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開 会

○橋本計画課長 計画課長の橋本でございます。お時間の少し前でございますが、委員の

先生及び関係者の方もおそろいでございますので、ただいまより第10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。

委員の出席状況

○橋本計画課長 まず、委員の出席状況について御報告をいたします。

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５名の委員が御出席されており、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、分科会長である山内先生におかれましては本日御欠席でございますが、水産政策

審議会令第５条第５項で、分科会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するとされ

ておりますので、本日の議長は中田委員にお願いをしたいと存じます。

また、浜中委員におかれましても本日御欠席でございます。

また、漁港漁場整備部長を初め他の課長、一部の部課長が所用のため後刻参りますので、

よろしくお願いをいたします。

次に、本日漁港漁場整備部以外の者が出席しておりますので紹介をいたします。

水産庁資源管理部沿岸沖合課の中田遊魚・海面利用室長です。

資料の確認

○橋本計画課長 それでは審議に入ります前に、お手元の資料を確認させていただきたい

と存じます。資料をごらんください。

座ってお話しをさせていただきます。

まず資料１でございますが、漁港漁場整備分科会委員の名簿がございます。
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続きまして資料２に、諮問第107号の諮問文の写し。

資料２－１に、諮問第107号の参考資料。

資料３に、諮問第108号の諮問文の写し。

資料３－１に、諮問第108号の参考資料。

資料４－１に、漁港漁場整備基本方針、長期計画の見直しについて。

資料４－２に参考資料として、現行の基本方針がございます。

資料５に、諮問第112号の諮問文の写し。

資料５－１に、諮問第112号の諮問事項。

資料５－２に、諮問第112号の参考資料。

そして資料６に、平成19年度水産基盤整備事業概算要望の概要でございます。

よろしいでしょうか。

それでは中田委員、どうぞよろしくお願いいたします。

○中田分科会長代理 先ほど御紹介がございましたように、本日は分科会長である山内委

員が御欠席ということで、私、中田が議長を務めさせていただきます。委員の皆様方の御

協力をいただきまして、円滑に議事を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いします。

議 事

（１）諮問事項

① 行政不服審査請求について（富山県魚津市経田漁港における漁港管理者魚津市長がな

した、漁港施設（岸壁等係留施設）利用不許可処分に係る行政不服審査請求 （諮問第）

107号 【諮問・公聴会】）

② 行政不服審査請求について（富山県魚津市経田漁港における漁港管理者魚津市長がな

した、漁港施設（岸壁等係留施設）利用不許可処分に係る行政不服審査請求 （諮問第）

108号 【諮問・公聴会】）

○中田分科会長代理 それでは、漁港漁場整備部長のごあいさつは後ほどお願いすること

にしまして、早速本日の議事に入ります。

本日はいろいろ盛りだくさんでございまして、諮問事項が３件、審議のみの事項が１件、

答申事項が３件でございます。
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それでは、本日 初の議事であります諮問第107号及び諮問第108号について、事務局か

ら御説明をお願いします。

○橋本計画課長 諮問第107号及び諮問第108号でございますが、富山県魚津市長がなした

２件の処分に係る行政不服審査請求に係る諮問であります。

この２件は同一の処分庁がなしたもので、審査請求の内容も同一であることから、あわ

せて諮問させていただきます。

お手元の諮問文を朗読いたします。まず資料２でございます。

１ ８ 水 港 第 ２ ８ ２ 号

平成１８年１０月１７日

水産政策審議会

会長 小野 征一郎 殿

農林水産大臣 松岡 利勝

行政不服審査請求について

漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第４３条第１項の規定に基づき、平成１

８年４月７日付けで審査請求人 Ａ 代理人 Ｂ からなされた行政不服審査請求について、

同条第２項に基づき貴審議会の意見を聴きたく、下記事項の審議について諮問する。

記

富山県魚津市経田漁港における漁港管理者魚津市長がなした、富山県魚津市吉島１７２

０－７に住所を有する Ａ に対する漁港施設（岸壁等係留施設）利用不許可処分に係る行

政不服審査請求

もう１件、資料３にございます。

１ ８ 水 港 第 ２ ８ ３ 号

平成１８年１０月１７日

水産政策審議会

会長 小野 征一郎 殿

農林水産大臣 松岡 利勝

行政不服審査請求について
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漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第４３条第１項の規定に基づき、平成１

８年４月７日付けで審査請求人 Ｃ 代理人 Ｂ からなされた行政不服審査請求について、

同条第２項に基づき貴審議会の意見を聴きたく、下記事項の審議について諮問する。

記

富山県魚津市経田漁港における漁港管理者魚津市長がなした、富山県黒部市堀切１６６

４－６に住所を有する Ｃ に対する漁港施設（岸壁等係留施設）利用不許可処分に係る行

政不服審査請求

続きまして、今、朗読をさせていただきました諮問第107号と第108号の、富山県経田漁

港における魚津市長がなした、 Ａ 氏及び Ｃ 氏に対する漁港施設利用の不許可処分に係

る行政不服審査請求につきまして、お手元の資料に基づいて御説明をいたします。

資料は、諮問第107号が資料２－１、そして第108号が資料３－１をお配りしております。

先ほども申し上げしたとおり内容がほぼ同じでございますので、資料２－１を用いまし

て説明させていただきたいと存じます。

２－１をお開きいただきますと、資料の構成といたしましては、まず１に諮問事項がご

ざいまして、それから参考資料、そして関係法令等の構成になっております。

初めに、後ろの方の104ページをごらんいただいて、関係法令等から御説明をしたいと

思います。

この行政不服申し立ての制度でございますけれども、104ページにございますように、

漁港漁場整備法第43条第１項に 「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のある者は、農林水産大臣に対して審査請求をする

ことができる」となっております。

そして第２項で 「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し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」となっております。

そして第３項では 「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

理人に対し公開による意見の聴取をしなければならない」となっております。

こちらのスクリーンをごらんいただきたいと存じますが、経田漁港につきましては、富

山市の中心部から北東に約10kmのところに位置いたします、魚津市管理の第２種漁港でご
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ざいます。

これが経田漁港の全景でございまして、今問題になっているのは、この付近に係留をす

ることに関しての、今回の申し立てになっているということでございます。

続きまして、資料の105ページをごらんいただきたいと思います。こちらの方に魚津市

漁港管理条例がございます。この中の第13条第１項第１号に 「法第39条第５項の規定に、

より市長が指定する区域のうち市長が公示により指定する施設を利用しようとする者は市

長の許可を受けなければならない」というふうに規定されております。

ここで「法」とございますのは、漁港漁場整備法を指しております。

そして、これに基づきまして審査請求人のお二方が、ちょっと前に戻りますが97ページ

及び98ページに漁港施設利用許可申請書の写しがございますが、このとおり許可申請、利

用届を行われたところでございます。

Ｃ さんの分は資料３の方にございます。

これに対しまして漁港管理者である魚津市長は、また少し前に戻るんですけれども、63

ページ、64ページを見ていただきたいと思います。この審査請求人に対して漁港施設（岸

壁等係留施設）の利用不許可処分を行っております。

この本件の処分を不服といたしまして、審査請求人両名から審査請求がなされたもので

ございます。

続きまして、審査庁でございます水産庁では、内容の審議に入る前に行政不服審査の法

第28条に基づきまして、魚津市長へ証拠書類の提出を要請いたしました。それにより、魚

津市から証拠書類の提出がございまして、次の２点が確認をされました。

またちょっと戻るんですが、96ページをごらんください。ここに「審査請求に係る証拠

書類の提出について」という魚津市長からの文書がございます。

ここでわかったことでございますが、第１点は１番にございますように、審査請求人が

魚津市に提出した申請書は、魚津市漁港管理条例第12条の規定による漁港施設利用届と、

同条第13条の規定による漁港施設利用許可申請書の２種類であると。これが先ほどごらん

いただきました97ページ、98ページに、許可申請というのと利用届と２つの紙がついてお

りますが、これらが申請があったものであるということが判明いたしました。

また、もう１点は２の方にございますように、条例第13条第１項第１号において、市漁

港施設のうち市長が公示により指定する施設を利用する者は、市長の許可を受けなければ

ならないということにされておるんですけれども、魚津市は理由の方にございますが、法
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律第39条第５項の規定により、市長が指定する区域というものと、それから市長が公示に

より指定する施設と、いずれについても指定を行っていないことが判明しました。

理由のところに 「指定を行っていなかった」ということが書いております。、

それでは、本件処分がなされた経緯、それから審査請求に至った経緯につきまして、審

査請求書をもとに御説明をさせていただきたいと存じます。

11ページに戻らせていただきます。審査請求書の１にもございますように、審査請求人

が経田漁港の使用を開始した時期は、 Ａ 氏の場合は平成13年11月からでございます。ま

た資料は別になりますが、 Ｃ 氏は平成９年５月となっております。それぞれプレジャー

ボートとして、係留の許可を魚津市より受けていたことになっております。

その後平成14年に、遊漁船業の適正化に関する法律に基づく、遊魚船業の届出手続を行

っております。

さらに、平成15年度には法律の改正に伴い、遊漁船業登録を行ったということでござい

ます。

13ページから、審査請求の理由がございます。これをごらんいただきますと、平成16年

度から審査請求人が魚津市長に対して、遊漁船業者として経田漁港を利用したいというこ

とを申し出ております。

２番になっておりますが、これに対して魚津市長は、係留場所を指定せず、かつ使用料

金を明らかにしないで、不法係留だと主張したとされております。

その後、審査請求人は魚津市を相手として、魚津簡易裁判所に対し調停申し立てを行っ

たということでございます。

そしてその調停において、魚津市は審査請求人に対し、魚津市漁港管理条例第12条及び

13条に定める、漁港施設利用許可申請書をそれぞれ提出するように指示をし、審査請求人

がこの指示に従うこととしたとなっております。

これらの経緯によりまして、 Ａ 氏は平成17年11月５日、 Ｃ 氏が平成17年11月４日に

それぞれ魚津市に対し、魚津市漁港管理条例第12条に定める漁港施設利用届及び第13条に

定める漁港施設利用許可申請書を提出したということでございます。

このうち同条例第13条に基づく申請に対して、魚津市の不許可処分がなされたというこ

とでございます。

なお、審査請求人から提出された12条に基づく漁港施設利用届は条文にあるとおり、漁

船を対象にしたものでございますので、該当がない旨、魚津市より審査請求人へ本件処分
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とともに通知をされているということでございます。

引き続いて、資料の中の審査請求人の主張につきましては経緯が書いてございますので、

19ページをお開きいただきたいと存じます。

４となっておりますが、こちらから主張が述べられております （１）をかいつまんで。

お話をさせていただきますと、魚津市漁港管理条例には遊漁船に関する定めがないと。こ

のため、審査請求人らが遊漁船としての漁港施設の利用を申し出ても利用不許可処分を行

い、経田漁港での係留を迷惑駐艇だと主張して、経田漁港から遊漁船を排除しようとして

いると （１）の後半になりますが、そのような主張をされております。、

また（２ 、遊漁船及び遊漁船業は国の法律によって存在が認められているものである）

から、魚津市長も国の法律を尊重して、遊漁船がプレジャーボート及び漁船とは生活を異

にする船舶であることを認めて、適切な保護を与えるべきであるというふうに主張をして

おります。これは（２）の後半ということで、20ページにそういうことが書かれておりま

す。

それから（４ 、水産庁長官通知であります。漁港における漁船以外の船舶の利用につ）

いてでは、漁港は漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の統合体であり、通常は漁船

の利用が一般船舶の利用を上回るものであるが、制度上は漁港本来の機能のほか、漁港の

利用上、または漁港の保全上の規則など、多目的の利用も想定されているということから

見ても、漁業根拠地以外の利用を全面的に排除しているものではないと明示しているので

はないかということが書かれております。これは（４）の中盤から後半に主張されている

ところでございます。

漁港管理者である魚津市長は、国民の海洋性レクリエーションの強い欲求に根差した遊

漁船業が、今後ますます需要を増してくることを正しく認識し、その機会を保障するため

遊漁船に対し、プレジャーボート及び漁船とは異なる特別の社会的機能を認めて、漁港施

設の使用に独立した地位を与える施策を講ずるべき責任があるというふうに （５）で述、

べておられています。

以上のことから、魚津市長が平成18年２月10日に出した、審査請求人に対する魚津市漁

港管理条例第13条による漁港施設利用不許可処分は取り消されるべきでものであるという

主張が、５でなされているところでございます。

これらが審査請求書におきまして記載されている審査請求に至った背景及び審査請求人

の主張でございます。
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また、審査請求人の両名は、書面では意を尽くせないところがあるという理由で、口頭

