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開 会

○橋本計画課長 お時間でございます。水産庁計画課長の橋本でございますが、ただいま

から第９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。

まず委員の出席状況について御報告いたしますが、水産政策審議会令第８条第３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７名中６名の委員

が出席されておりまして、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。なお、金子委員におかれましては本日御欠席でございますので、よろ

しくお願いいたします。

また、審議に入ります前に一点おわびを申し上げる点がございます。今回の審議会の開

催通知で諮問を予定しておりました行政不服審査の請求２件につきましては、諸般の事情

により次回以降の審議会で諮問させていただくこととなりましたので、よろしくお願いし

ます。

続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。まず次第がござい

まして、それから資料１として委員会の名簿がございます。それから、資料２といたしま

して「漁港漁場整備基本方針の変更及び漁港漁場整備長期計画の策定について」というこ

とで、その資料が資料２‐１、資料２－２とついております。資料の過不足はございませ

んでしょうか。よろしゅうございますか。

それでは、山内会長よろしくお願いいたします。

水産庁漁港漁場整備部長挨拶

○山内分科会長 それでは、審議に入ります前に影山漁港漁場整備部長がお見えになって

いますので、まず御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○影山漁港漁場整備部長 本日はお忙しい中を漁港漁場整備分科会に御出席いただき、あ

りがとうございます。

平成13年度に水産物の安定供給と水産業の健全な発展を理念といたします水産基本法が
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制定されましたけれども、これと軌を一にしまして漁港の整備と管理を目的とする漁港法

が「漁港と漁場の一体的整備を理念とする漁港漁場整備法」へと改正されました。そし

て、同法に基づきまして漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針、及び平成14年度から

18年度までの５カ年を計画期間とする漁港漁場整備長期計画が制定され、本年度が長期計

画の最終年度となっております。

現行の漁港漁場整備長期計画におきましては、第１に水産資源の持続的利用と良質な水

産物を安全で効率的に供給する体制の整備を図ること、第２に水産動植物の生育環境とな

る漁場等の積極的な保全・創造を図ること、第３に水産業の振興を核とし良好な生活環境

の形成を目指した漁村の総合的な振興を図ることに重点的かつ総合的に取り組むこととい

たしまして、漁港漁場整備事業を通じまして沿岸域の漁場環境を回復させるとともに、漁

業生産量を概ね37万トン増産させること、漁業集落排水処理を行うこととしている漁村の

処理人口を小都市並み（概ね６割）にすることなどを目標としているところでございま

す。

現行の長期計画策定以降、食の安全・安心に関する国民意識の高まりや消費者ニーズの

多様化、また生産面では燃油の高騰、さらには都市漁村交流の活発化、また地方分権や三

位一体改革の進展など、水産業や漁港・漁場・漁村を取り巻く情勢も大きく変化しており

ます。このような状況の中で、本日は漁港漁場整備基本方針の変更及び漁港漁場整備長期

計画の策定について諮問をすることといたしておりまして、今後何回かにわたる御議論を

いただくことを予定しております。昨今の水産業をめぐる厳しい状況を乗り越え、たくま

しい水産業・漁村を築くことができるような基本方針、長期計画となりますよう、委員の

皆様方の忌憚のない御意見をいただけたら幸いでございます。

また、本日は昨年10月18日に諮問いたしました青森県及び高知県の２県の行政不服審査

請求について答申をいただくことを予定しております。多岐にわたる審議になりますけれ

ども、委員の皆様におかれましてはどうぞよろしくお願いいたします。

簡単ではございますが、開会に当たりまして私の御挨拶とさせていただきます。

○山内分科会長 どうもありがとうございました。



- 3 -

議 事

（１）諮問事項

漁港漁場整備基本方針の変更及び漁港漁場整備長期計画の策定について(諮問第106号)

○山内分科会長 それでは、本日の議事に入りたいと思います。

本日は諮問事項が３件の予定でございましたけれども、先ほどの計画課長の御説明のと

おり、諮問事項は１件、また答申事項が２件となっております。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、本日最初の議事でございます諮問第106号につきまして、事務局から御説明

をお願いいたします。

○影山漁港漁場整備部長 それでは、お手元の諮問第106号を朗読させていただきます。

水産政策審議会長

会 長 小野 征一郎 殿

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 川 崎 二 郎

漁港漁場整備基本方針の変更及び漁港漁場整備長期計画の策定について

(諮問第106号)

標記について、漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第６条の２第６項において準

用する同条第３項及び第６条の３第４項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。

〔諮問書手交〕

○山内分科会長 ただいま漁港漁場整備基本方針の変更及び漁港漁場整備長期計画の策定

について諮問いただきました。

本件に関する今後の審議の進め方、見直しの視点について事務局から説明をいただき、

その後皆様方から御質問を受けたいと思いますので、まず資料の説明をお願いしたいと思

います。

なお、水産政策審議会の所掌事務のうち漁港漁場整備法の規定によりまして審議会の権
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限に属された事務につきましては、水産政策審議会令第５条第１項の規定によりまして当

分科会が処理することとなっております。今後、当分科会で審議した後、答申を行いたい

と存じますので、よろしくお願いいたします。

では、説明をお願いいたします。

○橋本計画課長 それでは、ただいま諮問いたしました漁港漁場整備基本方針の変更及び

漁港漁場整備長期計画の策定につきまして、まず今後の審議の進め方等につきまして御説

明したいと思います。資料２‐１をお開きいただきたいと存じます。

１ページには長期計画の策定に係る水産政策審議会漁港漁場整備分科会開催の当面のス

ケジュール（案）をお示ししております。

まず、本日は基本方針の変更と漁港漁場長期計画の策定について諮問をさせていただい

ております。そして、10月の中旬を目途に、基本方針の骨子案についてお諮りをさせてい

ただきます。また、長期計画の構成等につきまして、お諮りをしたいと思っております。

そして、11月下旬には基本方針の素案についてお諮りをしたいと思っております。また、

長期計画の骨子案についても御議論いただきたいと思っております。そして、年が変わり

まして、時期は未定でございますが、基本方針の答申及び漁港漁場整備長期計画の答申を

いただきたい。このようなスケジュールで進めさせていただきたいと考えている次第でご

ざいます。

次に２ページでございます。「漁港漁場整備基本方針と長期計画の見直しについて」、

表にまとめさせていただいております。左側の枠の中に漁港漁場整備基本方針がございま

すが、この中では、基本的な方向、あるいは事業の効率的な実施、そして施工上必要とさ

れる技術的指針や事業の実施に際し配慮すべき環境との調和等の項目がございまして、こ

れらを受けた形で現行の長期計画を立て、それを推進しているという構成になっておりま

す。

これらを推進しているところですが、真ん中の下の欄にございますように、現行長期計

画には位置づけられていない事項、例えば国際競争力の強化、良好な景観の形成、あるい

は自然災害等に対する防災上の安全性の向上といった課題、また新しいニーズといたしま

して、我が国の排他的経済水域での生産力の向上を図らなければいけない、あるいは多様

化する流通への適切な対応等、このような課題が生じてまいりました。

また、右上に「さらに追加すべき取組」と書いておりますが、沿岸域の水質浄化機能の

発揮であるとか、市場統合と連携した産地機能の強化等の課題が出てきたこともございま
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して、これらを受けた形で基本方針の見直し、そして次期長期計画の策定を行いたいと考

