボートを入れなかったら。そういうふうな状態になっておるんです。また、や

っぱりプレジャーボートを敵対するというような、こんな考えがあるんです。共存するという考えを

持っていけば、これはいろいろ手があると思うんですけれども、とにかく、僕があそこへ船をつけて

おっても、とにかく出ていけ出ていけとか言うようなとても話し合いは出来ないです。こういう話し

合いをちゃんとすれば、協力するんですけれどもね。水産庁もこんなことは、地方によっては余りわ

からんと思うんですけれども、僕もえらいいらんことを言いましたけれども、地方にはもともとそん

な、何と言いますか、封建的な時代の流れがわかっていない者が多いんです。高知県の漁港課なんか

も本当にそうです。わかってない。昔の漁業組合の方ばっかりのんでいる。だから、高知県は、漁業

も国内でもトップクラスを行きおったのが、今国内の最低の方になったわけで、そういうところも、

行政の指導もこういうところもあるやないかと思いますけれども。

○浜中委員 どなたが出ていけ出ていけと言うんですか。

○奥田審査請求人 漁業組合。漁業組合といの土木。

○浜中委員 それは奥田さんばっかりじゃないでしょう、出ていけ（と言われているのは 。）

○奥田審査請求人 いや、僕が申請せんゆうた。申請した者は、払わんことで不法入港というか、滞

納になるんです。僕は滞納やと思わないから、申請せんのやから。出ていけ、出ていけ（と言われて

いる 。）

○山内分科会長 どうもありがとうございました。

○奥田審査請求人 どうぞよろしくお願いいたします。

、 、 、○山内分科会長 先ほども申しましたように 分科会の答申としましては 次回の分科会で審議の上

行う予定としておりますのでよろしくお願いいたします。

それでは、ここでちょっと休憩に入ります。十分ほどでよろしいですか。



それでは、四十五分まで休憩ということにします。

午後一時三十二分休憩

午後一時四十五分再開

議 事

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、時間になりましたので、引き続きまして、青森県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します漂流物の除去命令処分に係る行政不