意見陳述の申し立てをされておりまして、水産庁では行政不服審査法第25条の規定に基づ

きまして、水産庁内において、平成18年８月31日に口頭意見陳述の聴取をいたしました。

内容は、この資料の75ページにつけさせていただいてございます。ここにございます、口

頭意見陳述速記録のとおりでございます。

また口頭意見陳述の際に、審査請求人から追加の資料の提出がございました。いただい

た資料はその前になりますが、68ページから73ページに添付させていただいております。

これに関する説明は、時間の関係で省略をさせていただきます。

そしてその後、102ページにございますが、平成18年９月13日付で魚津市から、本審査

請求に係る処分が、処分庁である魚津市長によって取り消すというふうにされておるとい

うことでございます。

資料２－１につきまして御説明しました。３－１についても同様の事項でございます。

説明は以上でございます。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

ただいまの説明について、御意見、御質問などございましたら発言をお願いしたいと存

じますが、いかがでしょうか。

何か御質問、御意見ございませんでしょうか。

よろしいですか。

特にないようでしたら、審査請求人からの意見の聴取を行うことにいたしたいと存じま

すが、よろしいでしょうか。

それではそういうふ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。

漁港漁場整備法第43条第３項の規定によりまして、当審議会の意見を決定しようとする

ときは審査請求人またはその代理人に対し、公開による意見の聴取をしなければならない

とされております。したがいまして本日、審査請求人にお越しいただきまして、このよう

な機会を設けたわけでございます。

それでは、本審査請求についての御意見をお聞かせ願いたいと存じます。２つの審査請

求は内容が同じでありますので、あわせてお聞きすることにしたいと思います。

審査請求人とその代理人は意見陳述席についておられますが、審査請求人本人であるか、

代理人であるか、また代理人の場合には氏名、職業を述べてください。お願いします。

○ Ｂ 代理人 審査請求人の Ａ さん、 Ｃ さんの代理人をしております、弁護士の Ｂ
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と申します。

○審査請求人 Ａ 私、 Ａ です。よろしくお願いします。

○審査請求人 Ｃ Ｃ でございます。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

それでは、審査請求人の方からこの場で言いたいことがございましたら述べてください。

お願いします。

○ Ｂ 代理人 代理人の方から先に意見を述べさせていただきます。

本件手続の経過につきましては、先ほど課長さんから申立審査請求書に基づいて要点を

御説明いただきましたが、補足して御説明をいたします。

まず、 Ａ 、 Ｃ の両名は、平成13年あるいは14年から遊漁船業を営んでおりまして、

先ほど説明のありました、経田漁港に係留させていただくという口頭の了承を得て、その

後、毎年プレジャーボートとしての料金の請求を受けて支払いをしてきました。

ところが、今回の申立書添付の証拠番号で言いますと第13号証ですが、平成16年６月25

日付の魚津市長さんから両名に対して 「経田漁港の迷惑駐艇(係留)について」という書、

面をいただきました。

この書面の内容は、この２人の遊漁船が独占的、排他的、継続的な浮桟橋や岸壁への係

留がなされており、それが良好な共同使用を妨げ、漁港を利用する多くの人たちの迷惑と

なっている。だからその船を撤去しろという書面を初めていただきました。

そこで、なぜこういう書面をいただくことになるのかということで、私の方が代理人と

して平成16年７月23日、魚津市長さんあてに書面で具体的に説明をいただきたいというこ

とで要求をいたしました。

そうしたところ16年８月２日付で、７月23日付の通知書に対する回答ということで書面

をいただきました。その内容は、浮桟橋や岸壁に船を係留するということは、これは保管

場所として使っておるものだと。浮桟橋や岸壁を独占的に使うということは、他の方々の

利用の妨げになるから排除してほしいと。それから、他の利用者から苦情が出ているとい

うことなども説明をされておりました。

ですけども具体的な苦情などについて、 Ａ 、 Ｃ 両名においては直接聞いたことがな

いので、具体的にどのような苦情などが来ているのかということを、再度魚津市の方にお

尋ねしましたが、それについては回答はいただけませんでした。

それからさらに、迷惑駐艇だとおっしゃる具体的な法令上の根拠、それから具体的にど
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のようなことが迷惑駐艇になるのかということの、具体的な法令上の根拠と具体的な事実

関係のもっとわかりやすい説明を求め、しかも法令上の根拠についても明確にしていただ

きたいということで御通知を差し上げましたところ、漁港管理権に基づくものだと。それ

で当該船舶を収容できる適正な港へ速やかに移動されるようにという回答で、迷惑駐艇の

内容、それから排除すべき法令上の根拠などについての具体的な御説明はいただけません

でした。

それから 後には 「漁港管理権に基づく」という一言で排除されましたので、それで、

はいつまでたっても解決が進まないということで、平成17年８月17日付で地元の魚津簡易

裁判所に対して、 Ａ 、 Ｃ 両名が調停の申し立てをいたしました。

調停の申し立ての趣旨は、経田漁港における遊漁船２隻の係留場所、それから方法を具

体的に指定していただいて、負担すべき料金を明らかにしてほしい。そういうことについ

て話し合いをしたいということで、調停の申し立てをいたしました。

ところが調停におきましては、魚津市の方では代理人を通じて、先ほど要点の説明があ

りましたように、魚津漁港管理条例12条、それから13条に基づく届け出なり、許可申請書

を出せば許可をするから、調停をこれ以上進める必要がないということで、第２回の調停

期日におきましてそのような御説明があり、調停委員からも、魚津市の方の説明では２種

類の届け出を出せば許可されるということだから、調停をこれ以上詰める必要がないとい

うことで、調停不調の手続をされました。

この調停の中では、どのような場合に許可がなされるのか、どのような場合に不許可に

なるのか、それから申立人らの船舶の係留が具体的にどのように違法駐艇と評価されるの

かという具体的な内容についての説明は全くなく、ただ手続を速やかにすれば許可をする

から、調停を速やかに取り下げろという御趣旨でありました。

そこで、先ほども説明いただきましたように、調停の当日、翌日、直ちに手続をいたし

ましたところ、18年２月に不許可という通知を受け取ることになりました。したがいまし

て、不許可の通知を受け取るまでの間、漁港を利用させていただく場合にどのような利用

の仕方があるのか、どのように利用すれば管理者の意に沿うのか、それからどのようにす

れば他の漁港を利用される方の迷惑になるのかという具体的な内容について協議をする、

話し合いをする機会は全くないまま、不許可の通知がなされたものであります。

そこで申立人代理人としましては、調停まで話し合いの場を設けているにもかかわらず、

魚津市さんの方は具体的な不許可の理由などについて説明がなく、本件不許可通知におい
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ても、長期間にわたって係留の使用許可を与えられる場所がないという御説明で不許可通

知をいただいたものであります。

しかしながら、漁港施設というのは漁港漁場整備法に基づいて、国が法令に基づいて設

置された施設で、魚津経田漁港が２種の漁港と聞いておりますが、これは国、県、市町村

がお金を出してつくられた公共の施設で、現在地元の経田漁協の人たちが専属的にお使い

になっておるものであります。

この漁港は10年余り前までは非常に漁船が多かったようですが、その後次第に漁船の数

も少なくなってきておりまして、先ほどスライドがなされましたが、もう１つ資料の添付

で第７号ということで、漁港周辺の地図を添付してございますが、この地図をごらんいた

だきたいと思います。

経田漁港は魚津市の富山湾に面した部分で、漁港は南北に長い形態になっておりまして、

漁港の中心に船だまりがありまして、船だまりは岸に沿って岸壁が設けられております。

そしてその漁港の富山湾側沿いになりますが 「経田漁港ボートヤード」と表示された部、

分で、約500ｍほどの長さの施設があります。

申立人の Ａ 及び Ｃ は、この地図の「経田漁港ボートヤード」と印刷された文字の右

側といいますか東側の部分に 「遊漁船（ Ｄ 号、 Ｅ 号）現行」と表示してある、この、

付近に係留しておるものです。

この係留場所は 初に許可を受けたときから、ほぼ位置を変えることなく、継続してこ

こに係留をしてきたものであります。

現在経田漁港では、南側の防波堤の付近にプレジャーボート、浮桟橋が設置されており

まして、今の遊漁船の係留した場所の少し北側にもプレジャーボートの桟橋が設置されて、

そこに多数のプレジャーボートが係留されておるという状況であります。

現在、審査請求人の Ａ 、 Ｃ の２隻は並列する形でここに係留をしておりまして、こ

の係留の形態は13年、14年に 初に許可を受けたときから、形態場所はほとんど変わりが

ない状態であります。

そういうことで、漁港として公共の施設でありますが、漁場あるいは漁業を営む方々に

遊漁船２隻をここにとめても、漁業を営む方々の著しい不都合、あるいは迷惑をかけるこ

とはないと考えております。

実際にどのような状況かというのは申立書に添付して、前回写真で提出をしました。申

立書添付資料の番号で言うと第30号証ということで、平成18年６月３日、それから７月31
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日に撮影した写真を添えておきました。

船の部分と船が接岸しているのが岸壁で、先ほどの経田漁港ボートヤードという部分に

相当するものであります。

不許可通知をいただいた後、この写真のように岸壁に漁具が並べられているという状況

であります。

ところが 近は、この漁具なども全部撤去されて、コンクリートの岸壁がそのまま地肌

を出しているという状況に整理がなされております。

先ほども御説明ありましたように、釣り客に遊漁船業に来ていただいて、それで遊漁船

で釣り場に案内して、釣りが終わった後またもとに戻って、お客を船からおろして仕事を

するというのが遊漁船業者の仕事の内容でありますが、遊漁船が現在日本の法律において

も独立した地位を与えられて、しかも安全に乗船するお客を船に乗せる。それから終わっ

た後船から下船させて安全にお帰りいただくという人の乗船、下船という行為の中で、安

全に乗船し、安全に下船する場合には、船が安全なところに係留されることが必要不可欠

であると考えます。

したがいまして、遊漁船が安全に係留できる場所というのは、現在、国のつくられた施

設の中で、漁港がやはり一番適切だと考えられます。

そして、魚津経田漁港におきましてもそういう施設があるわけですから、プレジャーボ

ートの設置についても配慮されております。このプレジャーボートと遊漁船との違いを明

確に認識していただいて、遊漁船の係留場所を特定し、適正な料金の負担も拒否しており

ませんので、適正な料金の負担をするように、こちらの遊漁船業者の方はそのように考え

ております。

実際に平成14年、あるいは15年から、経田漁港に係留をした過去の分につきましては、

平成17年分までの利用料金を、既に魚津市にお支払いしております。18年の分については

料金の話し合い、あるいは請求がないので支払いに至っておりません。

したがいまして、もし、この取り消しがなされて利用についての許可がなされたならば、

その許可に相応した適正な料金を支払いしたいと考えております。

現在、遊漁船業の営業活動は全国各地、特に富山県の方でも次第に遊漁船業を営む方が

ふえているやに聞いております。

Ａ 、 Ｃ ２名の本件の手続の成り行きが、非常に地元でも関心を持って注目されてい

るところでありまして、遊漁船業者としましては漁港で適正な停船、係留位置を定めてい
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ただいて、安全に遊漁船業を営めるようにしていただきたいと考えております。