えている次第でございます。

３ページをお開きいただきたいと存じますが、３ページは基本方針の見直しの視点でご

ざいます。「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針」と同時期の平成14年３月に水産

基本計画が閣議決定されました。左側のラインでございます。ここでも水産物の安定供給

の確保、水産業の健全な発展、そして団体の再編整備等のことが並べられているわけです

が、さらに見直しの視点として下に掲げた５項目を挙げまして、現在、見直しの作業が進

められているという状況でございます。

また、真ん中の欄に「漁港漁場をめぐる情勢」とございます。これは後ほど別の資料で

御説明をさせていただきたいと思いますが、さまざまな状況の変化が起こってまいりまし

た。これらを受けて、右の欄になりますが、現在の漁港漁場整備基本方針につきましては

内容の追加・充実を図る必要があるということで、喫緊の課題に対する国民にわかりやす

い施策の推進、また事業の効率化を図るとともに意欲ある取り組みを引き出す施策の推進

を図る必要がございますので、基本方針の見直しを行いたいと考えている次第でございま

す。

４ページをお開きいただきたいと存じます。「次期漁港漁場整備長期計画作成の視点」

でございます。現在の長期計画も平成14年３月に閣議決定が行われたものでございまし

て、14年から当年度（平成18年度）までの５カ年間の計画で進められているところでござ

います。

そして、それぞれ基本課題、目指す成果、事業量等が定められております。詳細は後ほ

ど御説明させていただきたいと存じますが、目指す成果のところでは、現在の漁業の生産

量を概ね37万トン増産させる。あるいは、漁業集落排水処理を行うことで漁村の処理人口

比率を小都市並みに上げるといった課題に基づいて実施をしているところでございます。

それぞれの進捗状況があるわけですが、真に国民に裨益する重点施策への集中投資とい

った考え方から、新しい長期計画を策定してまいりたいと希望している次第でございま

す。

以上が今回の審議の進め方及び方針でございます。

続きまして、資料２‐２に基づきまして、それらを取り巻く状況、あるいは長期計画の

進捗、また今後の視点等につきまして、参考資料で御説明をさせていただきたいと存じま

す。
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１ページをお開きいただきたいと存じます。漁港・漁場・漁村を取り巻く状況の①で

す。図をごらんいただきたいと存じます。世界の人口はここ30年の間に約37億人から60億

人余と増加しておりますが、この間、世界の水産物の供給はそれを上回るペースで獲れて

きていたところでございます。それ以降、これから30年間も人口増が考えられるのです

が、既に世界の水産物の供給量は頭打ちの状況になっているということで、これからは水

産物の供給不足が懸念されるところではないかと考えております。

その下の欄をごらんいただきたいのですが、我が国周辺水域における現在の資源の水準

を見ていただきますと、平成15年、平成16年、平成17年とも「低位」となっている群が圧

倒的に多ございまして、平成17年では高位な群が13系群、中位が30系群、低位が50系群と

いうふうに、資源状況は極めて低い状況になっているところでございます。

また、右側に「磯焼け」により魚介類に大切な藻場が全国規模で消失しているという絵

を示しております。北の方は主にコンブ類などの磯焼け、それからガラモ類、アラメ・カ

ジメ類、それぞれがいろいろな要因に基づきまして大規模に消失する磯焼けの状況が進行

している状況にあります。

こういう状況はあるわけですが、真ん中に地図がございますように、我が国は、国土面

積は世界で60番目ですけれども、排他的経済水域は世界で６番目、かつ世界の３大漁場の

一つという極めて生産性の高い海を持っていますので、ここの中での資源をいかに回復

し、そこをいかに確保していくかということに施策を向けていく必要があるのではないか

というふうに考えている次第であります。

２ページをお開きいただきたいと存じます。文章の中ですが、産地価格の低迷あるいは

国際的な燃油価格の高騰等などにより漁家の経営は極めて厳しく、圧迫している状況にご

ざいます。この産地の価格低迷に絡むとも考えられますが、「食料支出額に占める形態別

の割合の推移」を見ていただきますと、外食及び調理食品等のウエイトがどんどん高くな

っておりまして、生鮮魚介類のウエイトがどんどん下がってきている状況にございます。

また、右のグラフ、「鮮魚の購入先の経年変化」を見ましても、これまで一般小売店の比

率がどんどん下がってきておりまして、７割近くがスーパーで購入されるということにな

っております。

このように、食の外部化・サービス化、また量販店主導の価格形成を基本とした流通構

造の定着が進んでいるのではないでしょうか。

そして、下に円グラフがございますが、約７割の人が食の安全に高い関心を持ち、かつ
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９割以上の人が食の安全に対して何らかの不安を持っているというように、消費者の食の