服審査請求につきまして、意見の聴取を行いたいと思います。

このことにつきましては、富山港北洋材荷受協同組合より、農林水産大臣あて審査請求が出ており

ましたところ、農林水産大臣は裁決を行う前に、漁港漁場整備法第四十三条第二項の規定により水産

政策審議会の意見を聴取すべく、昨年十月十八日諮問第九十二号として、当審議会に諮問してきたも

のでございます。

なお、先ほども申しましたように、審議会の所掌事項のうち、漁港漁場整備法の規定により審議会

の権限に属された事務につきましては、水産政策審議会令第五条第一項の規定により、当分科会が処

理することとなっております。

したがいまして、当分科会の意見を決定するために、漁港漁場整備法第四十三条第三項の規定によ

りまして、審査請求人またはその代理人から公開の場におきましてご意見をお聞かせいただきますよ

う、本日このような機会を設けたわけでございます。

おって、分科会としての答申は次回の分科会での審議の上、行う予定としてございます。

このあと、審査請求人からご意見をお聞かせ願いたいと存じますけれども、その前に前回の分科会

におきまして桜本委員から船荷証券の所持等につきましてご質問がございましたが、この件につきま

して、水産庁から何か報告等はございますでしょうか。

○橋本計画課長 その点につきましてご報告を申し上げます。

本件の処分庁である青森県が、弁明書におきまして、審査請求人が船荷証券の所持人であると主張

する根拠につきまして、昨年十二月、水産庁から青森県に対して確認をいたしました。その結果、本

年一月、青森県から回答を得ておりますのでご報告をしたいと思います。

まず、一点目でございますが、昨年三月四日、本件の座礁事故対策本部――これは旧小泊村長が本

部長になっておりますが――主催の報告会におきまして、海上保安本部の担当官から二月十七日、審

査請求人である荷受組合の職員から、船荷証券は当方が持っているという旨、電話で回答を得ている

と報告を受けているということ、これが一つ目にございます。

二点目でございますが、本件座礁事故対策本部が依頼した弁護士からの報告書におきまして、同弁

護士が昨年三月十四日、審査請求人の代理人である木澤、武島両弁護士と面談した際に、武島弁護士

から、船荷証券は受け取っているが所有権はない旨の回答を得たというふうに報告書を受けているこ

と。

この二つのことを根拠として、青森県は審査請求人が船荷証券を所持しているものと判断している

ということであると報告を受けておりました。

私どもからの報告は以上でございます。

○山内分科会長 ありがとうございました。

それでは、本審査請求についての審査請求人、またはその代理人からのご意見をお聞かせ願いたい

と存じますので、意見陳述席にお進みの上、審査請求人本人であるか、また代理人であるかをお聞か

せ願いたいというふうに存じますので、どうぞ意見陳述席にお進みの上、氏名、職業を言っていただ

けたらというふうに思います。

（審査請求人着席）

○山内分科会長 申しわけございませんけれども、ご発言のときにはマイクを使っていただきたいと

いうふうに思います。よろしくお願いします。

順番に、ご本人であるか、代理人であるかということと、お名前とご職業を述べていただけたらと



思います。よろしくお願いします。

○中村代理人 代理人の弁護士の中村紀夫と申します。

○武島代理人 請求人代理人の弁護士の武島と申します。

○小林代理人 富山港北洋材荷受協同組合田邊嶽之の代理人の小林です。

○木澤代理人 代理人の弁護士の木澤と言います。

○山内分科会長 どうもありがとうございました。

それでは、審査請求人は、不服審査請求の理由につきまして、書面で述べておられますけれども、

特に強調したいこととか、またさらに述べること、つけ加えたいことがございましたら意見を述べて

いただけますでしょうか。

○武島代理人 請求人側の意見は既に提出しました。請求書、それから反論書に記載したとおりでご

ざいます。本件の除去命令は、所有者または占有者に課されるものでありますところ、審査請求人に

は所有権がまず移転しておりません。それから、占有した事実もございませんので、本件の除去命令

には理由はないものと考えております。

○山内分科会長 よろしいですか。こちらの方からご質問してよろしいでしょうか。

（ はい」の声あり）「

○山内分科会長 それでは、分科会の方から幾つかご質問させていただきますけれども、委員の方、

どなたか何かお聞きしたいことがございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

中田委員お願いします。

○中田委員 委員の中田です。

最初に、この件の審査請求の趣旨について確認の意味を含めてお聞きしたいんですけれども、本件

の処分は、青森県漁港管理条例が規定する命令権者たる青森県知事ではなく、西地方農林水産事務所

長名で発令されていることから、違法、無効な命令であるという点と、それから、審査請求人は、本

件処分の対象となっている漂流木材の所有者、または占有者に該当しないことから、本件処分の取り

消しを求めるものであるということでよろしいでしょうか。その点確認いたします。

○山内分科会長 よろしいでしょうか。

○審査請求人代理人側から （ はい」の声あり）「

○中田委員 それでは、もう一つお聞きしたいんですけれども、処分庁である青森県の弁明書により

ますと、本件処分にかかわる知事の権限は青森県事務委任規則の規定により、西地方農林水産事務所

長へ事務委任されており、本件処分に手続的違法はないとしておりますけれども、これに対して、審

査請求人の方からは格段の反論がありませんでしたけれども、この点について何かご意見がございま

したらお願いします。

○武島代理人 青森県側のご主張はご理解いたしましたので、この点は審査庁側でご判断いただけれ

ばと思っております。

○中田委員 どうもありがとうございました。

まず最初に、売買取引契約について、幾つかお伺いしたいんですが、この処分の対象となっており

SAます漂流木材は、審査請求人がロシアの木材会社、カルボファー・ジェネラル・トレイディング・

社、シッパーというふうに呼ばせていただきたいと思いますが、この会社に発注をして、福島県の小

名浜港で荷揚げ、引き渡しの予定になっていたというふうになっておりますけれども、審査請求人と

シッパーとの木材の売買取引というのは今回初めてだったのでしょうか。以前からそういう取引関係

はあったのかどうかお伺いしたいのですが。

○小林代理人 きょう、特に正確な、いつから始めたという説明資料の準備はしてこなかったんです

けれども、現時点において、大分五、六年ぐらい前からずっと商談している相手です。

○中田委員 どうもありがとうございました。

それでは、シッパーという会社以外の業者との間でも木材の売買取り引きをしておられるんじゃな

いかと思いますけれども、その場合に、一般的に発注から契約、それから、売買代金の支払い及び引

き渡しに至るまでどういう手順で手続をしておられるのかお伺いしたいんですが。

○小林代理人 今、現状、我々も幾つかのシッパーと契約して取り引きしております。大体、商売の

仕方は同じような感じで、まず注文いたしまして、それから内容が合意された時点で契約しまして、

それからほとんどの場合シッパー側で船を見つけてきて、その後シッパー側で船を手配して、我々が

指定する揚げ地に材を持ってきてくれると。支払いについてですけれども、決済についてはシッパー



によっていろいろですけれども、大まかに言えば大体船が港に着いた時点、あるいは荷揚げが終わっ

た時点、そのあたりを支払いの目途にしております。現金決済です。

○中田委員 今回、本件について何か特別な手続と契約内容になっていたというようなことはござい

ませんか。

○小林代理人 今回の場合、基本的には船積み、特に特別な契約では取り決めはしておりません。

○中田委員 今お話された一般的な手続の中で今回の件も行われたということで。

○小林代理人 はい。

○中田委員 少し細かいことになるんですけれども、本件について、木材の発注なんですが、だれが

いつどのような手段で行ったのか差し支えなければお聞かせいただきたいんですが。

○小林代理人 社内においてだれがということですか。

○中田委員 責任者ということでしょうね。

○小林代理人 責任者という言い方でしたら、もちろんうちの方の経営者の理事長田邊ということで

しょうけれども、担当者ということでは私自身が私のお客さんと話しまして、その後でシッパーに注

文して契約、自分で契約。ほとんど私一人で契約です。

○中田委員 それでは、売買契約書、それについては、どなたが、だれと、いつ、どのような方法で

取り交わしたかお聞きしたいのですが。

○小林代理人 ちょっと細かい話なんですけれども、ここのシッパーとは、ほかのシッパーも大体同

じなんですけれども、年間契約というものを交わします。大体今年はどれぐらいの数量をやりますと

。 。 、 、いうことで それを前提にして個別のシップメントについて契約します それは年間契約で 例えば

確かこのシッパーとは、十万立方の木材の契約をしたと思うんですけれども、これはターレットボリ

ュームということになっておりまして、必ずしも成功しなきゃいけない数字ではなくて、大まかな契

約書というのが大体、例えば年間契約ですと十月とか十一月とか、前の年の契約をしまして、具体的

なシップメントについてその都度、我々が必要なとき、あるいはシッパー側が売りたいときに、いろ

いろ引き合いがあったりオファーがあったりして契約します。今回は、いつごろということですか…

…

○中田委員 本件に関する売買契約書はいつ、取り交わしておりますか。

○小林代理人 本件の具体的なシップメントについての売買契約書は二〇〇五年一月二十四日に契約

しております。

○中田委員 これも代理人が。

○小林代理人 私が。

○中田委員 立ち会っておられる。

○小林代理人 ええ。

○中田委員 そうですか。

それから、またちょっとお聞きしたいと思いますが、船荷証券のことなんですけれども、船荷証券

は、この売買契約の中では、いつ受け取るということになっていたのでしょうか。

○小林代理人 通常は、船積みされてから、郵送で送られてくるというのが一般的です。今回の場合

も、特に通常と外れたわけはなかったかと、具体的に言うと、恐らく二月九日の船荷証券の日付にな

っておりますので、九日、あるいは十日ぐらいの先方の発送で、恐らく十二、三日ぐらいにこちら側

は受け取っていると思います。

○中田委員 もう一つ、木材の受け取りのことなんですけれども、本件の木材については、いつ荷揚

げをして受け取る予定になっていたか、もしおわかりでしたら教えてください。

○小林代理人 もちろん、これは天気とか、そういうことの関連で、確か十日ぐらいに船出航、ちょ

っとごめんなさい、その辺は記憶だけなんですけれども、十日に出たら大体小名浜まで三日位かかり

ますので、十三日、十四日、そのあたりに通常だと着。ただ。天気が荒れておりましたんで。通常、

船が出たときには船会社の方からシッピングアドバイスというのが入りまして、それで、いつ来るか

というのを我々わかるんですけれども、今回の件につきましては、ちょっと今持ってきてないんです

けれども、出航時点で連絡はあったと思います。ただ、ちょっと一部こちらからもあったかもしれま

せんけれども、船会社からはその後何もこちら側には来ていないので、その後の予定はわからないと

いうことです。

○中田委員 わかりました。



それから、これ結構肝心なところなんだと思うんですが、木材の売買代金の支払いのことなんです

が、この本件の売買契約書では、いつ、どの時点で支払うことになっていたのでしょうか。

○小林代理人 契約書というのと実態というのはちょっと違いがあるんですけれども、先ほど申し上

、 、 。げましたように 我々 通常やっているやり方は大体荷物が着いてから早目に払うようにしています

、 、 。契約書では 書類を シッピングドキュメントを受け取り後五日ということになっておると思います

通常は、大体書類を受け取り後五日ということになっているんですけれども、書類が来るよりも船が

来る方が通常早いもんですから、シッパーの方が先に払ってくれということで、大体、着いてから払

うということにしております。

○中田委員 売買契約書上では、書類というのは具体的にはどういうもののことをおっしゃっていま

すか。

○小林代理人 年間契約ではなくて、ちょっと個別のシップメントの契約のところに、書類受領後、

銀行稼働日５日以内に電信で買主の口座に、となっていますので。さっき言いましたように五日以内

に、そのことの内容ですか。

○中田委員 いやいや、シッピングドキュメントですね。それは契約書と別に、どういう内容の書類

なんですか。

○小林代理人 それは、契約でうたわれておりまして、ちょっと英文なんで、簡単に日本語で言いま

すと、Ｂ／ 、いわゆる船荷証券、これが三部コピーになっています。インボイスが二コピー、スペシL
ヒィケイション、これは明細ですね。これは二つ。あと、ログスペシヒィケイションと言いまして、