先ほどの御説明では、魚津市さんの方は９月13日付でこの取り消し通知をしたというこ

とでありますが、通知は取り消されたとしても、具体的に漁港のどこをどのように利用す

るのかという、具体的な利用許可はまだいただいておりませんし、利用許可についての話

し合い、あるいは協議をしようという通知もまだいただいておりません。

したがいまして、魚津市さんのされた不許可通知の、どこがどのように問題があるのか

ということをぜひ明確にしていただいて、遊漁船の将来の係留が合法的に、しかも適切に、

安全に、円滑に実現できるように、特段の御配慮、あるいは知恵をお願いしたいと思いま

す。

総括的な意見ですが、私の方から以上まとめて御意見申し上げます。あと、本人の Ａ

さん、それから Ｃ さんの方から個別に意見を述べてもらうことにします。

○中田分科会長代理 では Ａ さん、お願いします。

○審査請求人 Ａ Ａ です。

先ほど課長の方から話がありまして、今ほど弁護士の Ｂ さんの方からも話がありまし

たけども、平成13年11月18日、私、将来当然遊漁船をやるために舞鶴市で Ｄ 号を購入し

てきたんですよ。そのときには書いてあるように、当然、ヤードの管理者にもしっかり相

談して許可を求めましたし、魚津市の当時の農業水産課にはオオムラ課長という方がおい

でになったんですが、その方にはしっかりと係留する許可をもらっています。口頭ですが。

それが現実に、先ほどから話していただいていたような状況になっていったということ

なんですが。

それと今は私、遊漁船、釣り船業だけじゃなくして釣り道具屋もやっておるんですよ。

経田漁港の市場の、過去は市場だけど今は市場でないですけど、前の方で、小さいながら

も釣り道具屋も現状営んでやっています。

それと Ｂ さんからも話があったように、我々、客を乗せていますので、乗船、下船す

るときの安全が一番確保されるような状況に持っていってもらいたい、話をしてもらいた

いなというのが私の意見です。

○中田分科会長代理 よろしいですか。

Ｃ さん、何か御発言ございますか。

○審査請求人 Ｃ Ｃ でございます。よろしくお願いします。

初めに、私は漁業者じゃありませんで、遊漁船法に基づく遊漁船業者であります。漁業



- 14 -

者ではありません。

なぜこう言うかというと、遊漁船というのは、いわゆる従来漁業に携わっていた漁業者

の人も、我々プレジャーボートからのいでたちで、それぞれ遊漁船の法に基づいて、業務

主任及び保険、いろいろ法に基づく正規の手続において県知事の登録を得たものでありま

す。したがって漁業者であろうとも、遊漁船を行う場合は同じ手続を行っているはずです。

経田漁港には、我々 Ａ さんと私と２人だけが、いわゆる遊漁船の専業船ですね、漁船

じゃありません、遊漁船だけをやっている。漁業をやっていない。そのほかに、漁業もや

って漁船を利用して遊漁船をやっている、いわゆる兼業船業者の船が10隻余り、同じよう

に経田漁港に停泊しています。

それはもともと漁船ですから停泊場所はきちっと定められて、船だまりに停泊されてい

るわけですね。そういう現状であります。

私の方からちょっとあれですが、今ほどいろいろありましたけど、一番私が気にしてい

るのは、先日も神津島の方で遊漁船の大きな事故がありましたが、お客様を乗せて釣り船

業を安全第一でやりたいと。それが第一の目的なんですね。そのためには、安全な乗り降

りする場所と言えば漁港とか、あるいは一部プレジャーボートの場所になるわけですけど

も、そういう乗降等の安全確保が得られないということが一番の私の心がかりというか、

懸念されるところであります。

当然保険も入っていますけど、釣り客に何か事故があった場合どうするのかというのが、

一番の懸念するところであります。

法律にも当然そういう安全の確保がうたってあるわけですね。そういうことからいって

も、非常に私はそういったことが思いやられます。

Ａ さんもそうですが、経田漁港で十何年前から、いわゆるプレジャーボートとして経

田漁港を利用させていただいた。それで平成14年、15年に、プレジャーボートから遊漁船

という形で富山県の登録もいただいて、正式に釣り船をなりわいとする、いわゆる遊漁船

を仕事として始めたわけですね、法律に基づいて。

そういうことですから、当然事前に魚津市の方ともいろいろ話もしましたし、先ほど

、Ｂ 先生の方から話もありましたけど、何十回と話をしたんですが門前払いといいますか

市の条例にはそういうのはないんだの一点張りで、とにかく出ていってくれと言うだけで

す。

先ほど Ｂ 先生からもありましたが、何の正当な理由もない。ただ、不法係留だと。じ
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ゃあ、私たち２隻だけが不法係留なのかといいますと、現実に不法係留は何隻かあるわけ

です。私たちの船よりももっと大きなプレジャーボートが、十数年来そこにとめたままと

いう現実もあります。それに対して市の対応はどうなのかというと、よくわかりませんけ

どね。

ただ、なぜ私たち２人が不法係留なのか。それが理由が明かされないというのが非常に

不思議でありました。

我々はとにかく、法律にもありますけど、業務の適正な運営の確保とか、あるいは私、

Ａ ともに信越遊漁船組合に加入していまして、そういう遊漁船の組織する団体の適正な

活動を促進しなさいと、法律にも当然うたってあります。

そういうことから、各県に遊漁船組合の指定団体の認可の申請もしたりしていますが、

県によってまちまち。申請書を受け取らない県もあります。

いずれにしてもそういうことで、我々は１つは今、遊漁船を通じて、言ってみれば地域

振興、先ほどの話にもありましたけど、附帯決議にうたってあるわけです。平成16年の法

律の附帯決議の中に、遊漁船利用者の安全の確保及び漁場の安定的な利用環境を確立する

ために、遊漁船業者の意識の啓発と向上及び遊漁船業者の組織化を積極的に推進すること。

その場合、国及び都道府県と、遊漁船業関係団体は相互に連携して指導する体制を確立す

ること。

４点ほどあるんですが３番目に、いわゆる都市と漁村の共生と対流を一層促進するため、

都市住民のニーズに十分配慮し、漁村における遊漁関連施設の充実に努めること。これは

平成16年の遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する案の附帯決議であります。き

ちっとこういうふうに国の法律のもとでうたってあるにもかかわらず、それは国の法律だ

ろうと。うちは市の条例が１本だという言いぐさであります。そこに私たち、非常に矛盾

を感じるということであります。

今までの経過とか経緯とか、先ほどいろいろ話がありましたので私の方では省略します。

ちょっと余談になりますが、先生方御存じだと思いますけど、昭和23年に、戦後の混乱

期において、アメリカの指示において水産業協同組合が設立されたわけですね。いわゆる

民主化しようと。

それで昭和24～25年、いわゆる漁業法が制定された。その漁業法の定款にこういうこと

が書いてある 「年間90日から120日間操業する者を漁業、漁民として登録しますよ」と。。

その漁業法、漁業権、いわゆる指定管理団体、組合とかの漁業権とか、漁船の係船場所は
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漁港なんだといって、25年の漁業法の制定のときにそういうふうに決められているわけで

すね。その昭和23年、年間90日から120日間操業する、いわゆる漁業者の方が、聞くとこ

ろによると全国で700万人いたそうです。

ところが平成15年では24万人に激減したと。その24万人の80％が60歳以上であると。こ

れは何も私から言うことでもありませんが、そういうことからいっても、先ほどの漁港に

おける漁船以外の船舶の利用についてという、水産庁長官の通達があったものだと思うん

ですね。

そういうことから言って私たちは、こういう国の１つの法の流れというか、時代の情勢

の変化というか、法に基づいて我々が行っているにもかかわらず、市の行政の方になぜ理

解していただけないんだろうか。それが一番の不満であり、もう１つは乗り降りする釣り

客の安全確保が第一であります。そういうことから言っても、今の遊漁船業の適正化に関

する法律の不備な点も多々あるんじゃないかなと。

まず遊漁船法はありますが、その中に明確に係船場所についてうたった文言がないんで

すね。今、新車を買うときも、車庫証明が当然要るわけですよ。ましてや船において、

「どこにとめるんですか」という係船場所についての文言がない。それはこちらから後で

申請するだけです。業務規定書に 「ここにとめますよ」と。、

しかし、業務規定書に我々が申請したその係船場所が、果たして適正かどうかという、

国及び県及び市町村の検証がないということです。ですから変な言い方すれば 「あんた、

ら好きな方にとめて、客を乗り降りさせて、とにかく安全だけ気をつけなさいよ」という

ふうにしか聞こえない。

法を守ってそういうふうに私たちがやっているにもかかわらず、不法係留だと。じゃあ、

私たち以外に、そこに係留している船は本当にいないのかというたら、３～４隻はいるわ

けですよね。そういう非常に矛盾点といいますか、そういったところが不満というか理解

できない点でありまして、きょう本日こういうふうに審査請求に参加させていただいたこ

とは非常に感謝しておりますけども、こういった場で本当に法の不備な点とか、今後改め

るべき点をくんでいただければ幸いだなと思っておりますので、よろしくお願いします。

以上です。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

審査請求人と代理人からの発言は以上でよろしいでしょうか。

１つ、先ほどの代理人の御発言の中にもあったので御存じだろう思うんですが、分科会
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の方から確認をさせていただきたいことがあるんですが、平成18年９月13日に処分庁であ

る魚津市長の方から処分の取り消しがあったわけですけども、そのことは御存じですよね。

○ Ｂ 代理人 はい、来ています。

○中田分科会会長代理 わかりました。

それでは委員の方々から、何かほかに御質問ございましたらお聞きいただければと思い

ますが、いかがでしょうか。

何か御質問、その他ございませんでしょうか。

経過も含めましてかなり詳しく御説明いただきましたので、事情はおわかりいただけた

のではないかと思います。よろしいでしょうか。

それではないようでしたら、これで公開による意見の聴取を終了いたします。どうもあ

りがとうございました。

なお、本件の審議、答申はこの後、漁港漁場整備基本方針長期計画の見直し、それから

漁港の区域の認可についての審議が終了した後に行うことにいたしますので、その点もよ

ろしくお願いします。

それではここで10分ほど休憩をとりたいと思います。14時30分から再開します。よろし

くお願いします。

〔暫時休憩〕

○中田分科会長代理 それでは皆さんおそろいですので、議事を再開させていただきます。

水産庁漁港漁場整備部長あいさつ

○中田分科会長代理 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。

影山部長、よろしくお願いします。

○影山漁港漁場整備部長 本日はお忙しい中を当漁港漁場分科会に御出席いただきまして、

どうもありがとうございます。

本日の審議でございますけれども、前回の審議会におきまして諮問いたしました、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いて、２回目の御審議をい

ただくということにしてございます。

水産業をめぐる諸情勢が厳しさを増す中、直面するさまざまな困難を克服し、国民に対
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する安全・安心な食の提供と、力強くたくましい水産業、漁村づくりを進めるため、新し