安全に関する関心が非常に強くなっている傾向が見えると思います。

続いて、３ページをお開きいただきたいと存じます。このような水産業の厳しい状況、

漁業者の減少、高齢化、過疎化などを背景に、漁村地域そのものの活力低下が懸念されて

いるところでございます。漁村地域では、左下ですが、都市漁村交流というものに対する

関心は都市及び漁村とも極めて高いということが統計で出ております。

今度は防災に関してですが、上のグラフをごらんいただきますと、国民の防災に対する

意識は、今後の国土づくりにおいて力を入れるべきである点として、さまざまな事項が高

い割合を占めて入っている状況でございます。

そのような状況ですが、右側にまいりまして、漁港の耐震化、あるいはその背後の漁業

集落がいかなる状況であるかといいますと、漁港の施設では耐震化がどのように進んでい

るかということで主に生産流通の拠点となっている港を調べたところ、わずか５％の施設

については耐震化が進んでいるわけですが、残りについては耐震化の対応が十分ではない

という結果になりました。

また、その下の円グラフですが、地震・津波・土石流・地すべり等が併発した場合に避

難ルートが幾つあるかということですが、経路なしや一つの経路しかないというのが９割

近くを占める状況になっておりまして、防災の観点からも対策が必要であると考える次第

でございます。

４ページをごらんいただきたいと存じます。先ほど御説明した漁港漁場整備長期計画は

14年度から18年度までの５カ年間の計画期間としておりまして、この中で目指す目標は漁

業生産量のアップと下水の処理人口の向上ということでやっているわけです。

５ページをごらんいただきたいと存じます。小さな絵になりますが、枠の下の絵をごら

んいただきますと、まず37万トン増産させたいという目標は、昭和50年代初頭には203万

トンぐらいとれていたわけですが、今回の長期計画の基準年に比べると沿岸漁業で37万ト

ンぐらい減少していたことから、これらを戻していくということで、このような目標とさ

せていただきました。

また、右の方に小都市の平均と漁村の平均を書いておりますが、小都市が57％、概ね６

割でございましたので、小都市並みに復旧させたいということで今の計画を実施してきた

わけでございます。

その下ですが、漁場整備等において資源の回復を頑張ってまいりましたが、単位面積当
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たりの増産量は目標の水準をほぼ確保できたわけですけれども、地方財政状況の悪化、あ

るいは漁場環境の悪化等によって造成面積については計画の約半分しか進まなかったとい

うことでございます。現在が約６万トンで、このまま推移すると10年後の目標37万トンに

対しては半分強の約20万トンぐらいになるのではないかという見込みになっております。

また、漁村の汚水処理人口につきましては、事業推進が厳しい環境にはございますが、順

調に推移してきているということで、このまま推移いたしますと10年後の23年には概ね目

標が達成できるのではないか、こういう進捗状況であるということでございます。

ページをおめくりいただきまして、６ページ、「漁港漁場の整備と漁村地域の振興にお

ける今後の視点」でございます。

まず基本的な考え方といたしましては、意欲ある取り組みを推進し、並びに早期に整備

効果の発現を図ることが求められますので、施策の集中化、重点化等を検討したい。ま

た、水産基盤整備における国の役割はどうあるべきか更に検討してまいりたいということ

でございます。

（２）ですが、「漁港漁場の整備①」の中で、まず資源について書かせていただいてお

ります。世界的な水産物供給は不足傾向が続くと予測され、我が国経済水域内の水産資源

の基礎生産力の向上に国が中心となって集中的に取り組むべきではないだろうかと考えて

いるところでございます。

また、藻場・干潟の保全・創造というのは、これまでも鋭意事業を進めてまいりまし

て、一定の事業成果が出てきているところですが、近年の磯焼け等における藻場・干潟の

減少は深刻であることから、さらに早期な対策が必要ではないかということでございま

す。下に人工海底山脈の絵を描かせていただいておりますが、海底の深いところに山を築

くことによりまして、海の底の栄養のある流れが光の届くところまで上がってくることと

なり、植物プランクトンを大いに発生させることが可能になりました。これにより、食物

連鎖で魚類の増進等を図ることができ、またＣＯ の固定についても効果があるのではな２

いかという意見もございます。

右側は、何度からごらんいただいているかと存じますが、藻場の消失（磯焼け状態）で

ございまして、磯焼けというのは真ん中の絵のように石が白っぽく山火事の後のようにな

ってしまうわけですが、一つの施策として、必要以上にいるウニを駆除してウニの食べる

圧力を減らしたところ、このようにマコンブの藻場を保全したという事例をつけておりま

す。
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ページをおめくりいただきまして、７ページでございます。産地市場の統合は計画どお

りに進んでおりません。産地市場の衛生管理については関係者に重要性は認識されつつあ

りますけれども、まだ部分的にとどまっていることから、さらに強化をするべきではない

か。そして国際競争力の強化に向けた対策が必要ではないかと考えております。ちょっと

細かくて失礼でございますが、左側に「安全安心な水産物供給のための衛生管理対策」と

して、漁船から流通に至るまでのさまざまな施策を絵の中に織り込んでございます。

また、漁港漁場施設につきましては、耐用年数を超える施設の大幅な増加が懸念されて

いることから、これらの質的価値の評価に基づく計画的な対策が必要ではないかというこ

とでございます。右側の絵ですが、時間の経過とともに老朽化が進みますと、ある時突然

壊れてしまって機能がゼロになるというような状況になり、そしてまたつくり直すという

ことになりますので、これを細かくチェックしながら、長い寿命を持った施設を利用して

いきたいと考えている次第でございます。

８ページを見ていただきたいと存じますが、漁村地域におきましては、今後大規模な地

震や津波の来襲が予測される中で、漁港等で働いている方、また訪れる方などの安全性を

考えていかなければいけない。また、水産物の流通確保の観点からも防災力を高めていか

なければいけない。そして、漁村における汚水処理など生活基盤の整備は、まだ都市部と

比べておくれていますし、地域間の格差が広がっていますので、これらの対策をとる必要

があるということでございます。下の方に玄界海島の被災状況の写真を載せております。

右側の方は、県によっていろいろな事情がございますことから随分大きな差が出てしまっ

ているので、これらを少しずつ解消したいという意味で資料を添付させていただきまし

た。

９ページにまいりますが、「漁村地域の振興②」といたしまして、都市と漁村の共生・

対流といたしましては、水産業や漁村の理解などの深まりを背景として、漁村の持ってい

る地域資源の発掘、あるいはそれの創造・活用等の取り組みが始まっているところです

が、まだ緒についた段階であるので、さらなる全国展開の必要があるのではないか。そし

て、漁村の中でも活用が不十分なものについてはさらに有効に活用する方法を考えなけれ

ばいけないということでございます。また、漁村の中核となる漁港の多様なニーズの高ま

りから、いろいろな主体による施設の運営・管理への参画と連携が必要ではないかという

ことで、下に建設会社が定置網漁業に参入している例を示しておりますが、このような取

り組みもなされてきているところでございます。
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以上、取り巻く状況あるいは今後の視点等につきまして簡単に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 どうもありがとうございました。