、 、ちょっとややこしい話なんですけれども スペシヒィケイションとログスペシヒィケイションですが

ちょっと若干書き方に違いがある明細書です。

以上です。

○中田委員 どうもありがとうございました。

それで、ずっと売買の取り引き契約についてお聞きしてきたんですが、積み荷の、木材の所有権の

移転の時期というのが非常に大事なところだと思うんですが、この契約書の中では、木材の所有権の

売り主から買い主への移転についてはどういうふうに取り決められていたのか、明確な記述があった

のかどうか、そこら辺をお聞きしたいんですが。

○小林代理人 記述はあります。

一応、まず所有権というのは、ヒスペアリングポート、今回は小名浜ですけれども、そこで荷役が

なされて、その後支払いが完了した時点で所有権が移転するということで理解しております。

○中田委員 契約書の中に明確に記述されている。

○小林代理人 はい、記述されております。所有権という項目がありまして、そういうふうに書いて

あります。

○中田委員 今回、こういう事態になっているわけですが、運送の途中でこういう事故等により引き

渡しがなされないような事例というのは、これまでにもございましたでしょうか。

○小林代理人 今回のような全く船が来ないというケースは初めてです。

○中田委員 もし、本件、運送途中の座礁事故によって引き渡しがなされないということ、そういう

ふうになったわけですけれども、こういう場合に、売買契約上どういう取り決めがなされていたのか

お伺したいんですが。

○小林代理人 そういう事例はありません。

○中田委員 保険の関係とか、そういうところで、保険の内容なんかにそういう関係のことは入って

ないんでしょうか。

、 、 。○小林代理人 別にないと思うんですけれども 契約書自体には そういうことは書かれてないです

どういう保険をかけるということは書いてありますけれども。

○中田委員 はいわかりました。

もう一つほどお伺いしたいことがあるんですが、船荷証券の所持の問題で、審査請求人の方では、

審査請求書の中で船荷証券を所持しているのはシッパーであるというふうに主張をしておられるわけ

ですけれども、ここら辺が処分庁の方と主張がかなり食い違っているわけですけれども、シッパーが

所持しているというふうに主張しておられる根拠をお聞きしたいんですけれども。

○小林代理人 一度先方さんが主張されるように受け取って、先ほどお話があったように、宮城県の

海上保安部から要請がありまして、持っておると。ファクスをくれということになったんでファクス



を流してはいたんですけれども、その後、これを持っていても仕方ないということで、シッパーに送

り返しています。

○武島代理人 補足しますと、要は、北洋材側には木材に関する損害というのが生じていないもので

すから、保険を請求する権利もないということで、シッパーの方が保険を請求したいということで、

そのために必要になるので船荷証券を送ってほしいということで送っております。

○中田委員 そうしますと、水産庁が青森県に確認したところで、昨年二月十七日に、第二管区海上

保安本部担当官に対して、審査請求人、これは代理人ご本人だと思いますけれども、船荷証券は当方

が持っている旨電話で回答しているという件、それから、小泊村が、座礁事故処理業務を委託した弁

護士が、昨年三月十四日に審査請求人代理人である木澤、武島両弁護士と面会した際に、武島弁護士

の方から、船荷証券を受け取っている旨回答をしておられるというのは、どういう事情になっている

のでしょうか。

○武島代理人 対策本部の弁護士さんお二人が当事務所に見えられて、木澤と私とあと小林さんの方

で対応したのは事実ですか、そのときに、そのような応答があったかどうかというのはちょっと記憶

にはないのですけれども。

○中田委員 ちょっと細かいのですけれども、先ほど送り返したというタイミングと、電話で二月十

七日に小林さんの方が回答をされたり、あるいは、木澤さん、武島さんが、そういうことを三月十四

日に回答されたということなんですけれども、要するになっているわけですけれども、その時間的な

タイミングはどういうふうに考えたらよろしいんでしょうか。

○小林代理人 確かに一度、ちょっと正確な日付を答えなきゃいけないんでしょうけれども、さっき

申し上げたように十日ぐらいに恐らく向こうから発送しているので、うちが十三日ぐらいに受け取っ

ていると思います、恐らく。しばらくは私保有しておりましたので、十七日に問い合わがあったとき

は、まだ持っていたと思います。その後は、ちょっと私三月八日でしたっけ、そこまで持っていたか

どうかというのは、そんな長い間持っていたかという記憶はないんですけれども。これを自分として

はどうすればいいのかわからなかったのですけれども、送り返した。

○木澤代理人 もし日付について必要でしたら、後で調べた上で報告したいと思います。

○中田委員 三月十四日の件については、これは座礁事故対策本部が依頼した弁護士からの報告書に

そういう記載があるということですから、そこら辺についてはご存じないという、よくわからない、

記憶が余り……

。 、 、○武島代理人 そうですね 確か 向こうさんが内容証明みたいなのをまずこちらに出されたように

それは入手はされておりますか。対策本部さんの方から除去を求めるような内容の確か内容証明が、

それに応対する形で我々対応したかと思うわけで、その際に、先方の弁護士からは、売買契約の実態

ですとか、所有権が移転しているのかどうかの確認ですとかがあったことは事実ですけれども、そう

いったＢ／Ｌを所持をしているかどうかというような確認があったかどうかは記憶しておりません。

、 、○中田委員 参考までですけれども 今後このような同様の事件や案件が発生した場合の参考として

お聞かせ願いたいんだけれども、こういった本件の審査請求のように外国と木材の売買とか、取り引

きを行う場合、手続上、例えば、運送中の所有権の所在は明確にしておくと、そういった点に関して

何かお気をつけているようなところございますでしょうか。

○小林代理人 所有権を明確にするように、今後どういうふうにするかということですか。

○中田委員 今後の参考のためにお聞かせ願いたいんですが。

○小林代理人 我々買う側の立場からすれば、もちろん、当然着いてから所有権を移転するというこ

とで、ただ何で契約にそういうことがないのかというと、先方は先方でお金を回収しなきゃいけない

んで、ということで、お金が回収されるまでは所有権は先方のものということは、これはどちらかと

、 、いうとシッパー側のリクエストで書いてあるんで 我々も特にそれについては不服はありませんので

こういう状態も起きると言えます。

○中田委員 今の件ですけれども、船で輸送するということですから、当然これに類するような事故

というのは当然あり得るわけです。そこら辺についての取り決めが余りきちんとできてないというの

はちょっと問題のような気がするんですけれども。

○中村代理人 問題と言っちゃあれかもしれませんよ。問題というか、実際の問題、本件の場合のよ

うに除去命令ということであれば、本来は貨物を占有していた船の方で対応する、大体その船のＰＩ

。保険の方でそういう賠償に対しては保険処理がされるという形でこんな事故は対応されておるんです



それで、あとシッパーと荷受人との間では、やはり売買契約書に基づいて、それぞれの意見で判断さ

れていますので、当然、海外の貿易の場合は ／ 決済されていますから、 ／ 決済されて、当然シL C L C
ッパーの方では銀行の方でシッピングドキュメントを出せば、そこでお金を回収して、あとはその銀