い長期計画におきましては、３つの課題を重点的に取り上げたいと考えているところでご

ざいます。

第１に、我が国周辺水域における基礎生産力の向上というテーマ。第２に、国際競争力

強化と力強い産地づくりというテーマ。第３に、水産物の安定的な供給を支える、安全で

安心な漁村の形成というテーマでございます。

現在、この方向性に従いまして、平成19年度予算の要求をしているところでございます。

後ほど計画課長の方から詳細を御説明申し上げますけれども、よりよい計画づくりに向け、

委員の皆様方の忌憚のない御意見をお願いしたいと思います。

また、本日はほかに漁港の区域の認可について、さらには先ほど諮問し、公聴会を開催

いたしました、富山県魚津市経田漁港における行政処分に対する不服審査請求について、

答申をいただくことを予定しているところでございます。

長時間にわたる審議になりますけれども、委員の皆様方におかれましては、どうぞよろ

しくお願いいたします。

甚だ簡単ではございますが、開会に当たりましての私のごあいさつといたします。どう

ぞよろしくお願いいたします。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

議 事

③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【審議】

・漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針の骨子（案）について検討

・漁港漁場整備長期計画の構成（案）について検討

○中田分科会長代理 それでは議事に入ります。

漁港漁場整備基本方針長期計画の見直しですが、本日御審議いただきますのは、漁港漁

場整備基本方針の骨子及び漁港漁場整備長期計画の構成でございます。

詳しい内容については次回、漁港漁場整備基本方針の素案及び漁港漁場整備長期計画の

骨子について、事務局より示していただくことになっておりますので、今回は先ほどの部

長のごあいさつにもありましたように、全体の方向性として妥当かどうかを議論していた

だければと思います。
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それでは、事務局から説明をお願いします。

○橋本計画課長 それではお手元の資料４－１に基づきまして、漁港漁場整備基本方針の

素案、それから漁港漁場整備長期計画の骨子につきまして、御説明をさせていただきたい

と存じます。

ページをお開きいただきたいと存じます。目次を経まして２ページに、新たな漁港漁場

整備長期計画の策定に係ります、これからの水産政策審議会漁港漁場整備分科会のスケジ

ュール（案）をつけさせていただいておりますので、御説明をいたします。

先だって７月24日に９回の分科会におきまして、漁港漁場整備事業の推進に関する基本

方針を変更するということと、それから新たな漁港漁場整備長期計画の策定という、２つ

の諮問をさせていただいたということでございます。

それから本日、10月17日でございますが、基本方針の骨子（案）について、今から御説

明をさせていただきますとともに、漁港漁場整備長期計画の構成案の２点につきまして、

御検討いただきたいと考えております。

また、11月28日の第11回分科会でございますが、このときに基本方針の素案をお示しさ

せていただきまして、また、漁港漁場整備長期計画の骨子（案）についてお示しをさせて

いただきまして、これらについての御検討を賜りたいと考えております。

また、時期は未定でございますが、あと２度、これにつきましての基本方針の答申及び

長期計画の答申を議題に、審議会の分科会を開催させていただきたいと考えている次第で

ございます。

それでは、もう１ページお開きいただきたいと存じます。漁港漁場整備基本方針と、長

期計画のそれぞれの位置づけを図にあらわして書かせていただいております。

左上に四角がございますが、漁港漁場整備基本方針が法第６条に定められておりまして、

国は整備の基本的な考え方を示すこととなっております。

そして、これに基づいて右側の方に矢印がいっておりますが、漁港漁場整備長期計画と

いう計画を閣議決定することとなっておりまして、この中には計画期間中の事業の実施目

標及び事業量について規定することとしております。

それぞれ、この基本方針につきましては地域のニーズを吸い上げまして、各地方公共団

体が基本方針をやって自主的に計画を立てていく、特定漁港漁場整備事業計画との関係が

ございます。

また、右側の漁港漁場整備長期計画に基づきまして、それぞれ特定の漁港漁場整備事業
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を、各地方公共団体が進めていただくという形になっております。

その下の４ページですが、漁港漁場整備基本方針の見直しの必要性ということで御説明

をいたします。

基本方針を作成する意義でございますが、国の責任として漁港漁場整備の基本的な方向

性を国民にわかりやすく伝えていく。このためには重要な手段ではないかと考えておる次

第でございます。

また、効率的かつ効果的な事業の推進に向けて、計画、実施、そして運営までを見通し

た事業の考え方を規定することができるという意義があると考えております。

そして右側の方ですが、今般基本計画を見直す必要性でございますが、今、水産基本計

画の見直しが進められてございまして、この見直しの結果に基づいて、今後の漁港漁場整

備に係る基本方針を決定することが必要ではないかと考えているということ。

また、これまでに消費者ニーズの多様化などを背景に、漁港漁場の役割がどんどん変化

してきている中、役割に応じた整備の考え方を明確にすることが必要ではないかというこ

とを考えております。

これらを踏まえまして、下の枠にありますような、漁港漁場漁村を取り巻く状況の変化

を見て、整備の考え方を見直して、国民にわかりやすくなるよう政策課題を絞り込むとい

うこと。

また下にございますが、農水省として提示している「改革５原則 。例えば①の非公共」

施策との連携の強化、あるいは予算配分の一層のめり張り、国と地方の役割を踏まえた事

業内容の見直し、既存ストックの有効活用、入札改革による透明性の確保等がございます

が、これもあわせて見直しをしていくことが必要じゃないかということでございます。

次のページをお開きいただきたいと思います。次期漁港漁場整備長期計画の策定の必要

性でございます。長期計画を策定する意義でございますが、漁港漁場整備には多大な投資

と期間が必要になってくるということで、長期的な視野に立って計画を策定することがで

きるという意義があるのではないか。

また、一定期間内に達成すべき成果目標と、目標に対する事業量を国民に示すことによ

りまして、効率性や透明性、また客観性を確保することが可能じゃないかということでご

ざいます。

そして右の欄ですが、今の長期計画が平成18年度末をもって終期を迎えるということか

ら、今後の整備方針を決定することが必要であると。
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また、他の周辺状況としましても、漁業者の減少、経営環境の悪化、消費者ニーズの多

様化などの状況の変化に、的確に対応することが必要だということでございます。

これらを踏まえまして、計画期間中に求められる緊急性の高い重点課題を明確化すると

ともに、重点課題に対する直接的かつ効果的な事業の推進を図るために、選択と集中をキ

ーワードにいたしまして、事業内容の絞り込み、あるいは整備対象の絞り込みを図るなど

をいたしました上、長期的な視野に立って戦略的な事業の推進を進めていこうと考えてお

る次第であります。

先ほど、水産基本計画の変更が出てまいりましたが、水産政策全般の改革方向と漁港漁

場整備基本方針の見直しが、下の６ページの表にございます。上の方に水産基本法がござ

いまして、それに基づきまして中段の左側に水産基本計画がございます。それから下の段

でございますが、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針がありまして、それぞれ連携

をしているということになっております。

水産基本計画でございますが、これは10年程度を見通して定めた計画ではあるんですが、

さらに枠で囲まれておる中をごらんいただきますと、現在、水産基本計画の見直しという

ことで、政策改定の方向性の中間の論点整理等をされております。

例えば（１）に、水産資源の回復・管理の推進。あるいは、将来展望の確立と国際競争

力のある経営体の育成・確保。そして（３）に、水産物の安定供給に向けた加工・流通・

消費施策の展開。そして漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・漁村の多面的機能の発

揮等について議論がされておりまして、これらに基づいて基本計画が改定される方向で検

討されているということでございます。これにあわせまして私どもの基本方針。

また右の方にございますが、指定漁業の一斉更新、あるいは海洋水産資源開発基本方針

等々につきましても、検討が進められているということでございます。

次のページをお開きいただきたいと思います。また、あわせて画面の方もごらんいただ

きたいと存じます。

我々もいろいろな議論をしている中で、漁港漁場整備の推進に関する基本的な方向とい

うことで、ちょっと画面をごらんいただきたいと思いますが、まず基本的な考え方として

は、国民にわかりやすい水産基盤整備事業を目指して、重点的に取り組むべき課題を明ら

かにしていこうということで、重点事項として３つの項目を示しております。

まず、我が国周辺の水産資源を確保することが非常に重要でございますので、我が国周

辺水域における水産資源の基礎生産力の向上を図る必要があるのではないかと考えており
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ます。

枠の中には２つの言葉が書かれておりまして、まずは今まで余り手がついていなかった

沖合域において、水産資源の積極的な保護・育成を行っていくべきではないか。

それから沿岸の方におきましては、これまでの藻場、干潟の保全・創造に加えて、さら

に自然環境の変化などに適正に対応できるような、ここでは順応的管理手法の導入と書い

ておりますが、環境をよく配慮いたしました手法を導入しまして、藻場、干潟の保全など、

資源の向上につながる施策を集中的にやっていくべきではないかということを考えており

ます。

２番でございますが、これから国際競争力が激化する。そういう意味では、力強い産地

をつくっていく必要があるんではないかということでございまして、流通機能の強化によ

りましてコストの縮減、鮮度保持などの取り組みを進めていくべきではないか。

また、高度な衛生管理などの徹底を行いまして、産地市場と一緒になってより品質の高

いものをつくり出していくことが必要。そういうことによって、国際競争力を持った力強

い産地づくりをすることが必要ではないかと考えております。

３番目では、水産物の安定的な供給を支えている漁村におきまして、安全で安心な漁村

を形成していく必要があるのではないか。生活環境の中でも極めて重要であるところの、

「漁業集落排水施設整備」と書いてございますが、これらなどによる水環境の改善である

とか、それから漁村生活環境の改善が必要じゃないかと。

また、漁村は災害等について非常に弱いということもございますので、水産基盤整備を

通じまして耐震化だとか、それから避難路の確定などによって、地域の防災力の向上を担

うということを、重点的に行っていくべきではないかという考え方を今持っているところ

でございます。

本文の方に戻らせていただきますと、今、漁港漁場整備基本方針の骨子（案）を提案し

ていただきまして、左側の方に現行の項目を書いておるわけですが、まず一番 初の基本

的な方向につきましては、先ほど図で示したものと同じでございますが、今示されており

ます水産物の供給の安定への貢献、あるいは沿岸域の環境の保全・創造の推進、そして漁

村の総合的な振興をさらに具体的に進めまして、右側の点線の枠にございますように、我

が国周辺水域における基礎生産力の向上、そして国際競争力強化と力強い産地づくりの推

進、水産物の安定的な提供を支える、安全で安心な漁村の形成といった課題を基本的な方

向性として、より具体的な形で示していきたいと考えているところでございます。
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その下の８ページをごらんいただきたいと思いますが、漁港漁場整備事業の効率的な実