ただいまの事務局の説明に対しまて、何か御質問はございますでしょうか。よろしくお

願いいたします。

○桜本委員 資料２‐１で当面のスケジュールを御説明いただきましたが、このスケジュ

ールのプロセスの中で、例えば実際の漁業者の意見を聞くとか一般の国民の意見を聞くと

いうようなプロセスは含まれているのでしょうか。

○橋本計画課長 審議会の中ではそういうプロセスはないのですけれども、私どもでは昨

年度、半年かけまして水産業に関係する有識者の皆様方から御意見を伺い、それぞれ提言

をいただくということをやらせていただきました。また、その後、全国幾つかの箇所で漁

業関係者あるいは市町村の方々に集まっていただきまして、意見を聞く場を開かせていた

だいた次第でございます。また、計画ができてまいりましてからは、広くパブリックコメ

ントのような形をとることになっておりますので、そのようなものでやっていきたいと思

っております。

○桜本委員 どうもありがとうございました。

○山内分科会長 そのほか、いかがでしょうか。

中田委員、お願いします。

○中田委員 漁港漁場関係の整備計画は、ある意味で場を整備するということですね。そ

れで、実際の漁業の対象になる資源、生物の方については別にまた資源関係の基本方針な

り長期計画を多分検討されていると思うのですが、そこら辺があまりばらばらにならない

ようにすることも大事だと思うのです。幾つかの分野別に基本方針や長期計画が検討され

ている場合、その相互の連携を図る仕組みはあるのでしょうか。

○橋本計画課長 今の中田委員のお話とうまく合っているかどうか、わからないのです

が、水産の基本計画を策定する際には、我々の漁港漁場整備長期計画と整合をとるように

ということで、いろいろ連絡を密にしながら連携ができるように考えてやっております。

また、それをもう少し具体的に動かす段階、例えば予算案をつくっていく段階とか、さ

らにその下の計画を策定する段階でも、我々の基本計画やそれぞれの漁業の政策が連携す

るようにということで実施をしているところでございます。例えば資源の問題につきまし

ては資源回復計画がございまして、その中で漁獲努力量の削減とか種苗の放流、それから
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漁場環境の改善、こういったものをそれぞれ少しずつでも連携ができるように考えながら

具体的に進めていくということを考えている次第であります。

○中田委員 基本方針とか整備計画の検討をこれからある期間の間にやらなければいけな

いと思うのですが、その期間の中での連携は何かあるんですか。実施段階では、すり合わ

せをしたり、調整したり、連携したりということが当然出てくると思うのですが、方針の

検討とか計画段階の中では、向こうの様子は見えないのかということなんですが。

○橋本計画課長 それは、この審議会でということですか。

○中田委員 そういう仕組みがどこかに用意されているのか。縦割りと言うと語弊がある

かもしれませんが、いろいろなものが縦に切られているという構造的な問題がいろいろな

ところで指摘されていると思うので、そこら辺が少し改善できるのであれば、やっていっ

た方がいいと思うのですが。

○橋本計画課長 私どもの認識といたしましては、水産基本計画は漁港漁場整備、施設整

備も包含した形の計画であるということで、この基本計画の策定については私どももそれ

ぞれ参画をいたしまして、連携ができるように実施をしていくということでございまし

て、水産基本計画の中の水産物の安定供給の確保などにつきましては我々も実施すること

になっております。

○山内分科会長 よろしいですか。

○中田委員 はい。

○山内分科会長 浜中委員、お願いします。

○浜中委員 磯焼けですが、どういう現象でこんな状態になってしまったのか。私たち高

知の方も本当に磯焼けがひどいんです。水産試験場の方ではウニをいっぱいとったら藻場

がちっと返ってきたということですけれども、そんなことぐらいでは追い着かないような

磯焼け状態です。30～40年前から比べると藻が一つもないところがたくさんふえてきてい

ます。

私ども漁協の女性部といたしましても、合成洗剤追放運動とか、ＥＭ菌を使うとか、い

ろいろな浄化方法を考えています。また、地元の町長は浄化槽を一回やろうという計画も

立てました。浄化槽をしたら合成洗剤の汚水が海へちっとでも流れないので、きれいな水

にして流してやることができたら海ももっと改善されるのではないかと言ったんですけれ

ども、各家庭と市町村と国の方とでお金がかかり過ぎて、うちの町長もあきらめました。

私たち漁家では、ウン十万やウン百万出せと言われても普通の家庭からは一銭も出ないよ
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うな状態ですので、そういうものもやめました。

私たちは漁港を大事にしたいと思っていまして、磯焼け状態の原因をつかまえて少しで

も回復ができたらと思うのですが、そのようなことはお考えでしょうか。

○橋本計画課長 委員のおっしゃるとおり、今、各地で磯焼けが厳しい状況であるという

お話は私どもも伺っておりまして、ちょっと遅いんですけれども、３年前からそれらにつ

いて具体的に日本各地の研究機関と連携して原因の究明等を行っておりますし、浜でもど

のような状況なのか、原因がわかるような、そしてどのようにしたらいいのか、参考とし

て御利用いただけるガイドラインのようなものを年度中に何とかつくりたいと考えており

ます。また、それをもちまして各地域でどのように活用していただくかということで、一

刻も早く解決するように努力をしてまいりたいと思います。

○浜中委員 もう一つは、先日、ある所へ行きましたら、「浜中さん、おまえらの港は近

ごろ大分ようなったの」ということで、「おかげさまでぼつぼつようなってきていますけ

ど、まだまだ中手なんかが空洞になって、そこらもまだやっていただくようになっちょる

がね」と。うちの主人なんかに聞くと、空洞になった中手は津波でも来たらひとたまりも

ない。「怖いね」、「怖いね」と言いながらもう４～５年たちますけれども、そういうと

ころがあります。

それとは別に、一般の素人が考えるには、港へ波が来んようにするためには沖へテトラ

ポットもいいかもしれん。しかし、「あのテトラポットを置くことによって砂が来んがじ

ゃないだろうか。砂が来んけん浜辺が少のうなった。浜中さん、そうは思わんか」と高知

弁で問われるときがあるんです。私は女ですから海の中のことまではわかりませんけれど

も、「知った人があったら、また聞いてみます」と。テトラを置くことによって、昔は大

きな時化が来たら砂がいっぱい寄っていた。それが、テトラポットが全部遮って砂が来な

い、浜が浸食されて浜が死ぬと、こういうことを山手の人らは考えているようでございま

すが、そんなことがあるんでしょうか。

○宇賀神整備課長 テトラポットを置きますとその背後は波が静かになるという現象がご

ざいます。あわせて砂も生き物のように動きますので、静かなところに落ち着くといいま

すか、漂流していたものがそこに堆積することがあります。ですから、テトラポットがあ

ると砂の堆積が起こるということはあります。逆に、ある部分で堆積が起こりますと、ど

こかの砂が取れるようなこともあわせて起こるかと思います。

いずれにしても、砂も波も生き物のように動きますので、どこかにアンバランスが起き
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ると、一方では砂がたまったりなくなったり、そういうことがありますので、漁港を造る