行間でしますので、それらの場合、決済上でいけば、シッパーの方が所有権をその時点で離すという

取り決めはあろうかと思うんですけれども、今回のように、ロシアの場合には現金商売でやっている

そうなので、売買契約上、シッパーと荷受人との間で対応する場合には、やはり契約書で所有権移転

時期を明確にしておくということになるかとは思うんですけれども、あとはシッパーの方、荷主が流

した材木に対する賠償保険をかけるというと、保険がないものですから、ちょっとそれはできないん

ですけれども、通常は、船の方の保険の方で対応するとか、そういった形でなされるんじゃないかと

いうふうには思いますけれども。ですから、荷主の対応としては所有権移転の時期については本件に

ありますけれども、契約上そこをはっきりさせておくというところで対応をせざるを得ないんじゃな

いかというような感じはしておりますので。

○小林代理人 保険の件でちょっと申し上げたいことなんですが、去年の十二月あたりにいろいろ材

木を流してそれを回収するしないでいろいろ話をされているような、聴取されておられた、何件かあ

、 、 、 、ったんですけれども ある商社さんに聞いて 我々もこういう事件が起きる前に何か保険に 皆さん

やっぱり社会的に迷惑をかけるということで保険で対処できないかということを保険会社に、そうい

う保険が、ある商社さんから、そういう保険あるよということを聞いて、うちも保険会社に相談した

んですけれども、実際あるよと言われた名指しされた保険会社に聞いたんですが、ちょっとそれはで

きませんということを言われまして、結局保険会社さんの意見なんですけれども、荷主側は流した材

木について責任をとるという規定はどこにもないと、その規定がないものに対して責任をとるという

保険はできないんじゃないかと言われまして、実際、そういう保険があるよと、うちは入っているよ

と言われたある商社さんも去年木材を流したんですけれども、結局、実際はちょっと違っていたみた

いで、保険はおりなかったということを聞いています。

○中村代理人 ちょっと説明を加えさせていただきたいんですけれども、今、Ｂ／Ｌの問題が一つの

焦点になっておるんですけれども、本件のＢ／Ｌは、通常の国際貿易で使うＢ／Ｌと全然違って、実

態が全くＢ／Ｌとしての実態はないということをちょっと理解していただければと思うんですけれど

も。通常、Ｂ／Ｌは、船側の方で、運送人側の方で、私の方で貨物を引き取りましたということで、

船ないし船のエージェントの方がシッパーにＢ／Ｌを発行して、それをシッパーが売買契約上、この

決済で荷受人の方に引き渡すと、それでＢ／Ｌの所持人が船の所有者なり占有者なりということで、

引き渡し請求権を表章する証券ということにしているんですけれど、本件のＢ／Ｌは、コピーをお持

、 。 、ちかもしれませんけれども これシッパーが発行しているんです 荷主が発行するＢ／Ｌというのは

通常ないんです。国際海上物品運送法にも規定がありますけれども、船、船主と用船者との関係で用

船契約があって、それで用船者が今回のシッパーになっておるわけなんで、そうすると、法律上、国

際海上物品運送法十六条というのがあるんですが、それの解説とかに書いてあるんですけれども、用

船契約上の用船者、イコール（＝）シッパーが用船契約上の用船者の場合には、船荷証券は、いわゆ

、 、る受取証券という効力しかなくて 船荷証券の効力が認められてないというふうに理解されておって

それに対して別に学者の方も反対している人いませんので、今回の場合、まさに用船者がシッパーに

なっておって、これは単なる受取証券に過ぎない方向で見るという内容のものなんです。さらに、今

回の船の貿易に関しての審査請求人の方とシッパー、あと船の方との管理では、船荷証券の引渡しで

荷物の受領をしておらない。通常揚げ地で、荷受人の方が引渡請求権を持っていますから、貨物、こ

れに引き換えて渡して下さい。というのが通常なんです。そういうこともなしに、本件の場合、船荷

証券に関係なく売買契約に基づいて、船の方も問題なく引き渡してきておって、この船荷証券、全然

、 、貨物の引き渡しについて表章するような書面じゃないというのが実態のところで Ｂ／Ｌというのは

見出しに書いてある、これは恐らく通関のときに、これがない場合できないということで、いわゆる

売買契約書としてのシッペイドキュメンタリーの一種で発行されているというのが実際のところだと

思いますので、法的な観点からいけば、今回の船荷証券というのは、いわゆる法律上の船荷証券とい

うふうには全然該当しないというふうに考えられますので、そうすると、青森県側の方で船荷証券の

決定効力とか、それでいろいろ議論されているんですけれども、単なるインボイスとか、同じような

シップドキュメントで、占有の有無だとか、所有の有無を議論すること自体がナンセンスというよう

な理解ができるということをつけ加えておきたいと思うんですが、それに対しては、また詳しく書面



で必要な説明をさせていただくということになるかとは思いますが、ちょっとそこの点をご理解いた

だければと思います。

○山内分科会長 そのほかまたつけ加えることありましたら。

○武島代理人 今の点とは全く関係ないんですが、先ほど対策本部の方が、私がＢ／Ｌを持っている

と発言をしたというふうな報告をされているということですが、ちょっと今思い直していろいろ思い

出してはいたんですけれども、ごらんのように、私一番年下で、恐らくそのときにまず発言というの

をほとんどしていない立場なのです。ですから、私がＢ／Ｌは持っていますのでというふうに私の方

から発言したということはまずないと思います。まず発言はほとんど私していないはずです。

○山内分科会長 そのほかよろしいですか。せっかくの機会ですので。

、 、 、 、 、○武島代理人 では ちょっとこちらから伺いますが 青森県側の方は 例えば シッパーですとか

あるいは船主の方にはこういった除去命令というのはなさってはいないのでしょうか。

○武島代理人 本来ですと、こういった契約ですので所有者はシッパーですし、占有していたのは船

、 、 。の方ですので そちらに請求されるのが普通というか 通常なのではないかと思うわけですけれども

○橋本計画課長 青森県の方では、船の運航者、荷受人、それに輸出業者、それぞれ同様の処分を行

っておるんですが、あとでこれらについては取り消されているかと思います。

○中村代理人 命令を取り消されたということですか。

○橋本計画課長 はい。

○中村代理人 送達はされてはないんですか。送達はしたけれども取り消されていると。

○橋本計画課長 送達もしているんですが。

○武島代理人 一応取り消しのタイミングというのはおわかりになりますか。いつごろ、それぞれ。

○橋本計画課長 ちょっと今わからないんですけれども。

○武島代理人 ああそうですか。

○木澤代理人 できれば書類でいただけるんでしょうか。

○橋本計画課長 ちょっとお待ちください。

○木澤代理人 はい。

○橋本画課長 今日の場で、この話、私どもが青森県から確認しておりませんので、それをお答えす

るというスタンスにはございませんので、ちょっと後ほどどういうやり方でというのを確認して、ど

ういう形で返すか、情報を知りたいというのを出していただいて、それにお答えするという形を、ど

ういうやり方でてきるのか、ちょっと我々で調べてまたご連絡をいたします。この場ではちょっと失

礼させてください。

○木澤代理人 はいわかりました。

○山内分科会長 委員の先生いかがですか。よろしいですか。

○服部委員 一点だけ、私の方から。

ちょっと法的なもんで私もよくわからないんですが、そこらあたりは今後の問題といたしまして、

まずこういう商売をされていると、輸入材木ですね、今回の場合。こういうようなことを商売をされ

るに当たって、こういう事故が起きた。起きたんは現実に起きとるんです。責任をどこが持つかとい

う問題でこれ議論されていると思うんが、いずれにしてもこういう大きな事故が起きて、そのまま放

置をされておるというのが現実なんです。そこらあたりで、今後持ち主が責任を持つのか、ときの輸

送者、船が責任を持つのか、買い主が持つのかということが議論されるようになるとは思うんです。

そこらは、どちらになるか私らはなかなか詳しいことは法的な問題、弁護士さんと違ってわからんで

すが、現実に起きとんは現実で、公共のこの海、港湾、これを放置されておるということを考えて、

今後もこういうことが起こる、商売を続けていく上では起こる可能性があると、そういうことを踏ま

えて、今後はどういうような対応をしようか。うちに責任がないけん今までどおりやというようなこ

とでおられるんか、これからはこういう問題が起きたらこういうようなことで対応をしておこうとい

うようなことが考えられるとか、我々漁業者の立場としては、大きい問題で、これを放置されておっ

たら、船の航行には大きな影響がある。漁業の操業にも大きな問題がある。そこらあたりはどのよう

な考えで今後取り組もうとされておるのか、ちょっとご意見だけ聞かせてほしいと思います。

○小林代理人 私が、今後、確かにおっしゃるとおり公の海でこういうことで使わせてもらって貿易

をやっているんですけれども、我々も商売ということでやっておりますので、これが例えば、全員平

等な立場で皆さん同じでできるんならいいんですけれども、例えば、今回は我が社の責任だよと、今



回は誰々の責任というふうになっちゃうと、法的に我々が不利な立場になると考えてまして、全体的

なそういう世の中の流れというか、法律ということなのか、こういう場合はあなたが責任をとりなさ

いということを社会的にも法律的にも、そういうことになれば、全員同じ立場でそういうことになれ

ば、我々としても、責任をとらざるを得ないと思うし、それはそういう責任をとることはやぶさかで

はありません。ただ、今までもそうですし、今までの事例幾つか見ても、荷主、荷物を受け取る側が

回収しましたという事例はないことはないけれども、少数であるというふうに把握していまして、そ

れを一方的に私、荷主の立場で、自分のところでじゃあ回収しますということも我々の立場からした

らちょっとできないということであります。

○中村代理人 つけ足しで、対応策として、今回運が悪かったのは、船の方のＰＩ保険が切れていま

して、保険のカバーが填補されてないということで、船の方も資力がなくて万歳しちゃったような格

好になっておるんですけれども、最近油濁損害賠償の関係でＰＩ保険に強制の、北朝鮮の残骸撤去の

問題とかありまして、ＰＩ保険が強制加入となっていますので、保険で賠償できない船が日本の港湾

に入りにくくなっているというのが政府の努力とかでそういう対応はされていますので、荷主側とす

れば、対応するとなれば、今回のシッパーが用船者ということであれば、船の用船契約の中で、保険