施に関する事項が定められておりまして、項目については整備の連携に関する事項、ある

いは役割分担を踏まえた事業の実施に関する事項、技術の開発等々に関する事項等がござ

います。

これは先ほど御説明いたしました、農水省が推進すべきと考えている改革５原則でござ

いまして、それぞれ非公共事業との連携、それから予算配分をよりめり張りをつけてやっ

ていこうと。それから事業内容についても国、地方の役割分担を見直していこう。維持更

新コストの縮減を図っていこう。事業方式を改革していこうということでございます。

またあわせて今、入札、契約制度を見直していって品質確保をしていく必要があるだろ

うと考えております。安いだけ、価格だけという競争ではなくて、これから品質、安全性、

環境性、省資源、それから長い目でコストがどうなのかというのを、価格と一緒に総合的

に評価をしていく方向でやっていくことによって、ダンピング受注の抑制であるとか、技

術的にすぐれた健全な建設業が受注して、品質の確保及び向上が図れるんではないかとい

うことも検討しております。

あと、コストの削減ですけれども、公共工事全体で調査、計画、施工、管理それぞれの

段階でいろいろ努力をすることによって、コストの構造改革ができるのではないかという

ことで、効率性の向上、設計等の 適化、調達の 適化、地域特性の重視、透明性の向上

等々書いてありますが、これらについて新たな目標を設定して取り組みを強化していく。

全体で総合コスト縮減率というのは、15～19年度の５カ年間で15％縮減をしようという

ことで進めておるわけでございますが、今、私どもの補助事業でございますが、都道府県

、事業の値としては、平成17年度で8.3％の縮減が図られているということでございますが

それぞれ計画・設計を見直すことによって、複数の事業を連携してやることでコストが縮

減するだとか、それから真ん中の写真ですが、資源の増殖によりまして、例えば貝殻を漁

礁に再利用をするといったことでコストを削減する。

それから、これまで既につくられている防波堤などの長寿命化を行っていくということ

を考えております。全体的なコストの削減をしていくと。いろいろなことの取り組みをさ

せていただいているということでございます。

あわせまして水産系副産物の利活用ということで、例えば貝をとると貝殻が発生すると

か、いろいろなものが出てくるわけですが、これらを資源として利用していくということ。

これまで十分できていなかったわけですけれども、漁村における新しいバイオマスとして
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活用していくことによって、省資源及びコストの低減が図れるのではないかというものが

ございます。

それからもう１個説明をさせていただきますが、規制緩和等において、より広く利用し

ていただくことができないかということですが、これは漁港機能の高度化を図るために、

特定の漁港施設を民間事業者に貸しつけることを認める仕組みで、特区制度を進めている

ものでございます。

これまでは左下にありますように岸壁というのがあって、その中に船を揚げると物が上

がって、それから荷さばき所の中にいって、それから流通業者に渡っているというような

断片的にやったわけですが、総合的に効率化を図る、あるいは衛生管理をするという意味

では、こういうのよりも一体的にこれらをトータル的にうまくいく。そこに民間の力を使

っていただいてやることが、非常に有効ではないかということで、右上のように施設、あ

るいは土地を貸しつけまして、そして施設を設置していただいて、合理的なことをやれる

ような形を流通に関してやっていこうという取り組みをやっているということを、御紹介

させていただきました。

今、御説明したようなものを、それぞれ項目として入れていきたいということで、８ペ

ージの本文に戻らせていただきます。枠の中でございますけれども、例えば①の整備の連

携に関する事項でございますと、アンダーラインをしているところに非公共施策との連携

の強化、あるいは国と地方の役割分担のもとでの事業の重点化に関する事項を盛り込むこ

と、あるいは既存ストックの有効活用と更新に関する事項を盛り込むことを追加しており

ます。

また、工事の効率化の向上に関する事項で入札、契約制度の見直しであるとか、総合的

な視点からのコスト縮減といった項目も盛り込みたいと。

また、技術の開発に関する事項においては、先ほどの水産系副産物の積極的な活用を追

加したい。

それから⑦でございますが、民間活力の導入に関する事項では、規制緩和等による漁港

施設の有効活用について追加をしたいということで、今いろいろ行っておりますものを、

この中の効率的な実施に関する事項として盛り込みたいと考えている次第です。

９ページにお進みいただきたいと思います。これも絵の方をごらんいただきたいと思う

んですけども。これは技術的な向上ということですが、漁港をつくる際も、水産生物の増

殖の機能の研究がいろいろ進んでまいりまして、それらを工事の中に取り組んでいくこと
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ができるようになってまいりました。これは漁港のために波を消しながら、そこで資源を

増殖させるというものがあります。これは秋田県の金浦地区でつくっているものでござい

ますが、このように、水産生物に対する増殖機能等を考えたものがいろいろできるように

なってきたということもございます。

次は、漁港漁場施設の老朽化でございます。先ほどもちょっと老朽化は出てきましたけ

れども、新規投資をグラフの中で、これまで行ってきたということで、だんだん施設の量

が蓄積されてきているわけですけれども、これが斜線の部分になるわけです。

これらがだんだんたってまいりますとどんどん古くなってきて、そしてそれらを直して

いかなければいけないというニーズが、斜線のところに出てきているわけですね。

そうすると、今はまだ全体の事業費のうちの直すウエートは少ないわけですけども、こ

のまま何もしないでいると、そのうちこれから20年後ぐらいには壊れてくる量と同じであ

っても、予算の規模が余り変わらないようなレベルになってくることが危惧されるという

ことでございます。

私どもとしては、今ある施設をいかに長寿命していただくか。また、これからつくるも

のについても、つくるお金だけではなくて、これから維持管理を含めたコストが、どれだ

け安く将来にわたってつくっていくのか。これから社会が成熟化して右肩上がりでなくな

るということもございますので、そういうことを考えながらやっていきたいということで

ございます。

９ページの四角の枠の方でございますが、①では漁港漁場施設等の規模と配置に関する

事項については 「水産生物に対する増殖機能等」を追加させていただきたい。、

また③で、漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順序と工法に関する事項については、

「老朽化した施設の更新における留意点等」を追加して進めていきたいと考えておる次第

でございます。

後にもう１枚表をごらんいただきたいと思います。私ども、漁港漁場整備事業を推進

する際に、水産業というのは環境と共存し、海の環境を利用させていただいて初めて存続

し得る産業であるということでございますので、環境との調和を前面に打ち出して事業を

行うべきではないか。

ここでは、藻場・干潟の衰退に対するいろいろな取り組みを書かせていただいておりま

す。これまでも御説明をさせていただきましたとおり、磯焼けの写真がございますが、藻

場も昭和53年から平成10年でこのように膨大に落ちていて、半分以上の都道府県で磯焼け
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が発生している。

干潟につきましても、干潟の面積も１割以上減少しているということでございますし、

またそこの主要な生物のアサリも、一時からまるでけた違いに落ちているわけですが、大

きな減少を示しているということでございます。

下の方でございますが、これらを打開するためということで、緊急磯焼け事業を今、研

究を行っておりまして、藻場・干潟生産力改善モデル事業（非公共）というのが枠の中に

書いておりますが、これが平成17年から平成19年度までということで、どのような対策を

とったらいいのかというのを勉強いたしまして、ガイドラインをつくって全国に普及する

ものができておるということでございますので、これらを使って下のような事業がいろい

ろできるような仕組みを、今度19年度から要求しているところでございます。

左側には、二枚貝を食べてしまうナルトビエイを防ぐようなものであるとか、それから

藻類を食べてしまうアイゴだとかブダイといったものから、藻場の中の中心になる核藻場

を守るための食害防止ネットであるとか、それから地上におりますウニや貝類から藻場を

守るためのフェンスであるとか、こういうようなものが有効であるというものを、事業の

中にもつけ加えてやることも考えているわけです。

漁港漁場整備事業を行う場合は、環境に必ず配慮することが必要ではないかということ

で、このようなことを紹介させていただきました。

また本文に戻っていただきたいと存じますが、10ページでございます。改正（案）の中

のⅣで、漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境との調和に関する事項があるわけ

、 、ですが、この中に特に漁港・漁場を取り巻く自然環境の整備に関する事項の中に 「藻場

干潟機能の代替が困難な用地造成を抑制すべきではないか」ということを追加させていた

だいたり、あるいは「環境への変化に対応するため、順応的管理手法を用いた整備の考え

方について」というのを追加させていただくということを考えている次第であります。

基本方針につきましては現在骨子ということで、現行のものに対してこのような修正、

あるいは追加という項目を考えておるところでございます。

11ページをお開きいただきたいと思いますが、次期漁港漁場整備長期計画の構成（案）

でございます。

まず基本的な考え方といたしましては、水産基本計画との密接な連携のもと、水産施策

の着実な推進ということと、それから重点的に取り組むべき課題の明確化、国民にわかり

やすい事業の推進 「選択と集中」などの実践による効率的かつ効果的な事業の推進、自、
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然と共生する環境保全型事業の推進、そして事業効果がわかりやすいものになるように、

成果目標と事業に係る計画期間の同一化を掲げております。

実施の目標（例）でございますけれども、これも先ほど基本計画のときに御説明をいた

しました重点事項と同時の基本課題を持ちまして、これらについて重点的に取り組むこと

にしたいと。これが一番わかりやすいだろうと考えておりまして、この３つの課題につい

て行っていきたいと考えておるところでございます。

今度この表もごらんいただきたいんですけれども、具体的に事業の重点化をどのように

図っていくかという考え方を示させていただいております。

水産物を生産地から消費者のところまでどのように運んでいくかということで、それぞ

れつくっているところ、それから都会までいろいろな流れがあるわけですが、生産してい

るところで、水産物をどのように供給するかというネットワークを持っている圏域を設定

するとともに、それぞれ圏域ごとに重点課題をやって構想づくりをしたいと。そして、そ

れに合わせて選択と集中をしていきたいと。

下にブロックの矢印が書いてございますが、まず水産物を生産しましてから陸揚げ、流

通・加工までさまざまな流れがあると思うんですが、これらでどのような地域が結びつき

があるか。また、市場の統合であるとか、こういうことの動向も踏まえつつ、地域のネッ

トワークの圏域を設定してまいりました。そういう範囲の中で、水産物の供給をどういう

ふうにしていこうかということをみんなで考えるということで、次のブロックですが、圏

域ごとにどういうところに重点を置いたらいいかという課題。それからこれらを解決する

ための戦略を、生産者、流通関係者、加工業者さん皆さんで考えていただくということで

ございます。

３つ目のブロックですが、それぞれの圏域内での漁港や漁場の機能をどういうふうに実

施していったらいいのか。そして、整備をどういうふうにやっていったらいいのかという

のを定めまして、例えば流通の拠点にするところはどういうふうにしたらいいのか。ある

いは、中核的な生産地区はどういうふうにしたらいいのか。そして、そこら辺を集中的な

投資をしていこう。あるいは安全対策のための避難であるとか、定期船の対策、防災対策

などについてもそれぞれ対応が必要だと思いますが、それぞれの圏域ごとにこういう計画

を立てまして、そして国民にわかりやすい形で圏域ごとの戦略に基づく事業に重点的なこ

とをやっていこうと考えているということでございます。

一番下のところに戻りますが、こういう意味で、圏域ごとに集中投資を考えることによ
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りまして、事業を実施するところは絞り込みながら、そして少しでも早く施設の機能が発

揮されるように考えながら。

そして重点課題から外れる事業については、当面新しい投資は控えていただいて、そし

てなるべく早く効果を出すような形をやっていくべきではないかという考えに立っている

ところでございます。

これらについては12ページで、事業量を定める際につきましても今の表のような形で、

漁業実態に応じて全国を幾つかの圏域に分類の上、圏域ごとの役割に基づく整備地区の絞

り込みを行うということを書かせていただいておるんですが、これはこのような意味でご

ざいまして、やり方といたしましては基礎生産力の向上、産地づくりの推進、そして安全

で安心な漁村の形成に関しまして、こんな形で長期計画を進めていくということをしたい

と考えているところでございます。

御説明は以上でございます。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

ただいまの事務局の説明に関して、何か御質問、御意見ございましたらお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。