ときには、ここに構造物を置くことによってどのように波が静まっていくのか、あるいは

砂がどのように動いていくのか、そういったことをある程度予測しながら整備をしていく

ことになっております。

○浜中委員 ありがとうございました。

○山内分科会長 そのほか。

服部委員、お願いします。

○服部委員 中田先生のお話とダブると思いますが、漁港漁場整備長期計画を立てるに

は、常々言わせてもらっているように、資源回復、資源管理部門、幼稚仔の放流、また藻

場・干潟の造成、そこらを一本化していただかなければ、一方でどんどんお金をかけて稚

魚は放流していただいても、魚がすめる状態でないところへ放流しては、成果が……。う

ちの県でも今年から費用対効果、実証試験ということでスタートしたのですが、なかなか

思うようにいきません。やはり漁場を整備するのがまず最初だろう。それをするには改善

をして保全をしなければならない。ゴミ、ビニール等、陸上部分からどんどん流れ出した

ものをそのまま置いておって、漁場整備、藻場の造成と言っても、なかなかうまくいかん

だろう。

もう一点、我々は素人で十分わからんのですが、ここにも出ております汚水処理の問題

です。最近、我々漁業者、特に瀬戸内の漁業関係者は特に問題視しているのですが、汚水

処理のところで塩素処理の問題です。経費の面ではたくさんかかるのだろうけれども、オ

ゾンとかなんとか、そういうものに変更してもらえんか。これからやるものは特にそうい

うことを考えてほしい。漁業者の意見は大半がそういう意見です。処理場ができたら、そ

の排水口のところは生物がいなくなる。特に水面の栄養素だけで生産されているノリ養殖

あたりは極端に影響があります。それと放流した稚魚、小さい魚、ここらには大きい影響

があるのではないかということが盛んに言われていて、瀬戸内海11府県の中でも議題にし

て今後正式に取り組んでいこうということが起こっておりますので、そこらも含めてよろ

しくお願いします。

見た目にはきれいな水でありがたいんですけれども、魚がすめない海では何にもならな

い。既に設置されている処理場あたりは基準の中で塩素を入れてもらっているのだろうと

思うのですが、そこらあたりでも影響があるのであれば、一気に排水するのではなく、も

う一度海水と緩やかに攪拌してから排水してもらうようなことができんのかという意見が
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特にここ１～２年出ておりますので、ただ処理して出しますよということではなしに、そ

こら辺もちょっと考慮して取り組んでいただけたらと思います。

資源の増大を図って沿岸漁業の37万トンを回復するという計画を立てるのであれば、今

のところ幼稚仔の放流は欠かせない事業であろうと思いますが、その効果がもう少し大き

くなるような方法を関連してやっていただければと思いますので、漁業者の意見としてお

願いしておきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○橋本計画課長 服部委員の前段のお話は、種苗放流、あるいは場合によってはそこでは

少し魚をとらないことも必要だと思いますけれども、そういう行為と漁場環境をよくする

ということの関係を密にしてというふうに理解をさせていただきましたので、この方針を

つくっていく中でも、また実際に施策を実施していく中でも、そこら辺は非常に重要なポ

イントとして全力を傾けてやっていきたいと思います。

それから、下水道について今まで以上に高いレベルの処理につきましては、海域によっ

て非常に重要な部分であるのかもしれません。我々は今、どこまでできているか、わから

ない部分がございますので、勉強させていただきたいと存じます。よろしくお願いしま

す。

○山内分科会長 そのほか、いかがですか。

森川委員、お願いします。

○森川委員 先ほどから皆さんがおっしゃっていることと同じようなことになるかと思い

ますけれども、地震や津波が多いこともすごく心配ですし、磯焼けは地球温暖化の影響も

あってこういうことになっているのではないかと思いますので、地球規模で考えていかな

いとだめではないかと思います。資源の回復にしても、いろいろと研究はされていると思

いますが、大きく言えば休漁にするとか網目を考えるとか、日本全体で考えていくのも大

事なことではないかと思います。

漁業の生産量を37万トン増産ということですけれども、これは実現に向けて頑張ってい

ってほしいと思います。そういうふうになっていけば、活力があって、生き生きと生活す

ることができる、また後継者もできてくるのではないかと思います。豊かで美しい海を子

供たちにぜひお願いしたいと思います。

○山内分科会長 桜本委員。

○桜本委員 資料２-２の６ページに「（２）今後の対策の視点（案）」ということで例

が二つ挙げられています。この例は、ある程度実現する可能性があるという前提で挙げら
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れているのか、それとも単に例なんでしょうか。

○橋本計画課長 人工海底山脈の方につきましては、現在試験的に行ったところが１カ

所、また実際に長崎県２カ所、鹿児島県１カ所で施工しておりまして、それぞれ魚がよく

発生しているという報告も得ておりますので、さらにこの効果がうまくいくように、いろ

いろ研究も進めながら進めていきたいと考えています。既に少しずつやっておりますし、

ますます可能性は高いというふうに我々は考えております。

それから、右側の藻場につきましても、これは現地で実験を行ったところの結果を示さ

せていただいておりまして、少しずつ回復することができるようになるのではないかと期

待をしているところでございます。

○桜本委員 私は素人なのでよくわからないのですけれども、１番目の湧昇が起こる人工

海底山脈をつくるというのはすごく大事かなという気がしたのですけれども、では比較的

実現可能性はあるんですね。湧昇が起こるほどの山をつくるとなれば、相当な量のものを

海底に投下しないといけないですね。

○橋本計画課長 そうですね。

現在は水深が100ｍよりちょっと浅いぐらいのところにやっている例が多いのですけれ

ども、山の一番長い方の長さで200ｍぐらい、高さが20ｍ少しぐらいの山を造成いたしま

して実証しておりますが、潮の流れによって光の届く有効層あたりまで湧昇が起こってい

るということは一応チェックをさせていただきました。

○桜本委員 どうもありがとうございました。

○山内分科会長 中田委員、お願いします。

○中田委員 これから基本方針を見直していくときには、今出てきているいろいろなニー

ズをくみ上げながら、重点化を図るとか、事業の効率化を図る。これは当然のことだと思

うのですが、そろそろ考える必要があるのではないかと思うのは、こういう漁港漁場整備

のコンセプトみたいなところがもう一つあるのではないかと思うんです。というのは、こ

れは漁場環境に限った話ではなくて、私の方ではここ１年ぐらいいろいろな情報を集めて

整理しましたので、その結果を情報として紹介したいと思うのですけれども、全国の閉鎖

性の湾の底生魚介類、海底付近にすんでいる魚介類の漁獲量の減少にどういう環境条件の

変化が一番影響を与えているのかということを、現在手に入る資料を洗いざらい集めて検

討してみたんです。後で考えたら当然だと思うんですが、一番はっきり影響が出たのは海

岸の人工化比率です。それぞれの湾の海岸全体の中で何割が人工化されているかというパ
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ラメータが実は底生の魚介類の減少と非常に密接に関連していて、特に地形的に閉鎖性の