のかかってない船とは契約をしないというところでシッパーと用船者との方できっちりと契約を確認

させると、それを前提として保険荷主、荷受人としては、商売を始めるときにシッパーが用船者です

からちゃんとした船を使ってくれと、使ってくださいとか、そういった話をして、できるだけいい船

で運ぶと、船員も必要な管理された船会社の船を用船する、契約をするという形で対応を考えていく

ということが期待されるかなという感じではあるかと思います。契約としては恐らくそういう形で間

接的にチェックをするというふうになるかと思います。

あと事実上の問題については、もう審査請求人の方の法律の責任と、あと道義責任とか、そういう

のいろいろあるかと思いますので、でき得る限りの協力とか、という形になるんじゃないかとは思い

ますけれども。

○武島代理人 私の方からも、よろしいでしょうか。漁民の方初め関係者の方皆様、今回ご迷惑をか

けられたというのは十分ご理解はしております。ただ、一輸入者、一業者である請求人がすべてを負

担するには、余りにも金額的にも物理的にも大変な作業であるのはおわかりになると思うんですが、

やはり、こういった一個人の手に負えないことこそ、申し上げてみれば行政側がなさるべきことなの

ではないかというふうにも考えてはいます。

あとは、先ほど申しましたように、請求人の方でもこういった場合に備えて何か保険をかけること

ができないかというようなご相談を以前保険会社の方にも言っていたのですけれども、保険会社の方

では、そういった商品はないということでちょっと実現を見ていないというところであります。

○山内分科会長 ということは、今後、こういうことは起きるんですか、こういう事故が起きた後の

処理についての対応の仕方としては、こういう事例があるということですね。

○武島代理人 ちょっと、すみません。ご質問の趣旨が……

○山内分科会長 売買契約、法律上から言いますと、どっちに責任があるとか、ないとかという議論

になってきた場合に。

○小林代理人 ちょっとよろしいですか。ただ、今回の場合については、かなり船側の過失というの

がありまして、当直がだれもいなくて船が無操作の状態で走っていた。そんな多少天候は悪かったん

ですけれども、悪天候でもなくて、くらくらと航路ではないところを行って事故を起こしているわけ

です。そういう意味から、そういうことがどんどん起こるかと言ったら、必ずしもそうではない。

○山内分科会長 そういう事故が起きた後の処理の仕方について、もう少しスムーズにお互いに話が

つくような形でできないのかどうか。先ほどこちらの弁護士さんが言ったような、例えばちゃんと保

険に入っているような船を使って用船するということをおっしゃいましたけれども、そういった努力

によって、そういったことができる可能性というか。

○中村代理人 基本的にはまずシッパーの方が、用船者と直接の契約もありますので、シッパーの方

に頑張っていただくということになるかと思いますけれども。なかなか受け荷側の方で、貨物の物の

契約を超えてどこまで船の方でいい船出してくれということを言えるかどうかということになるとで

すね、実際に言ったからと言ってなかなか、シッパーの方としては売買契約上トラブルがあった場合

に責任をとられますので、変な船は出しませんとも言えないと思いますので、できるだけ、いい船と

取引があるシッパーを選定するというようなことは考えなきゃいけないのかも知れませんけれども、



そこはちょっと私も商売のことになるとちょっと詳しくはわからないんですが。

○小林代理人 ちょっとひとつ実態、これもちょっと後ろ向きの話になるかもしれないけれども、我

々の商売の実態からすれば、我々は、要は簡単に言えば品物と値段と揚げ地だけを我々決めて、あと

はもう全部シッパーに任せきり、どういう船に積むかというのはシッパーが船会社と契約して、船を

。 、 。 、選んで出してくるわけです 我々が船を選んで コントロールしている実態ではないんです だから

いい船を使ってくださいということは言えますけれども、あとはシッパー側のオークションで、フレ

ートも向こうで合意して積んでくると。最近、問題になっているのは積み方にも、うちの場合はそん

なことはなかったと思うんですけれども、去年あたり流した中には、やっぱり積み過ぎているんで荷

崩れを起こしたとか、そういうことも結構あると思うんですけれども、それはほとんどが船会社側が

権限を持っていまして、どういうふうに荷物を積むかということは全部船長のセクションになってい

まして、だから我々簡単に言うと、船のことについて我々がコントコールしたり、口出し、こういう

ふうにしてくださいとかいう立場ではないんです。例えば、契約書にも船のタイプとか、どういう船

にどれだけ積めとか、そういうことがうたわれているわけじゃなくて、我々としては、シッパー側に

安全な船で我々の揚げ地まで安全に届けてくれるというのはシッパーが負っているという理解をして

おりますので、我々の商売相手であるシッパー側の責任を追及するというのは気がひけるんですけれ

ども、責任、やっぱり安全な船を選んで我々の目的地まで届けるというのは、やっぱり売り手側にそ

ういう責任があるんじゃないかと。あとは、売り手があって、船会社が、そちらの方の責任の比重が

重くてしかるべきなのかなというふうに思います。買い手側に、ちょっとこういう例えをするの不適

切かもしれませんけれども、例えば、国内でトラックが走っていますと、これで例えば荷物がひっく

り返りましたと、だれの責任かということになると、まず集配者、あるいはそれが過積載だったら荷

物を積んだ人、それで受け取り側の責任が問われるというのはほとんどあり得ないと思うんですけれ

ども。それまで問われるとなると、やっぱり貿易上支障が出てくると思いますので、その点はご理解

いただきたいと思います。

○山内分科会長 責めているわけではないんですよ。ただ、今後の参考のためにちょっと聞いている

だけの話で。

○服部委員 私が聞きたかったんは、もう大きい問題が起きた。今後もまた今言われたようなもんだ

ったら、ただ船のとか何とかを選べないとか何とかいうような返事だったとき、やはり今の日本の法

。律ではＰＩ保険に入っていない船は入港できないというようなことになっとるんじゃないかなと思う

私はそういうように思うんですけれども、そういうことまでも言えないと、ちゃんとした船でお願い

。 。 。 、しますよとも言えない 責任はだれにもない 私らはありませんよと ＰＩ保険にも入ってなかった

何にもなかったら船も沈んだら沈んだままでそこに置いてある。ここで道義的なもん、何にも感じん

で、私ら商売ですけん、買い手ですけん何にもできませんと、これはもう今後もやられたら、これ今

被害を受けとんは地元の漁業者ですから。漁業者は地元の人。その分を何にもない。私らは商売で、

買い手で、これ以上のことは何もできませんと言われたら、何か今度は逆に、漁業者の立場とか地元

の人が、国に対して、こういうようなものはちょっと差しどめしてくれというようなお願いをしなき

ゃならんというようなことになろうかと思いますので、そこらだけはちょっと考えていただいて、商

売を、お互いに皆さん商売せないかんのですから。おたくらもちゃんとこうして商売、特に外国から

輸入せないかん。せないかん以上は、今後こういう事故があったらこういうもうないようにするんが

一番なんですけれども、やはり保険とか何とかは十分整っておる船とか、これは天候のことですし、

自然が相手で船は特にいろいろ事故等もあろうかと思いますし、これからもないとは限らんと思いま

すので、私らは今後はどういうようなことで取り組むつもりですかと、考えがありますかと、こうい

う大きい事故が起きた後で何か考えがありますかと言ったら、いやありません。我々には責任持てま

せんと、売り手が全部持つんですと、船が持つんですというようなことだったら、ちょっと逆に、今

度は我々が行政に対して、国の方に対して、こういうようなことでやられる船は無責任なやり方でや

られる船はどうか考えてくださいやということでお願いをせないかん立場になる。そこらにならんよ

うにだけちょっと考えていただきたいなと思います。

○小林代理人 実際、現時点で、ＰＩ保険に加入してない船は入港できないようになっておりますの

で、これもっと詳しい事情を言うと、三月からだったか、この船が座礁する少し後に義務づけられま

して、この船も実はその前に入っていた保険があるんですけれども、それを書きかえる一週間ぐらい

のブランクの間にこの事故が起きたんです。



○服部委員 いや、私らはそういうことも確認できんのですかという、積み荷を買う場合に。受け取

ったらもう私のもんです、それまでは全然関係ありませんというようなことで考えられておるんです

かと言っておるんです。

○小林代理人 こういう座礁事故、あとは油濁ですね。それを防止するために行政の方がそういうふ

うにつくられて、現在ではもうその保険なしては入ってこれなくなっていますので、ただこれについ

ては、船体と油についての話なんで、では木材はどうなんだと言われたら、現状、我々も本当におっ

しゃるとおり何とかしたいと思って保険までかけようとしたんですけれどもかけれなかったというの

が現状で、じゃあ、あとお前らがどうするんだと言われても、言われる気持ちはよくわかるし、それ

ぞれの立場があるというふうなことは思うんですけれども、まだどうすればいいというのはわかって

ないというのが現段階の実情です。

○山内分科会長 よろしいでしょうか。

それでは、これでこちらからの質問は以上で終わらせていただきます。どうもご苦労さまでござい

ました。

○武島代理人 先ほど申しましたように、Ｂ／Ｌ関係の主張と補充するような書面とあわせて必要な

証拠類、あわせて提出したいと思っております。

○山内分科会長 はい、よろしくお願いします。

○橋本計画課長 会長、十分ぐらいお休みして。

○山内分科会長 それでは、十分ほど休みますので。

午後二時五十分休憩

午後三時〇〇分再開

漁港漁場整備部長あいさつ

○山内分科会長 それでは、漁港漁場整備部長である影山部長がお越しいただきましたので、まずご

あいさついただきましょうか。

、 、 、○影山漁港漁場整備部長 本日は 漁港漁場整備分科会を開催いたしましたところ 公務ご多忙の中

ご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、本日は、先ほどのように行政不服審査二件につきまして、審査請求人からの意見の聴取を行

っていただいたところでございますけれども、本日の請求人のご意見も踏まえまして、今後、本審査

請求に対する審議会としてのご意見の取りまとめをお願いすることとなりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