桜本委員。

○桜本委員 環境等の調和を考えて事業を進めていかれるということで、私も大変いいと

思うんですが、それに関係しまして11ページの実施の目標ですが、環境との関係で一番関

係する事項の１つとして、１番目の周辺海域の基礎生産力の向上ということがあると思う

んですが、ここに挙げられている事項を読みすと、比較的実際に利用する海域での改善と

か保全が中心になっていると思うんです。

もちろんそれも非常に大切だと思いますが、もう１つ、例えば資料６、これから御説明

あると思いますが、平成19年度の概算要求の概要の２番の３つ目の○に、林野庁と連携し

て漁場保全の森づくり事業を推進ということが書いてございますね。この漁場漁港保全以

外の省庁との連携も含めた事業も、この中に入れた方がいいんじゃないかなと私はちょっ

と感じたんですが、それはいかがでしょうか。

○橋本計画課長 今、この予算要求をさせていただいております林業との連携、それによ

って漁場を保全していくという考え方につきましては、具体的な事業の名前とか、こうい

ったようなことを書き込めるかどうかということではございませんから、その思想とかそ

ういうものについては書き込んでいくことが可能だと思いますので、検討させていただき



- 29 -

たいと存じます。

○桜本委員 それに関連しまして、そういう意味では余り具体的ではないんですが、例え

ば地球温暖化が非常に今問題になっておりますけれども、例えば水温が３～４度上がると

藻場の成長が非常に悪くなるということが予想されています。これは日本だけでできるよ

うな問題ではなくて、もっと大きな問題ですけれども、港湾の施設で温暖化ガスを出すの

を抑制するようなことに対してはたくさんサポートするとか、そういうふうなことも方向

性として盛り込んでいければなと思ったんですが、それはいかがでしょうか。

○橋本計画課長 基本方針の中で私ども、環境への配慮が重要であるという説明を先ほど

させていただきました。具体的な例示としては、藻場・干潟の代替ということを書かせて

いただいているわけですが、当然総合的な、例えばどういう材料を使うかとかいろんなこ

とを含めて、環境について配慮してやっていく必要があるというところで読めるんではな

いかと考えますが、いろいろ検討していきたいと存じます。

○桜本委員 先ほど入札で、金額だけではなくて質を考えるとおっしゃっていましたけど、

そういうときにもそういう項目も考えてやっていただければと思います。

○橋本計画課長 はい。

○桜本委員 以上です。

○中田分科会長代理 ほかにどなたかございますか。

特に基本方針の骨子（案）の方の項目立てについては、きょうの議論を踏まえて少しし

っかりしたものをつくっていきたいというお話ですが、いかがでしょうか。

服部委員、お願いします。

○服部委員 質問ですけど、先ほどのスライドとここにも出ているんですが、初めて聞く

んですが、順応的な管理手法って具体的にどういうことですか。

○橋本計画課長 これまで私ども、工事を行うときは大体、物をつくるときに一遍つくっ

てしまいまして、つくりっ放しではないんですけれども、防波堤をつくったりするときは

そのままということでございまして、事前に調査を行って物をつくるけれども、それ以上、

それ以降についてやっていくことはできないということです。

例えば藻場をつくったりするときというのは、ある石を置くとまた周辺の環境が少し変

わってまいりますよね。ですから、今度はそれらも考慮して次のことをやらないといけな

い。それが一番合理的だというふうに考えるんですね。

ですから、 初に計画してつくったものはばんとつくってしまうのではなくて、物事を
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行うと少しずつ変化していく環境に順応しながら、そしてそれらを適正に管理しながら新

しい計画をつくったりしていくということでございまして、より自然を考えた工事の仕方

だと考えております。

○中田分科会長代理 よろしいですか。

○根本委員 それだったら、途中で変更するということもあり得るということですね。

○橋本計画課長 そうですね。どんな状況かというのを見ながらやることになりますので、

よりよい方向に少しずつ微修正するということもあり得るんじゃないかと思いますので。

○中田分科会長代理 今の順応的管理にちょっと関係するんですが、そういうことを実際

やっていこうとすると、変化を絶えず見ていくというのか、いわゆる環境のモニタリング

みたいなものをかなり充実・強化していくことが当然入ってこないと、順応的管理につな

がっていかないわけですけども、そこら辺は当然その中に含まれていると考えてよろしい

ですか。

○橋本計画課長 今、要求をしておるのがその下にある、先ほどのエイとかブダイの事業

もありますが、これもつくるものを書いているんですが、私どもがここで今、財政当局と

議論しているのは、今言いましたように、どういうふうに状況が変化したかというのを、

モニタリングを追加することが重要ではないかとも考えております。状況を見ながら、あ

の辺の対策を追加、あるいは修正していく。

当然制約はあるわけですけれども、そういうことにこれまでより一歩踏み出していくこ

とをやっていきたいと考えております。

○中田分科会長代理 ほかにどなたか。

森川委員、お願いします。

○森川委員 10ページですけども、その他の【変更なし】のところに入っております、高

齢者・女性に配慮した整備に関する事項ですが、どんなふうに声が届くのかなって思いま

す。やはり女性が入れば、環境や魚の加工とか浜の活力なんかにもつながり、そしてまた

後継者が育っていく上で大切なのではないかなと思いますので、ぜひ女性の声を何とか届

けられるようにしていただきたいなと思います。

○橋本計画課長 今の骨子（案）には、女性に配慮した整備に関する事項をここに位置づ

けておりますが、固めていく際につきましてもいろいろなお話が聞けるように努力をした

いと思います。

○中田分科会長代理 金子委員。
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○金子委員 今の女性の話だけではないんですけれど、漁港というのは背後の集落と一体

となって機能しているところがありまして、ここには特に変更なしとあるんですが、高齢

者の方や地場のいろんな産業と一体となるような考え方をやっていただくと、持続可能な

地域づくりというんでしょうか、そういうのの核として漁港が機能すると。特に予算とか

そういうのにうまくいくかどうかというのはわからないんですけれど、考え方としてそう

いうのをやっていただくと、先ほどの予算の選択と集中で、集中をしないところでもうま

く機能していくような考え方があるとよろしいんじゃないかなと思います。

以上です。

○中田分科会長代理 よろしいですか。

○橋本計画課長 そのように努力をさせていただきたいと思います。

○中田分科会長代理 金子委員の方、よろしいですか。

○金子委員 結構でございます。

○中田分科会長代理 ほかにどなたかございますか。

服部委員。

○服部委員 一番初めの４ページで政策課題を絞り込んで、ここで「国民にわかりやす

い」という表現が出ています。重点的に取り組むべき課題の明確化の 「国民にわかりや、

すい事業 。漁業者が先ほどの議題の中であった、20万以下にならないと。その家族も含」

めても多分50～60万であるなと。国民の１％にも満たない0.5％ぐらいの者しかいない我

々漁業者が、99.5％の人間にわかってもらえるもの、わかりやすいがものができるのかな

というのが、ちょっと気にかかるところです。

何か至るところに出てきますね。理解してもらいたいというようなことであろうかと思

うんですね。これ、どちらへ向いての基本計画かなというのがちょっと……。国民に向い

ての基本計画か、水産業に向いての基本計画かというところが、ちょっとここらは不安に

思うんですけど、ここらあたりを何か、非常に今回出てきよるような、あちこちで「国民

にわかりやすい」という言葉がずっと出てくるので、そこらはどういう考えでこういう言

葉を入れていきよるんかなと。国民にわかってもらわないかんのか。わかってもらわない

かんのでしょうけど、この基本計画というものはどちらへ向いての基本計画かということ

を、やっぱりちょっとわかってほしいなと思っています。水産基本計画ですから、漁業者

の方へ向いて正式にやってほしいなと。

○橋本計画課長 私ども当然、今、御検討いただくもの、漁港をどうつくるかとか、漁場
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をどう整備するかというところの方向性を固めるための計画でございまして、そこは揺る

ぎないところであると思っております。

今、数は少ないとは言いながらも、我々水産業が一生懸命やっているものが、結果とし

ては国民に貴重な水産物を提供しているということをさらにわかっていただいて、そして

いかに意義があるのかというのを知ってほしいということも、背後にあるということでご

ざいます。

ただ、水産業及び、今その中で流通であるとかこういうところを改善していくためにも、

いかに消費者のニーズをくみ取って、そして漁港のあり方、あるいは漁場のあり方をうま

くつくり変えていくかというというところも、いろいろ御議論いただいているところでご

ざいますので、そういう意味で国民のわかりやすい形での港づくりも配慮しなきゃいけな

いということ。両方の面を含ませてまいりたいと考えております。

○中田分科会長代理 よろしいでしょうか。

○服部委員 はい。

○中田分科会長代理 ほかに何かございますか。

私の方から１つ、質問かコメントかちょっとわからないですが、例えば６ページですね。

これ、長期計画における重点課題ということで、従来のものを見直しておられるわけです

が、１つ気になりますのは、従来２番目に「沿岸域の環境の保全・創造の推進」という項

目があったわけですが、その「環境」という言葉が見直された後の課題からは消えている

わけですね。

内容的には１番目の「基礎生産力の向上」というところに組み込まれているのかなと思

うわけですが、ただ、基礎生産力の向上というと、植物プランクトンをふやす、要するに

海の生産力の一番基盤になるところを大きくしていくという考え方なので、沖合の、今割

合貧栄養なところで、少し生産力の底上げを図るという意味では理解できるんですが、た

だ沿岸域にこれをそのまま持ってきますと、いわゆる赤潮の問題なんかとも絡んでくる部

分があるわけですね。

「基礎生産力の向上」という言葉でいいのかなという、そこが何かポイントがあるんだ

ろうというのはわかるんですが、沿岸域の環境とか生態系の保全のところもその中に入れ

込んでしまうのが、妥当かどうかというところがちょっと気になるんですが、そこら辺は

どういうふうに考えておられるでしょうか。

○橋本計画課長 おっしゃるとおりでございますが、７ページの①「我が国周辺水域にお
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ける基礎生産力の向上」というふうに位置づけておりまして、その中には今、会長代理が

おっしゃいましたように、沖合域における水産資源の積極的な保護・育成、ここに基礎生

産力の向上というのがございまして、あわせまして沿岸環境、生態系の保全・創造の推進

というふうに書かせていただいております。

私ども、今回の基本方針のときに、特に沖合域の資源の減少が今後、外国との関係で水

産資源が将来非常に需給が逼迫していくというふうに予測される中、そこを打開する必要

があるんではないかということが非常に大きな問題だと考えておりまして、生産性を高め

ていくというところを大きな柱にしたかったということで、これを一つの大きなタイトル

にさせていただいているわけです。

中では当然、沖合域だけではなくて、極めて大きなところを占める沿岸域についての生

体環境を保全して資源をふやしていくというのは、従前どおりさらに進めていく必要もあ

ると考えておりまして、このような項立てにさせていただいているわけでございます。

○中田分科会長代理 ただ重点課題の内容といいますか、ここから「沿岸域の環境」とい

うのが消えてしまっていいのかなというあたりがちょっと。一番メーンタイトルの話なん

ですけどね 「基礎生産力の向上」というところに全部押し込められるのかどうかという。

あたりが、ちょっと気になるところではあるので。

言っておられることはわかるんですけども、何かちょっと沿岸環境の保全の問題が、少

し弱まっているのかなという印象も受けますので、そこら辺少し検討していただければと

思います。

それからもう１つ、それにもちょっと関連するんですが、骨子（案）の全体的な組み立

て、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴという項目立てで、これは現行のものをそのまま使っておられる

んですが、ここら辺のこういう組み立てで方針をつくっていく考え方というのが、どうい

うことかなというのがちょっと気になるんですが。

１番目は全体的な目標とか、意義ですよね。

２番目は私なりに解釈すると、目標を達成するためにどういうふうに効率的、効果的に

進めていくべきかという考え方ですね。

３番目は、もう少し具体的に技術的なガイドライン的なものとして、どういう考え方が

あるか。

その後に４番目に、環境配慮ということが入ってくるわけですね。沿岸環境の保全に関

するようなことは、むしろ環境配慮の中にもかなり入ってきているわけですけども、ここ
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ら辺の大枠のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳがそれぞればらばらと言うとちょっと言い過ぎですが、それ