強いところほど、それがはっきり出てきたんです。

この因果関係とか、具体的にどういうメカニズムでそういうことが起きるのかという検

討はこれからしなければいけないのですけれども、結構大変な問題だなということを実感

しております。そういう意味では、海岸・漁港・漁場をこれからどのように整備していく

かという中で、これ以上人工化が進まないような方向も一つ考える必要があるのではない

か。人工化をするなということではなくて、そういうことを進ませないような新しい技術

を開発することも含めて、これから５年間、10年間を考えるときにはそういう方向の検討

も必要になってくるのではないかと思いましたので、これから方針等を検討されるときに

何かの足しにしていただければと思います。

○橋本計画課長 はい。ありがとうございます。

○山内分科会長 なかなか難しいお話ですが。

そのほか。浜中委員、お願いします。

○浜中委員 人工海底山脈は、試した結果、こんなによくなったのでしょうか。

○橋本計画課長 一番最初につくりました山で着工前と着工後に魚を獲ってみるなど比較

してやっているわけですが、周辺海域や構造物近傍で魚がとれたという実績がございま

す。また、長崎県でつくっている施設については、ちょうど完成したところでございます

が、これについても追跡調査を行うことになっておりますので、その結果がわかれば我々

もまた事業に生かしていきたいと考えています。

○浜中委員 こんなにいいということが少しでもわかって、海の改善に役立ってほしいと

思います。

高知県の土佐湾には浮魚礁「黒潮牧場」というものをつくっていただきまして、去年と

今年はお魚があまりつかないんですけれども、一昨年までは黒潮牧場さまさまで、皆さん

が大漁させていただきまして、喜んでいたんです。ただ、去年から黒潮の流れがちょっと

変わりましてカツオがあまりついていないということで、私たちの方は鹿児島の方まで釣

りに行っています。私たち漁民は海の改善を一番望んでいますので、よろしくお願いいた

します。また知らせてください。

○山内分科会長 そのほかいかがですか。

○森川委員 内水面のことですけれども、湖がありますね。そのふちに田んぼがあると思

うのですけれども、こちら側が洗剤などの影響を少なくするために、田んぼにヨシなどを
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植えるようなやり方をして昔のような姿に戻すといいますか、そうすれば影響が少なくな

って湖の方にも魚が戻るのではないかと思うんです。海ばかりではなく、湖の方にも魚が

戻ってくるような、そういうことも……。田んぼをやっていないところもあると思うんで

す。そこが放ったらかしになっているようだったら、そういうふうに改善をしていくよう

なことも考えていってもらうといいのではないかと思います。

○橋本計画課長 おっしゃるとおり、内水面につきましても研究はこれまでも少しずつや

っていたのですが、十分にわからなかったということで、今年から内水面の湖等をさらに

よくするべく、調査を始めました。今年は琵琶湖を中心に行っているんですが、委員がお

っしゃいましたように、アシやヨシをもとへ戻すとか、その湖古来の魚が卵を産みやすい

形はどういうものか、また、今は外来魚が問題になったり外来の水草が大きく繁茂して湖

の環境を悪くしているという問題もございますので、それらをうまく取りのけて湖に本来

すんでいたシジミの類を再生することができないかとか、そういうことも少しずつやりま

して、内水面につきましても改善できるように努力をしていきたいと存じます。

○浜中委員 海水温が上がったとかいう現象でエイがものすごくふえてきています。高知

県でも釣りに行く人たちが怖くて港に入れないというぐらい、エイがたくさんいるそうで

す。山口県の女性連では、余りにエイがいっぱい入ってきたので、エイを新しい食材にし

て、から揚げとか、いろいろなお料理をつくって試食会をし、それを商品にして販売する

という方法でやっているそうです。そうすると、ちっとでもエイが減るだろうと。

エイが沿岸に害を及ぼしているようでございます。今まで高知県にはエイなんかいなか

ったのに、今はどこの港へ行ってもエイがいるそうです。どういうわけであんなにエイが

ふえてきてしまったのかというお話なんですが。

○小關防災漁村課長 ここに中田先生がいらっしゃるので専門的な話をするのは恥ずかし

いのですけれども、よく言われる話として、日本周辺の海水温が１～２℃変わって、生物

相といいますか、とれる魚が大分変わってきているという話は聞いています。それから、

マグロあたりの回遊状況が変わっているとか、従来は日本海でとれなかったものが大分と

れるようになっているとか、そんな話も聞いております。

○山内分科会長 浜中委員、いいですか。

○浜中委員 駆除という形でとったらどうでしょうか。ただ、自然というものを大事にし

ていかなければいかんので、そういうふうにあるものはやたらにとられませんでしょう。

ですから山口県では食材にしたということです。うちではまだそこまでしていませんけれ
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ども、沿岸にはそこらじゅうにいるそうでございます。私は海の中はわかりませんが。

○山内分科会長 そのほか、いかがでしょうか。

この案件につきましてはこれから何回か皆さんの御意見を伺う機会がありますし、その

ときにまた御意見をいただくことになろうかと思いますので、後日でも結構ですので、ま

たお気づきの点があれば事務局にお知らせいただくなり、ここで話題を提供していただく

ような形にしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、この件につきましてはこれでよろしいでしょうか。