さて、本日は、せっかくの機会でございますので、現在の国会に提出されております平成十八年度

の水産基盤整備事業等の予算案の概要についてご説明申し上げますとともに、去る二月二十二日に開

催されました第三回オーライ！ニッポン全国大会というのがありますけれども、そちらの方で、農林

水産大臣から認定書が授与されました「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」について、さ

らには、昨日最後の検討委員会を終了いたしましたが、漁業地域防災対策検討委員会の検討結果につ

いて、担当課長の方からご説明を申し上げる予定でございます。

平成十八年度の水産基盤整備予算につきましては、国際化に対応した水産基盤整備の整備、海洋ポ

テンシャルを高める漁場関係の整備、災害に強い漁業地域づくりなどに重点を置くことにしておりま

す。

水産業におきましては、ご案内のとおり原油の高騰、大型クラゲの襲来など、厳しい状況が続いて

おりますけれども、これらの困難を克服し、国際競争力のある強い水産業や産地づくりを行っていく

ことが必要であります。そのため、本予算を活用していただくことを私どもとしても期待していると

ころでございます。

また、平成十八年度におきましては、漁港漁場整備長期計画の改定が予定されておりまして、本分

科会におきまして、その内容について後日ご議論いただくこととしております。委員の皆様には、水

産業の振興と漁業地域の発展のため引き続きご支援いただけますようよろしくお願いいたします。

簡単ではございますがごあいさつにかえさせていただきます。

○山内分科会長 ありがとうございました。

報告事項



① 平成十八年度水産基盤整備事業予算（政府案）の概要について

② 平成十八年度整備課関係事業予算（政府案）の概要について

③ 平成十八年度防災漁村関係課関係事業予算（政府案）の概要について

④ 「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」の選定について

⑤ 「漁業地域防災対策検討委員会」の検討結果について

○山内分科会長 それでは、次に報告事項につきましてご説明いただきたいと思います。よろしくお

願いします。

○橋本計画課長 それでは、計画課長の橋本でございますが、お手元の資料の二でございますが、平

成十八年度の水産基盤整備事業の予算につきまして、説明させていただきたいと思います。

これについては、前回概算要求という私どもが財務省に要求している段階のもので概略を説明して

おりますので同じでございますが、若干繰り返しになると思うんですけれども、説明させていただき

たいと思います。

この漁港であるとか、漁場であるとか、漁村であるとかを整備するための予算といたしましては、

資料二の一ページ目をめくっていただきますと、概算決定額というところがございますが、一千五百

九十九億四百万円という予算をいただくことになりました。これは、昨年度と比較をいたしますと九

四・七％ということでマイナスの予算となっております。

しかしながら、これは、水産基盤整備だけではなくて、ほかに、水産庁には非常に重要な課題がい

ろいろあるということで、そちらの方にお金を三十七億円を回しておりまして、それらと一体的にや

ろうということになっております。

、 、 、この予算の重点的な事項ですが これは先ほど部長の方からもお話しをいたしましたように まず

水産物の競争が非常に厳しくなってきた。今般、例えば、ノリをさらに外国から輸入するのができて

きたということもございますし、反対に世界の水産物の自給が逼迫してきたということもあり、我が

国から外へ輸出するものもふえてきつつあるということもございますので、対外的に競争力を高める

ということと、それから、あとは外国にも輸出していくというため、両方の目的から、公約の上、あ

。るいはそこにあるいろいろな機能を高めていこうという予算をつくっていくためにもってございます

それから、二つ目の、海洋ポテンシャルを高める漁場環境の整備ですが、いろいろ努力はしておる

んですが、残念ながら、沿岸漁業、それから養殖業についても、まだ少し微妙に下がっている状況に

ついてございます。沖合漁業については、まだ落ち込みが大きいという状況になっております。

資源的に分析をいたしましても、かなり資源が低位な状態になっている状況にございますので、こ

れらを何とか回復していきたい、そのためにも漁場整備等を確保したいということでございます。

そして、最後に災害に強い漁業地域づくりということですが、ご案内のように、我が国は地震国で

もございますし、台風であるとか、さまざまな災害に襲われるということなんですが、特に地震に関

しましては、我が国の各地域でこれから大規模な地震が想定され、それに関連して津波が各海沿いで

あるいろいろな集落を襲うということが想定されます。

そういう意味で、そこで住んでいらっしゃる方、あるいは漁業等を営んでいらっしゃる方が安全に

暮らせるように、また、魚の流通の拠点の港が動かなくなることによって周り中が魚の流通がとまっ

、 、てしまうということで 生産者及び消費者の方々が非常にお困りになるということがございますので

拠点的な港でのそういう整備というのものも考えなくてはいけません。

そういうような三つの柱にのっとりまして、予算を重点的に配備をするということが大切でござい

ます。

詳しくは次のページからございますが、あと、ページが記してございませんが申しわけございませ

んが、一番後ろに絵でちょっと簡単にかいておりますが、ちょっと小さくて申しわけございません。

、 、 、ちょうど真ん中の上の方に 複数の事業主体による漁場整備というのがあって 一番左側に浮魚礁

真ん中の魚礁の設置、それから右側に人工海底山脈という絵がかいてありますが、それぞれ、沿岸だ

けではなくて少し沖の地域で、これまでは大体自分の港の前にある地先のところの漁場整備というの

が進められていたわけですが、沖合域については余りできなかったということで、ことしは、あるい

はＡ県とＢ県とか、Ａ町、Ｂ町、Ｃ町といったような複数の事業車体を連携して、少し沖の地域のこ

ういったような整備をすることによって、今まで十分に整備ができなかったエリアをさらに資源を開

発していきたいというようなのがこの一つ目のものでございます。



その下に、種苗放流と連携した漁場の保全創造というふうに書いてございますが、ことしは特に内

海であるとか、砂浜のところをちょっと想定しているんですが、海の中の砂の周りのところに、だん

だんヘドロのようなものがたまってしまって、漁場として余り効果をなさないというところがあるん

ですけれども、こういうところをきれいにすることと、それから、例えば、二枚貝だとか、そういう

ものを放流すると貝も自分で回りのものを食べるということで環境をきれいにするということもござ

いますし、ですから土木的なそういう工事と生物がうまく生きるということを一緒にすることによっ

て効果が倍増するんではないかということで種苗を放すということと漁場をきれいにするということ

を連携してやることで効果を高めたいというのを進めていきたいと思っております。

それから、左下の方にありますが、国際化に対応した水産基盤の整備というのがございまして、ち

ょっとこれは絵ではなかなかわかりにくいんですが、港の絵がちょっと左下にかいてございますけれ

ども、中で使う水を水質をきれいにするということで、そこの中で扱うものの衛生管理を高めたこと

、 、 、とか これ岸壁のように屋根がかかっているような絵とか そういうのがここら辺だけれどもですが

より外のいろいろな動物だとか、自然光とか、そういうものに影響を受けることなく、衛生管理を指

定された形で魚を扱うことできるようにしていこうということでございます。

そして、そこで働く人も雨から守れて楽に、そしてみんなでたくさんの人たちが力を合わせてやっ

ていくことができればコストの削減もできるんじゃないかということで、衛生の質、あるいはコスト

の面で対外的に模写ができるような、そして外国にも輸出ができるようなものの体制をつくっていき

たいということでございまして、これをやる場合は地域の人たちと話をさせていただいて、地域の先

客づくりなどにもあわせてやっていきたいと考えております。

それから、ちょうど真ん中の下の災害に強い漁業地域づくりというのがありますから、これは絵は

右側の方にあるんですけれども、ちょっと絵が小そうございますが、一番上に漂流防止という絵がか

いてありまして、骨組みと線が引いてある漁業があると言いますか、津波が来たときに、港の中にあ

る船だとか、それからいろいろなものが津波と一緒に集落を襲うというのを防止するために、港の後

ろに漂流したものが引っかかる、漂流防止フェンスというものとか、あるいはその下にございますの

は、岸壁の耐震化ですけれども、地震が来たときにも、徹底的な水産物流通の中心になるような港は

壊れないように、しっかりとつくっておくというようなことであるとか、それから荷さばき所という

魚が集まるところについては耐震化を強化すると、あるいは避難する場所をつくるとか、というよう

なものの重点化として考えております。

今回の予算についてはこういうところで説明をさせていただきました。