ぞれどういうふうに相互につながり合って全体を構成しているのかというのは、ちょっと

わかりにくいところがあるように思うんですが、考え方を何かお持ちでしたら教えていた

だければと思います。

○橋本計画課長 この基本方針は、漁港漁場整備法の中で定めることとされておりまして、

その中で基本方針において定めるべきことというのが書いておるんですが、基本的な方向、

それからこの順番どおりにこのようなものをつくるべきであるということが位置づけられ

ておりまして、構成についてはそれを踏襲させていただいていることになりますので、そ

こについてはそのようなことでございます。

あと、その中身についてはいろいろあれですが。

○中田分科会長代理 一番気になっていた、４番目に環境配慮というところが入っていて、

これは先ほどの沿岸環境の保全・創造の推進が見直されて、基礎生産力の向上という形に

なっているあたりと、内容的にはダブってくるところもあるわけですね。そこら辺、どう

いうふうに、こう……。

○橋本計画課長 環境をここで、後でまた配慮事項として設けておりますのは、冒頭でや

っておりますのは、事業を推進していく上での大きな基本的な方向性を示していることに

なるんですが、環境配慮については、我々漁港漁場整備事業全般について行っていくべき

ことだろうということで後の事項に入っておりまして、漁港をつくる際でも漁場をつくる

際でも、これらが漁場の環境、周辺の沿岸域の環境に大きなインパクトを与えないように、

環境を十分配慮していくべきだと。ですからこの項目の中ではなくて、位置づけられてい

るということでございます。

○中田分科会長代理 要するに、全体的な方向でいろんな方向に事業を展開していくんだ

けど、全体として環境に配慮が必要ですよというつくり方をなされているわけでございま

すね。

ほかに何か皆さんの方から御意見ございますでしょうか。

特にないようでしたら、一応、質疑はここまでにさせていただきます。次回の分科会で

は漁港漁場整備基本方針の素案、それから漁港漁場整備長期計画については骨子（案）を

御審議いただくことになっております。

今いただきました御意見を反映して、これから事務局の方で素案、骨子をそれぞれまと

めていくことになっておりますので、本日いただきました御意見のほかにも何かお気づき
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の点などございましたら、事務局の方にお知らせいただければと思います。どうもありが

とうございました。

それでは、ここでコーヒーブレークを10分ほどとらせていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。15時30分から再開したいと思います。

〔暫時休憩〕

④漁港の区域の認可について（諮問第112号 【諮問・答申】）

○中田分科会長代理 それでは議事を再開します。

諮問第112号について、事務局から御説明願います。

○橋本計画課長 お手元にございます、諮問第112号を朗読させていただきたいと思いま

す。

１８水港第１８６０号

平成１８年１０月１７日

水産政策審議会

会長 小野 征一郎 殿

農林水産大臣 松岡 利勝

漁港の区域の認可について

漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第６条第８項の規定に基づき、下記事項

について諮問する。

記

諮問第１１２号 漁港の区域の認可について

（別添資料５－１及び５－２）

今、朗読させていただきました、今回お諮りいたします事項は、鹿児島県の垂水市、そ

れから鹿児島市の２市にまたがっております船だまりの新規の区域の指定と、それから岩

手県宮古市の音部漁港の区域の変更に関するものの２件でございます。

お手元の資料５－１と５－２をごらんいただきたいと存じます。まず、５－１の５ペー

ジ、６ページには、それぞれ鹿児島県の牛根麓漁港と、岩手県の音部漁港につきましての
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お諮りいたします名称、所在地、認可事由を記載しております。

同じく資料の９ページ以降につきましては、今回お諮りいたします漁港の区域の変更に

係る告示案を示させていただいております。

また資料５－２でございますけれども、参考といたしまして、今回お諮りいたします漁

港の一覧表、港の港勢、あるいは漁港漁場整備法の関係部分の抜粋、それから漁港の区域

の認可基準でございます漁港の指定等に関する基準を記載しております。

それでは、スライドを用いまして説明をさせていただきたいと存じます。ごらんいただ

きたいと思います。まず、牛根麓地区の漁港の新規指定についての御説明をさせていただ

きたいと存じます。

ここは鹿児島県の地図でございますけれども、鹿児島県は歴史的にも御承知のとおり、

鉄砲伝来や西郷隆盛を輩出した土地であるなど、歴史的に有名なところでございます。ま

た、ここは28の島がある県でもございまして、観光面でも指宿市にある砂蒸しの温泉であ

るとか、屋久杉とかいろいろな亜熱帯の植物が見られるなど、自然の変化にも富んでおる

ところでございます。

牛根麓の船だまりは、ちょうど屋久杉の絵の下でございますが、鹿児島の桜島のつけ根

の垂水市内にございまして、鹿児島市から湾の反対側の約20kmぐらいのところにあります。

牛根麓地区のある垂水市の写真でございますけれども、桜島と鹿児島湾に代表されます、

非常に多くの自然があるところでございまして、霧島屋久国立公園にも指定されていると

ころでございます。この海岸線沿いには多くの温泉もありますし、背後には自然が多く残

る高隈という山々があったりということで、非常に風光明媚なところでございます。

産業については農業と漁業が盛んでございまして、温暖な気候を生かしまして、果樹、

園芸ということで、ポンカン、ビワ、キヌサヤ、インゲン、メロンなどが主な産地になっ

ておりますし、また漁業ではブリやカンパチの養殖が盛んで、県内でも有数の生産地にな

っているところでございます。

この垂水市には、今回指定を予定している牛根麓のほか、第１種漁港が２つ、それから

第２種漁港が２つ存在しているということでございます。

また、牛根麓の地区ですけれども、この写真、天地が逆さまになっているのでちょっと

見にくいのですが、ちょうど垂水市の海岸線の中央に位置しております。この周辺ではか

つてタチウオとかカタクチイワシとかエビなどの資源に恵まれていたのですけれども、昭

和42年に海上自衛隊の制限水域が鹿児島湾側に設定され、漁場が狭くなってしまいました。
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そのかわりとして、ここに銅像が出ていますが、中村万太郎さんという方が外部から養殖

技術を導入されまして、ここは非常に水深もあるということもあって、ブリなどの養殖業

ということで、非常に盛んな地域になっておるところでございます。

この写真は、今のところを奥側から見たのと、それから沖側から見たところで、こうい

う島と陸に挟まれた、非常に静穏な湾になっているところでございます。

ここは牛根漁業協同組合の人たちが利用しているわけでございますが、正組合員が278

人おりまして、このうち71人がこの船だまりを利用していると聞いております。この人た

ちはほとんどがブリの養殖の業者でございまして、外からこの港を利用する方を含めます

と約175名、正組合のおよそ半分の方がここを使っております。

また、後継者も非常に多く、若者の定着率も高いところだと聞いております。

これが今の共同漁業権と特定区画漁業権でございまして、特定区画漁業権のところでブ

リの養殖をしているところでございます。ここには648台の生けすがあるということでご

ざいます。

牛根麓の船だまりは非常に多くの漁業者に利用されているわけですけれども、漁船の数

としては地元の漁船が94隻、平均トン数が8.9ｔ、外来漁船が128隻、4.6ｔということで

ございます。

そして漁港の施設といたしましては、防波堤が１つございまして、それからこちらの垂

水市側の方に荷さばきの施設、あるいは船揚げ場といった基本施設がございまして、それ

から冷蔵庫、貯氷施設とか給水施設とか倉庫といったいろいろな施設も整備をされておる

ということでございます。

続きまして、垂水市の水産業の状況でございますが、グラフをごらんいただきますとす

ぐわかりますように、ブリ、カンパチの養殖業が圧倒的な量になっておりまして、16年度

の漁獲高は、このブリなどの養殖が２万1300ｔ、132億円余を占めておるということでご

ざいます。

このほか、小型底びきのエビやまき網、延縄、一本釣り等々もございます。

その中の牛根麓の漁業でございますが、ここはその中でもブリの養殖が圧倒的でござい

まして、97.7％を占めているということでございます。トン数では9075ｔ、57億1200万円

のお金をブリで稼いでいるということでございます。

それから今の水揚げで見ますと、養殖全体では牛根麓は垂水市の42％余を占めておるわ

けですが、ブリだけを見るとこの地区がほとんどの生産をしているということで、非常に
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ブリ養殖の拠点であることが御理解いただけるかと思います。

このように、牛根麓の船だまりはブリ養殖業の基地として非常に重要な地区ですけれど

も、これまで漁港の指定は行っておりませんでした。しかしながら、ふだんは非常に地形

的にも平穏なところですが、台風などの荒天時には牛根麓の中には避難場所が少なくて、

近くの塩屋ヶ元港湾に避難をせざるを得ないという状況があったりとか、また施設と海面

との差がありまして、潮の満ち引きとかで、満潮時でも３ｍぐらいの施設との差があると

いうことで、陸揚げ等の作業に非常に困難を来しているということ、それから、台風等に

よって被災をした場合にもなかなか復旧ができないといった課題がございまして、以前よ

り漁港の指定をしてほしいという要望が、非常に強くなっておりました。

また、平成16年度にも相次ぐ台風の来襲等もありまして、さらにそれが高まっていると

ころでございます。

これらを受けて、鹿児島県は漁港管理者による適正な管理と効率的な整備を行いたいと

いうことで、漁港を指定することを考えております。指定された後には、施設を漁港台帳

に載せて適正な財産管理、あるいは施設の処分の制限であるとか、漁港管理条例に基づく

漁港施設の利用体制の明確化、計画に基づいた施設の維持管理、そして漁港施設の災害復

旧等の導入などができるのではないかということで、ルールに基づいた秩序ある利用をさ

せることができると考えておるところであります。

また整備の面でも、漁港を指定することによって今後、漁港漁場整備において、長期計

画に基づく計画的な整備が可能になると考えておりまして、次期長期計画においては県が

今、検討を進めているところですけれども、先ほど御説明させていただきましたが、漁港

の役割を圏域ごとにまとめ、水産物の流通や生産の拠点となるところに重点化することと

しておるわけでございます。

牛根麓は垂水圏域に属すると県は考えているようでございまして、この中では桜島の南

にある海潟漁港が水揚げ流通の拠点でございますが、桜島を挟んであるこちらの地区も、

なかなか海潟まで行くには交通の便も悪いということでもございますので、海潟の補助的

な陸揚げの拠点として位置づけて、あわせて整備をしたいと考えているようでございます。

それによって今、静穏度が十分ではないこと、それから作業効率が非常に悪いこと等が

ございますので、そういう施設の整備を行っていきたいと考えているところでございます。

考えておりました整備といたしましては、静穏度を高めるために沖に浮き防波堤を設置

したり、それから陸揚げをしたり、作業したりするための陸上の施設を、黄色いところで
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ございますが、整備をしたいと考えているところでございます。