○影山漁港漁場整備部長 ちょっと補足させていただきます。

先ほどから水産に関係するいろいろな問題点等を御指摘いただいておりまして、どうも

ありがとうございます。

本件の漁港漁場関係整備法に基づく基本方針と長期計画につきましては、漁港漁場整備

法という法律がございまして、その法律は漁港と漁場の整備をするための法律でございま

すので、今後整備をするに当たって、どういう方針で、どういうことを目標に、どのぐら

いの整備をしていったらいいかということを方針と計画の中で決めていっていただくとい

うことでございます。それと連携していろいろなことをやらなければいけない時代になっ

ておりますので、そういう事項はいっぱいありますけれども、それはこういうものと一緒

に連携してやりなさいということを方針の中に書いていただくような形で最終的には取り

まとめをさせていただきたいと思っておりまして、本件はあくまで公共事業を中心とした

施設整備をするための基本方針と長期計画ということでございますので、もっと幅広い計

画につきましては、現在企画部会の方で御議論いただいています水産基本計画の方にいろ

いろなことが盛り込まれていく予定でございます。その基本計画をベースにしながら、特

に施設整備の観点で今後どうするべきかということについては別立てで漁港漁場整備法の

趣旨に従って計画をつくることになるということでございますので、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。

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、この案件はこれで終了いたします。

ここで10分ほど休憩をとりたいと思います。ただいま58分ですので、10分から再開する

ことにしたいと思います。よろしくお願いします。
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〔暫時休憩〕

（２）答申事項

①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、 Ａ 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92号）

○山内分科会長 それでは審議を再開いたします。

次は答申事項の①でございます。諮問第92号の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 Ａ に対して行いました、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の審議を行いたいと思います。

本件につきましては、昨年10月18日の第７回分科会で諮問と説明がありまして、本年３

月９日の第８回分科会で審査請求人から公開による意見の聴取を行ったものでございま

す。

ここで、前回の分科会から大分日数が経過しておりますので、いま一度事務局の方から

簡単に審査請求の内容等について説明を受け、それから審議に入りたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○山内分科会長 では、お願いします。

○橋本計画課長 それでは、概略を御説明させていただきたいと存じます。

まず本件が審査請求に至った経緯でございますが、昨年の２月11日、青森県の小泊岬に

おきまして外国の木材運搬船の座礁事故が発生いたしました。そして積み荷の木材約１万

本が流出いたしまして、小泊漁港の漁港区域を含む周辺の海岸に漂着したということでご

ざいます。そして、漂着いたしました木材が漁港の利用を侵害するおそれがあるというこ

とから、漁港管理者の青森県知事から事務委任をされている西地方農林水産事務所長が、

木材の荷受人である Ａ に対して除去の命令を行ったということでございます。一方、こ

れを不服といたしまして取り消しを求める審査請求が Ａ から出されたということでござ

います。

この審査請求の趣旨でございますが、除去命令は漂流物の所有者または占有者のみに行

うことができることと規定されているわけですけれども、審査請求人と売主との売買契約
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では木材の所有権は売買代金の支払いが完了した時点で移転するというふうに取り決めら

れておりまして、事故により売買代金の決済が行われていないことから、所有権は移転し

ていない。また、事故当時の占有者は海上輸送して木材を直接的に管理・支配していた船

舶の所有者である。このことから、処分を行う理由はないというのが趣旨でございます。

また、青森県でございますが、審査請求人は船荷証券を所持していることから所有権が

移転していると認められる。また、船荷証券を所有しているということで、直接的に管理

・支配をしていなくても占有に基づくコントロールが可能であることから、占有者と判断

すべきであるとの主張がなされているということでございます。

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。

概要を説明していただきましたけれども、ただいまの御説明について何か御質問はござ

いますか。

よろしいですか。

もし御意見がなければ審議に入りたいと思いますが、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、審議に入らせていただきます。

本件は微妙に利害が絡んでくる案件でございますので、委員の皆さん方に自由に発言い

ただくために、委員だけで非公開の審議を進めてはどうかと考えております。本会議は公

開ですけれども、水産政策審議会の議事規則第６条の規定では、審議会において必要と認

めた場合にはこの限りではないとうたっておりますので、本案件につきましては非公開と

して皆さん方の忌憚のない意見を拝聴したいと思いますが、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、特に御異議がございませんので非公開で審議を進めますの

で、委員以外の方は退席していただきたいと思います。なお、事務局は同席をお願いした

いと思います。

〔非公開審議〕

○山内分科会長 それでは、公開の審議を再開いたします。

先ほどの行政不服審査請求の諮問第92号に対する答申につきましては、委員の皆さんの

御意見に基づき答申をまとめましたので、朗読いたします。

答申書を朗読させていただきます。
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答 申 書

1 8 水 審 第 1 8 号

平成18年７月24日

農林水産大臣 中川 昭一 殿

水産政策審議会会長 小野 征一郎

審査請求に関する諮問についての答申

平成17年10月18日付け17水港第1110号をもって諮問のあった青森県小泊漁港に

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、 Ａ 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は、審査請求人の出席

を求め公開による意見の聴取を行い、慎重に審議した。

当審議会としては下記の理由により、本審査請求を認容し、本件処分を取り消

すことを妥当とすることに意見を決定したので答申する。

記

１ 請求人とシッパーとの間での売買取引においては、これまでも船荷証券の交付に

関係なく当事者間の契約により商品の引渡し及び代金支払が行われており、処分

庁はこの様な事実関係を把握することなく、請求人が本件木材の所有権を有して

いると判断したことは適当ではない。

２ 本件木材の引渡し及び代金の支払については、請求人とシッパーとの間で取り交

わされた本件木材の売買に関する基本契約において、「売主はＣＩＦ条件で日本

の港で引き渡す義務を負い、買主は揚地でこれを受領しかつ代金を支払う義務を

負う。」とされ、また、本件木材の所有権の移転時期については、同契約の追加

条項において「商品の所有権は、商品の代金支払が適法に行われたときに買主に

移転するものとする。」と明記されており、請求人は、本件事故により、本件木

材の引渡しを受けられなかったことから、この契約に基づき、所有権の移転は行

われていないものと認められる。

３ 船荷証券の引渡しによる占有の移転については、運送品が運送人の直接占有下に

ある限り証券の引渡しによって運送品の間接占有が移転するものと解され、本件

木材は、本件事故により本船から流出し、運送人の直接占有を離れていることか
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ら船荷証券の所持に関係なく、請求人に占有の移転があったとは認められない。