私からの説明は以上でございます。

○宇賀神整備課長 整備課長の宇賀神でございます。

続きまして、お手元の資料の三、平成十八年度整備課関係（政府案）の概要についてご説明をさせ

ていただきます。

一枚めくっていただきますと、ここに一覧表がございます。私どもの整備課は、漁港、漁場整備事

業の実施を担当しております。補助金の交付決定であるとか、あるいは設計積算基準を作成して、実

施しておりますけれども、あわせまして、事業と関係いたします幾つかの調査を実施しております。

それがこの表でございます。この五点でございますが、一番上の、生育環境が厳しい条件下における

増養殖技術開発調査事業、これは、平成十八年から新しく始めようとするものでございます。

二番、三番、四番については、昨年から引き続いて行おうとするものです 。。

それから、五番目につきましては、国から地方へという税源の移譲がございまして、平成十八年度

は継続はしますけれども、各地方で予算を計上して実施するということになっております。

では、一番から四番目につきまして、概要をご説明いたします。二ページをごらんいただきたいと

思います。

、 。生育環境が厳しい条件下における増養殖技術開発調査事業 これは沖の鳥島を対象にしております

ご承知のとおり、沖の鳥島は、潮位が上がってまいりますと、二つの島がございますけれども、片

方は十五センチぐらい、片方は三十センチぐらいになりまして、島の存在というのが危ぶまれる状況

でございます。ただ、この沖の鳥島が持っている二百海里面積といいますと約四十万平方キロで、国

、 、 。 、土の面積よりも少し広く重要であり 政府としても 利活用を図っていく必要がございます 私ども

水産庁の立場から言いますと、リーフの内外の漁場整備がございますけれども、この調査は、リーフ

内の珊瑚礁の増殖に目を向けておりまして、現在、卵の着底率が非常に小さく、減ってきているとい



うような状況がございます。

そこで、その下の事業内容の（１）から（５）にございますように、サンゴの種苗生産技術の開発

を平成十八年度から平成二十年度までの三カ年にかけまして実施していきたいと考えております。最

終的には、平成二十年度にガイドラインという形で技術をとりまとめまして、沖ノ鳥島、あるいは沖

縄、あるいは島嶼国、そういったものに活用できるようなものをつくりたいと考えております。

次に、三ページをごらんいただきたいと思います。

これは藻場・干潟生産力等改善モデル事業の内容でございますが、二つに分かれておりまして、事

業内容のところに （１ （２）がございます。、 ）、

まず （１）の緊急磯焼け対策の検討でございますが、これについては、藻場というものは水産生物、

の産卵、幼稚仔の育成等で、重要な場所でございますが、全国的に磯焼けが起こっております。二十

六都道府県から磯焼けが生じているという報告を受けております。そこで、平成十六年度から、その

対策を検討しておりまして、平成十八年度に、それらの成果をガイドラインとしてまとめて、各都道

府県に配布するということにしております。

これまでの主な成果としましては、特にウニの食害が顕著なところについては、ウニを除去すると

海草は復活する、回復するということがわかっておりまして、今後、ウニの除去、これをどのように

すればいいのかというようなことが課題でありまして平成十八年度も研究を進めてまいります。

それから （２）の方は、干潟でございますけれども、これもアサリの生産量の減少など生産力が低、

下しておりますので、その改善方策を検討し、平成十九年度にガイドラインをまとめることにしてお

ります。

次に、四ページをごらんいただきたいと思います。

増養殖機能等実証調査事業でございます。

これも、中身は二つに分かれてございます。

２の事業内容のところ、まず（１）の貝殻を活用した増養殖場造成実証調査でございます。

これは、海面の養殖生産によりホタテ、カキ、などの貝殻が年間約五十万トンほど発生しておりま

して、カキについては、かなり貝殻が利用されておりますけれども、ホタテについてはまだ一部の漁

港に山積みされていたりとか、そういったことがございます。そこで、この調査では、ホタテの貝殻

を漁場整備に使えないだろうかということで、青森県、北海道等のご協力をいただきまして、そのた

めの技術開発を行っております。

（２）番目のところでございますが、資源回復に適した水域と環境調査でございます。これは、漁

港というものは湾の奥の方にございまして、本来魚が育ちやすい、稚魚が育ちやすい環境にあるわけ

でございますけれども、さらに、一層、そうした漁港の持つ生物をはぐくむ機能を向上させるための

漁港施設のあり方、どのような施設を作ればそういった生物繁殖機能が向上するのか、その調査を行

っているところでございます。

、 、 。最後 五ページでございますけれども 自然エネルギーを利用した水域環境改善事業でございます

これは、漁港の水域の中、ここでは今申し上げました小さな水産動植物の生息空間であり、産卵場

所であるということのほかに、活魚流通のための蓄養水面、あるいは中間育成水面として、生きた魚

が漁港の中で飼われるというようなことがございまして、課題としては、漁港の中の水質をどのよう

に改善していくかということがございます。海水の交換を従来からやってまいりましたけれども、こ

の調査では、そのほかに、例えばポンプによる外海水の強制導入、あるいはマイクロバブルというよ

うな手法を使い溶存酸素を増やしていくことによって、水質がどういうふうに改善されていくのか。

また、それを実施するためには、エネルギーが必要でございますので、風力発電等の自然エネルギー

を活用して、そうしたエネルギー供給を行って漁港の中の水質を改善する手法、これを平成十七年度

から平成十九年度にかけて実施することとしておりまして、来年度も実施していきたいと考えており

ます。

整備課関係、以上でございます。

○小關防災漁村課長 続きまして、防災漁村課関係でございますが、私、防災漁村課長の小關でござ

います。

資料四、それから資料五、資料六と三件につきましてご報告させていただきます。

まず、資料四の私どもの課の予算の概要でございまして、私どもの課の関係では、名前のとおり防

災の関係と、それから漁村と言ってもなかなか一口にはわかりにくいと思いますけれども、いわゆる



漁村の活性化、それから沿岸漁業の構造改革、そういった大きく三つぐらいの柱から成り立っている

ということでございます。

ページが振ってないんで恐縮でございますけれども、海岸事業の関係でございますが、この中の平

成十八年度の目玉といたしましては、スマトラ沖の地震であるとか、それから福岡の西部沖の地震で

、 ， 、 、あるとか 昨今の切迫する大規模地震 あるいは津波災害とか そういったものに対応いたしまして

特に高潮災害に対する対策整備を最重要課題として予算をつけてございます。

そこに書いてございます三十六億円という数字につきましては、上の表と必ずしも合致しませんけ

れども、これは、関連予算を足し合わせたものということでございます。

次のページをお願いします。

次のページに今お話し申し上げましたけれども、津波危機管理対策緊急事業というのが平成十七年

度に創設されておりましたけれども、その中に高潮の関係を一つ新たに創設したということでござい

まして、ゼロメートル地帯における高潮対策としての水門の自動化、それから遠隔操作化とか、堤防

護岸の破堤防止とか、ハザードマップ作成とか、そういったようなものへの拡充でございます。

それから、その次のページでございますけれども、災害復旧事業等の予算の概要でございます。

これは、異常な天然現象によりまして被災した漁港施設とか海岸、あるいは漁業用施設につきまし

ての災害復旧事業を実施するための経費の一部を負担する、あるいは補助するといったようなもので

ございまして、今、数字だけ見ますと平成十七年度、平成十八年度、十一億円ぐらいの措置費用とな

っています。ここには載ってございませんけれども、年間を通じますと大方の予算は補正予算で組ま

れることになっておりまして、例えば、平成十七年度の事例ですと約百二十億円ほどの予算が、その

後手当されているということでございます。したがって、状況にもよりますけれども、平成十八年度

におきましても、同じような金額に最終的にはなるのではないかというふうに思います。

、 、 、 、それから その次でございます 平成十八年度の防災漁村関係予算 非公共でございますけれども

先ほどお話し申し上げました沿岸漁業の構造改善の関係と、漁村の活性化ということでございます。

これは、強い水産業づくり交付金という中の内数として使われてございます。ここで特にお話ししな

ければいけないのは、下の注のところに書いておりますけれども、強い水産業づくり交付金のうちの

施設整備事業以外の、いわゆるソフト事業につきましては、平成十八年度予算から三位一体改革によ

りまして、税源移譲分ということで廃止をされてございます。

次のページお願いします。

経営構造改善目標、いわゆる従来の沿岸漁業構造改善事業でございますけれども、これは、平成十

、 、八年度の新しい業務といたしましては ノリ養殖業者が取り組む漁業生産基盤等の整備に限りまして