４ したがって、船荷証券の所持をもって本件木材の所有権が請求人に移転したとす

る処分庁の主張には理由がなく、請求人が本件木材の所有者又は占有者であると

して、処分庁が請求人に対しなした本件処分は違法なものであり、本件処分を取

り消すことが妥当である。

以上です。

○橋本計画課長 ありがとうございました。

②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

Ｂ に対する船舶移動命令処分に係る行政不服審査請求）（諮問第93号）

○山内分科会長 それでは、次の議題に入らせていただきます。

諮問第93号の高知県宇佐漁港における漁港管理者高知県知事がなした、高知県土佐市宇

佐町宇佐2839-10に住所を有する Ｂ 氏に対する船舶移動命令処分に係る行政不服審査請

求についての審議を行いたいと思います。

本件につきましては、先ほどの諮問第92号と同様、昨年10月18日の第７回分科会で諮問

と説明がありまして、本年３月９日の第８回分科会で審査請求人から公開による意見の聴

取を行ったものでございます。

ここで、本件につきましても前回の分科会から大分日数が経過しておりますので、いま

一度事務局から簡単な審査請求の内容について説明を受けたいと思います。

○橋本計画課長 それでは、審査請求に至りました経緯等につきまして御説明をいたした

いと存じます。

平成16年度において、審査請求人である Ｂ 氏は、高知県宇佐漁港内において漁港管理

者である高知県知事の許可を必要とする制限区域に許可申請を行わず船舶を係留しており

ました。このため高知県知事は船舶の移動を要請しましたが、審査請求人がこれに応じな

かったことから、高知県知事は高知県漁港管理条例第10条の２の規定に違反する行為とし

て、平成16年11月29日に同名で処分を行ったものでございます。

審査請求人は本件処分を不服といたしまして、本件処分を取り消すこと、また新たに公
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平・合理的な条例に改正し施行することの意見を求める審査請求を平成17年１月17日付け

で農林水産大臣に対し行ったところでございます。

審査請求人の主張でございますが、審査請求人が船舶を係留していた宇佐漁港内におい

て料金の不公平があることや、高知県内においていまだ規制措置を行っていない漁港があ

ること、また他には水揚げのない漁船が無料で係留していることなどを主張しておりま

す。

高知県は、高知県議会の議決を経た高知県漁港管理条例に基づく適正な手続による処分

であり、請求の却下を求めるというふうにしております。

以上、簡単でございますが、本件審査請求の概要でございます。

○山内分科会長 ただいまの説明につきまして何か御質問がございましたら、お願いいた

します。

特に御質問がなければ、先ほどと同じように一応非公開にしたらいかがかと思います

が、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、非公開とすることにさせていただきます。

では、委員以外の方は退席していただくことになりますが、事務局は同席をお願いした

いと思います。

〔非公開会議〕

○山内分科会長 それでは、公開の審議を再開いたします。

先ほどの行政不服審査請求の諮問第93号に対する答申につきましては、委員の皆様の御

意見に基づき答申をまとめましたので、朗読いたします。

答 申 書

1 8 水 審 第 1 8 号

平成18年７月24日

農林水産大臣 中川 昭一 殿

水産政策審議会会長 小野 征一郎

審査請求に関する諮問についての答申

平成17年10月18日付け17水港第1174号をもって諮問のあった高知県宇佐漁港
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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 Ｂ に対する船舶移動命令処分に係る行

政不服審査請求については、審査請求人の出席を求め公開による意見の聴取を行

い、慎重に審議した。

当審議会としては下記の理由により、漁港管理者高知県知事がなした、船舶の

移動命令処分の取り消しを求める部分については棄却し、高知県漁港管理条例

を新たに公平、合理的な条例に改訂し施行を求める部分については、却下するこ

とを妥当とすることに意見が決定したので答申する。

記

１ 処分庁がなした船舶の移動命令処分は、漁港漁場整備法（昭和25年法律第137

号）第26条の規定に基づき定めた高知県漁港管理条例に基づき適正になされてい

る。

２ 審査請求人は、船舶の係留許可申請書を提出する必要があることを知りながら、

本件処分がなされた平成16年度において、同申請書を提出していなかった。

３ このことから、処分庁がなした本件処分は、妥当なものであると解する。

４ 審査請求人が、高知県漁港管理条例の不平等、不公平を理由に、新たに公平、

合理的な条例に改訂し、施行することを求めている部分については、行政不服申

し立て制度の対象外の事項であると解する。

以上です。

○橋本計画課長 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、（３）のその他に入らせていただきますけれども、事務局の

方からお願いします。

○橋本計画課長 では、事務局の方から２点、報告をいたします。

まず１点はおわびでございます。本日の会議で漁港漁場整備基本方針及び漁港漁場整備

長期計画の本文を資料につける予定でございましたが、手違いで、ついておりません。大

変申しわけございませんでした。明日、審議会の本会議の前までにお手元の方にお届けし
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たいと存じますので、後でお目通しをいただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願い

いたします。

２点目は次回以降の漁港漁場整備分科会の日程でございますけれども、「漁港漁場整備

事業の推進に関する基本方針の骨子（案）」と「漁港漁場整備長期計画の構成（案）」に

つきましての御検討、並びに、本日はかけることができませんでしたが、「行政不服審査

請求」に係る諮問を予定しております。時期といたしましては10月中旬ごろに開催したい

と考えております。

また、年内には「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針の素案」及び「漁港漁場整

備長期計画の骨子（案）」についての検討も行っていただきたきたいと存じます。こちら

の方は11月下旬ごろにお願いしたいと考えておりますので、こちらもあわせてどうぞよろ

しくお願いいたします。日程調整等もございますので、今この場で決定することは難しい

かと存じますので、また後日、事務局からお諮りをして決定させていただくということで

お願いしたいと存じます。

○山内分科会長 ただいまの次回以降の分科会の日程につきましては、いつものおり、後

日、事務局から提案していただいて、日程を調整・検討していただく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、そのように考えさせていただきます。どうもありがとうございま

す。

以上で本日予定しておりました議事につきましては終了いたしましたけれども、せっか

くの機会でございますので、委員の方々、何か御意見・御質問があればと思いますが、い

かがでしょうか。

先ほどから少し要望が出ていますけれども。

○中田委員 一つ、形式的なことですが、よろしいでしょうか。

○山内分科会長 お願いします。

○中田委員 この会議は、１時から始めるというのは何か理由はございますか。１時半ぐ

らいからにしていただくと長崎の方から出てくるのに少し都合がいいんです。飛行機が遅

れると食事ができなかったりすることがあるものですから。不都合があったり、ほかの委

員の方の御都合で不都合がなければ……。

○山内分科会長 私も１時半からの方が都合がよくて、今日、私は電車で、走ってきたん
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です。

○橋本計画課長 次回はそのようにさせていただきたいと思います。申しわけありませ

ん。

○浜中委員 私なんかも、当日ですと食べる間がないと思って、家からおにぎりをつくっ

てきます。（笑）

○橋本計画課長 時間も考えて決めさせていただきます。

○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

ただきます。

長時間、どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。

閉 会