受益の戸数を十戸以上から三戸以上に緩和するとか、そういった条件の緩和。

それから （四）の昨今の燃油の高騰に対しましての燃油コストの削減に資する水産関係共同利用施、

設の整備ということで、燃油補給施設、あるいは陸電施設の整備ということをメインに追加してござ

います。

それから、その次の（五）でございますけれども、ノリの養殖の構造調整、あるいは競争力強化施

設の整備ということで、ノリ高性能刈取船、あるいは大型ノリ自動乾燥機、そういったものを対象施

設として追加してございます。

次に、漁村地域の活性化の関係でございますけれども、これも、平成十八年度の新しい内容といた

しましては、まず先ほどからいろいろと話題に出てございますけれども、災害に強い漁業地域づくり

を推進するために、荷さばき施設等の耐震強化、それから非常用電源を確保するための施設等を追加

しております。

、 、 、 、それから もう一つは 都市と農山漁村の共生・対流と言いますか 交流をより活性化するために

地域産物販売の提供施設等につきまして、より効果的に目的が達成される場合におきまして、漁業集

落に加えその周辺の陸域及び海域も対象地域を拡充するというものと、それから、地域内である施設

の省エネ化等を図るために省資源型施設を追加するということです。具体的に申し上げますと、例え

ば、幹線道路から外れたような地域があった場合に、その当該地域だけではなかなか集客が行われに

くいといったような場合に、その幹線道路まで地域を拡大して、言ってみれば、こういった幹線道路

の主要なところにアンテナショップみたいなものをつくってやるとか、それから、海域の関係につき

ましては、例えばダイビング等があるわけですけれども、漁場から多少離れているようなダイビング

スポット等も対象地域として拡充するといったようなものでございます。



それから、省資源型施設ということでは、バイオマスの関係の発電であるとか、それから、コージ

ェネレーションのシステムですとか、そういったようなものの省資源型施設を整備するといったよう

なものが新規として追加されてございます。

それから、その次の都市漁村交流促進事業でございます。

これは、平成十八年度までの事業で、言ってみれば平成十八年度が最後の総仕上げというところで

ございますけれども、趣旨のところに書いてございます二〇〇七年問題、いわゆる団塊の世代の大量

に定年を迎えるといったような方たち、そういった方たちに対してどういうふうに取り組んでいった

らいいかといったようなことでシニアのための交流活動調査事業といったようなものを新たに仕組ん

でございます。

以上が、防災漁村課の関連の平成十八年度の予算の概要でございます。

それでは、引き続きまして、資料五でございます。

先ほどの部長のあいさつにもございましたけれども、未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選

といったようなものを、平成十七年度の事業におきまして取り組みました。その中身といたしまして

は、全国の漁村に残る歴史的文化的に価値の高い施設、それから貴重な工法や様式の施設などを歴史

文化財産百選として認定することを通じまして、都市と漁村の交流の場、あるいは手段としての活用

を促し、さらに、国民の水産業や漁村に対する理解、関心を醸成することを目的とするといったよう

なものでございます。漁業に使われるもの、それから建築、土木、あるいは史跡、遺跡、それから、

その他の工作物といったようなものを対象といたしました。

これは、平成十七年九月の初めから十一月にかけまして、インターネット等におきまして一般から

募集いたしました。

応募総数といたしましては三百五十件ございまして、これは、ダブりはございませんで、このよう

に三百五十カ所という応募総数がございました。それをもとにしまして、都道府県によりまして、言

ってみれば一次選定を実施していただきまして、この段階で二百二十七件に絞り込まれ、それを今度

は一番下の右側に書いてございます、例えば作家の立松和平さんとか、それから写真家の沼田早苗さ

んとか、そういった方たちからなる委員会によりまして、選定の委員会を行いまして、一月二十五日

に漁業漁村百選という形で絞り込まれました。百選と申しましても、例えば数通りではないものもあ

りますけれども、今回私どもの場合きっちり百を選びまして、ただし、中にはいわゆる集落と言いま

すか、幾つかの施設が集まって一つの単位として扱うといったようなものもありますけれども、そう

いったことで地区の選定をいたしまして、二月二十二日にオーライ！ニッポンの全国大会で漁業漁村

百選の代表地区に対しまして農林水産大臣から認定証を授与させていただきました。

その後ろのページに百選の具体的にどこどこ、どんなものというようなものが書いてございます。

これを見ておわかりのように、先ほどもお話ししましたけれども、例えば、一番上の北海道の鰊の関

係です。これなんかは群でとらえているといったような形で、百選が選ばれたわけでございます。

その次のページに五例ほどありますが、北海道の鰊御殿とか、それから魚つき保安林とか、氷見の

三柱社、そういったこの五つの地域の代表の方に代表して認定書を受け取っていただいたということ

でございます。

それから、最後でございますが、資料六でございます。

漁業地域防災対策検討委員会ということで、最終的な目標といたしましては、災害に強い漁業地域

づくりガイドラインを策定するということで取り組んだわけでございますので、取り組みの姿勢とい

、 、 、 、たしましては 漁業従事者や それから一般市民の安全の確保 それから災害時に水産物流通の確保

それから漁村の総合的な防災強化の対策といった、そういった大きな三点につきまして、検討を行っ

てまいりまして、都合九月から昨日まで四回にわたって検討会を開催いたしました。検討会のメンバ

ーといたしましては、東北大学の附属災害制御研究センター長の今村文彦教授等、各地方地域の方々

何人かの方々に委員になっていただきまして、ガイドラインを何とか作成できたということでござい

ます。

具体的に特記すべき内容といたしましては、例えば、沖合に出ている船についてどうするかといっ

たような点、これは、従来ですと、沖合に出ている船はどうしたらいいのかなかなか対応がはっきり

してなかった点もあるんですけれども、今回、沖合に出ている船につきましては、例えば水深五十メ

ートルぐらいの地域に少なくとも六時間程度はとどまっていた方がいいですよといったような話であ

るとか、それから、一方で漁師さんたちが陸にいる場合、あわてて船を見に行くのではなくて、やっ



ぱり人命優先なので、そういう場合は、すぐに船を放り出してでも、陸の方、高いところに向かって

、 。 、 、逃げてくださいとか そういったようなこと それから対策のための協議会をつくって 事前の準備

あるいは実際に災害が起きたときの対応というものを検討する、そういったような内容がいろいろ盛

り込まれてございます。あくまでもガイドラインでございまして、これをもとにして、各地域地域の

、 、 、方たちに その対応ぶりを考えていただきたいということで このガイドラインを受けまして私ども

日本全国何カ所かに分けまして、説明会等をできるだけ早い時間に行うよう考えています。

以上でございます。

○山内分科会長 ありがとうございました。

ただいまの説明に何かご質問ございますか。

もしなければその他に入らせていただきましてよろしいですか。

（ ありません」の声あり）「

○山内分科会長 はい、ではそのようにさせていただきます。

そ の 他

○山内分科会長 では、その他ですけれども、計画課長、何かございますか。

○橋本計画課長 どうもありがとうございます。

では、次回の漁港漁場整備分科会の日程でございますが、先ほど分科会長がおっしゃいましたよう

に、行政不服審査請求に係る分科会としての審議、答申をいただくことのほか、漁港漁場整備長期計

画についての諮問というもの、それから漁港の区域の認可についての諮問等を計上しております。時

期としては、七月ごろにお願いしたいと考えておりますので、日程調整等もございまして、今この場

で決定するのは無理だと考えますので、後日事務局からお諮りをさせていただいて、決定させていた

だくということにしたいと思います。

○山内分科会長 それでは、今、ご説明のとおり、次回分科会の日程につきましては、後日事務局の

方から提案されて日程調整するということでよろしいでしょうか。

（ はい」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。

それでは、以上、本日予定しておりました議事につきましては無事終了いたしました。せっかくの

機会ですので、何かご意見、議題にかかわらず何かご意見ありましたらいただきたいというふうに思

いますがよろしいですか。

よろしいですか。

閉 会

○山内分科会長 それでは、ほかにございませんですので、以上もちまして、本日の漁港漁場整備分

科会を終了させていただきます。どうも長時間にわたりましてありがとうございました。

○橋本計画課長 どうもありがとうございました。

午後三時三十五分閉会