これにより安全性、それから作業効率の向上等が図られるのではないかということで考

えております。

赤線で示しているところが、今、牛根麓の漁港の区域としたいと考えているところでご

ざいますが、これはこれからの整備の予定であるとか、漁船の係留場所を考慮した上、ま

た管理上必要な幅を決めて定めているところでございます。

それから、少し鮮やかな色の線が真ん中にあって、市の境と書いておりますが、ここは

手前側が垂水市でございますが、桜島側の水域は鹿児島市となっておりまして、２市にま

たがっているということでございます。

この漁港の指定については垂水市はもちろんのこと、鹿児島市も同意をしているという

ことでございます。

また、予定の漁港の区域内には、国土交通省の海岸保全区域が設定しておりまして、ぴ

かぴか光っておるところでございますが、漁港の指定後につきましては、重複している部

分につきましては漁港管理者が管理をするということで、海岸管理者と協議を行っている

ということでございます。

続きまして漁港の種別でございますけれども、指定するに当たりまして、この牛根麓を

第２種として指定したいと考えております。ここに第２種の要件を書かせていただいてお

りますが、ここはブリの養殖の拠点として非常に水揚げが多くて、また、船だまりを利用

している漁船が、地元漁船以外の外来漁船数も非常に多いということ。しかしながら、県

外からの利用がここにはないということなどもございまして、将来、垂水圏域の１つの拠

点として管理整備していくということから、県が管理するのにふさわしい漁港ではないか

ということで、２種の漁港と判断したということでございます。

漁港管理者でございますが、今まで申し上げましたことに加えまして、先ほど図面でも

ありましたように、漁港の区域は２つの市にまたがっているということから、県が管理す

るのにふさわしいということで、漁港漁場整備法第25条の原則ということで、鹿児島県が

管理することを予定しているということでございます。

後に漁港の名称でございますが、この船だまりの名前が、この地区全体が牛根という

ところらしいのですが、そこの山ろく、ふもとにあるということで、牛根麓というふうに

地域で呼ばれていることから、親しまれている名前をそのまま使い、牛根麓漁港にしたい

と考えております。それで皆さんにも覚えていただきやすい名称になるのではないかと考
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えているところでございます。

ということで、鹿児島県から漁港の新規指定につきまして認可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にお諮りをし

たものでございます。

あわせてもう１件ございますので、御説明をさせていただきたいと思います。

続きまして、岩手県の音部漁港におけます、漁港区域の変更について御説明をさせてい

ただきたいと存じます。

今回お諮りいたしますのは、岩手県宮古市にございます音部漁港でございます。施設整

備をするに際しまして、漁港の施設が区域外に及ぶということから、区域の拡大をすると

いうことでございます。

岩手県でございますが、御案内のとおり全国で２番目に広い都道府県でございまして、

奥羽山脈と北上高地の間に北上川が流れているという構図になっておりまして、海側はリ

アス式海岸になっておりまして、特に北部については隆起海岸、南部については人工海岸

というような特異な地形をしているところでございます。

岩手県の特徴として、観光的にも平泉の中尊寺であるとか、鍾乳洞の龍泉洞であるとか、

小岩井農場であるとか、なかなか全国的にもメジャーな観光地もあるということでござい

ます。

続きまして、宮古市の位置でございます。宮古市は岩手県のほぼ中央に位置しておりま

して、市内には非常にきれいな陸中海岸国立公園に指定されております、浄土ヶ浜とか山

王岩といった景勝地がございます。

この音部漁港も、まさにその陸中海岸国立公園の中に位置しておりまして、リアス式の

美しい海岸線の豊かな自然環境に恵まれているところでございます。

音部の少し南に位置していますトドヶ崎という、一番出っ張っているところがあるので

すが、ここは本州の 東端の地となっております。

ここは沿岸にあることもありまして、水産業は大変盛んでして、サンマの棒受け、ある

いはサケの定置網、ワカメ・コンブの養殖などが中心に営まれているということでござい

ます。漁港の数は１種漁港が16港、そして２種漁港が２港、合計で18港と非常に多くの漁

港が存在しているということでございまして、今回お諮りしております音部漁港は第１種

漁港ということで、宮古市の南東にあります重茂半島の中央部に位置している漁港でござ

います。
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当該漁港を利用している漁業者が所属する重茂漁業協同組合は、この音部漁港の少し南

側の宮古市重茂の中心地区に事務所を構えておりまして、正組合員は557名、そのうち音

部漁港を利用している正組合員数は171名となっております。

音部漁港は昭和27年に指定された岩手県管理の１種漁港でございまして、背後の集落の

117世帯のうち、なんと112世帯が漁業を営んでいるという純漁村でございまして、利用漁

船は301隻あるんですけれども、皆すべて地元漁船で、平均トン数1.3ｔという、小型の漁

船が多数を占めているということでございます。

施設はごらんいただきますように防波堤、それから岸壁、物揚場。それに、漁具保管施

設、荷さばき所が整備されているということでございます。

続きまして宮古市の漁業でございますけれども、本市の沖合はちょうど黒潮と親潮が交

差している良好な漁場であるということから、先ほど申し上げましたがサンマの棒受け、

サケ定置、ワカメ・コンブの養殖のほかにも、スケトウラダラを対象とした沖合底びきや、

ホタテ、カキの養殖、アワビ、ウニなどの採貝藻なども盛んに行われているところでござ

いまして、16年の漁獲高はサンマが１万4,000ｔで18億円、スケトウダラが１万ｔ余で９

億円、サケが8,000ｔで13億円という大台になっておるということでございます。

その中の音部漁港でございます。ここはワカメ・コンブの養殖に非常に特化されている

漁港でございまして、16年による漁獲高についてはコンブが3329ｔ、４億1,100万円、ワ

カメが1,419ｔ、２億4,900万円、あとはウニ、アワビ等が金額的には8,100万円、１億

8,900万水揚げしているということでございます。

宮古市としましては、基幹産業である漁業の維持をするということから、今後とも水産

資源を持続的に利用していくことが重要だということで、音部漁港を含む重茂半島の地区

でつくり、育てる漁業を推進しているということです。

この地区ではアワビが一時激減したこともあって、稚貝の放流であるとか、アワビの資

源の拡大に努めてきたところで、平成14年からこの種苗生産施設が設置されて、漁協の自

営によるアワビの放流等も行っているということでございます。

特に水産資源を確保するために、ダイバーが直接潜ってアワビの稚貝を放流するなど、

生産率を高めるためにいろいろな努力をしているということでございます。

このように、宮古市は基幹産業である漁業の維持発展のために努力をしているのですけ

れども、音部漁港についてはまだ施設が十分ではないということもございまして、北東側

からの波が来たときには全然対応できない、越波状態とかをごらんいただきたいと思うの
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ですが、波が背より高いときもございまして、特に冬の波浪時には危険な状態ということ

で、荒天時には付近の重茂漁港などに避難しているケースがまだあるということです。な

お、これは重茂に行っている船の写真を写しております。

今、油代が高くなっている状況のもと、漁業者にとっては大きな負担になっているとい

うこともございます。

また、係留施設や陸揚げ施設の不足もございまして、小型船ではございますが300の船

がございますので、やむを得ず防波堤に係留している。それから、陸揚げについては向こ

う側の丸で囲んでいるところが防波堤で、順番待ちしている船ですけれども、この順番待

ちが恒常化している。

特に、主要生産物のワカメは時間の経過とともに変色してしまうということで、陸揚げ

は非常に時間を争うわけですけれども、刈り取り後の迅速な処理がなかなかできないとい

うことで困っております。

また、網干場等も不足しておりまして、近くの用地を借りてそこまで運搬をして網を干

しているという状況もあるということで、漁業者にとっては大きな負担になっているとい

うことでございます。

こうしたことから、新たに防波堤、それから物揚場、護岸、漁具干場などの整備を行う

という計画がございます。

今、赤くなっているのが現在の区域ですが、そこから少しはみ出していますが防波堤と

か、それから物揚場等を新設するということが計画されているということでございます。

これらによって作業時間のロスを軽減させて、あるいは荒天時による避難を減少させてい

くことが可能になります。

また、漁具の洗浄や乾燥等も近傍で行うことができるということで、漁業活動を効率的

に営めることになっております。

それからピンク色になっているところですけれども、周辺に漁場を合わせて配置してい

るということで、漁港の隣接したところにもアワビやウニの増産目的の増殖所をつくって

おりまして、水産資源の増大や漁場の近接化による作業の効率化を図るということをして

おります。

これらの整備をするに当たりまして、施設の箇所の一部がこのようにはみ出してしまう

ことになりますので、管理幅等も考慮をいたしまして、破線にある区域を新たに拡大した

いということでございます。
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管理幅と申しますのは、工事をするのに、周りに作業船等が入ったりするスペースも含

めて考えているということでございます。

それから、こちら側の岬も天然の防波堤のような形を示しているということから、岬の

先端からこのような形で区域を拡大させていただきたいと考えております。

このようなことで、宮古市から漁港区域の変更について認可申請がございまして、審査

の結果適当と考えられるということで、農林水産大臣としてこれを認可するためにお諮り

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。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

漁港の区域の認可について、２件まとめて説明をしていただきました。ただいまの説明

について、御意見、御質問などございましたら発言をお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。

質問はよろしいでしょうか。

特にないようですので、この諮問第112号について、原案どおり認可するということで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○中田分科会長代理 特に異議がないようですので、そのように決定させていただきます。

○橋本計画課長 どうもありがとうございました。

（２）答申事項

① 行政不服審査請求について（富山県魚津市経田漁港における漁港管理者魚津市長がな

した、漁港施設（岸壁等係留施設）利用不許可処分に係る行政不服審査請求）

（諮問第107号 【審議・答申】）

② 行政不服審査請求について（富山県魚津市経田漁港における漁港管理者魚津市長がな

した、漁港施設（岸壁等係留施設）利用不許可処分に係る行政不服審査請求）

（諮問第108号 【審議・答申】）
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○中田分科会長代理 それでは、次の議事に進みます。

先ほど審査請求人から意見を聴取いたしました、諮問第107号及び諮問第108号の富山県

経田漁港における漁港管理者魚津市長がなした、富山県魚津市吉島1720－7に住所を有す

る Ａ 氏及び富山県黒部市堀切1664－６に住所を有する Ｃ 氏に対する漁港施設（岸壁等

係留施設）利用不許可処分に係る行政不服審査請求についての審議を行います。

これから審議に入りますが、委員の皆さんに自由に発言していただくために、委員だけ

で非公開の審議を進めてはどうかと思います。水産政策審議会の議事規則第６条の規定で

は、会議は公開としておりますが、審議会において必要と認めた場合はこの限りではない

とされております。非公開とすることについて、いかがでしょうか。皆さんの賛同が得ら

れるようでしたら、そういうふうにさせていただきたいと思います。よろしいですね。

〔 異議なし」の声あり〕「

○中田分科会長代理 それでは異議なしということですので、非公開で審議を進めますの

で、委員以外の方は退席をお願いします。

なお、事務局は同席をお願いします。

〔非公開審議〕

○中田分科会長代理 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107号及び108号に対する答申につきまして、委員の

皆様の御意見に基づき答申をまとめましたので、朗読します。

答申書

１ ８ 水 港 第 ２ ７ 号

平成１８年１０月１７日

農林水産大臣 松岡 利勝 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１８年１０月１７日付け１８水港第２８２号をもって諮問のあった富山県経田漁港

における漁港管理者魚津市長（以下「処分庁」という ）がなした、富山県魚津市吉島１。

７２０－７に住所を有する Ａ に対する漁港施設（岸壁等係留施設）利用不許可処分（以

下「本件処分」という ）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。
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当審議会としては下記の理由により、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 本件処分は、平成１８年９月１３日に処分庁によって取り消されている。

２ したがって、処分が存在しないことから、行政不服申立て制度の対象外の事項で

あると解する。

同じ内容ですが、もう１件の答申書を朗読させていただきます。

答申書

１ ８ 水 港 第 ２ ７ 号

平成１８年１０月１７日

農林水産大臣 松岡 利勝 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１８年１０月１７日付け１８水港第２８３号をもって諮問のあった富山県経田漁港

における漁港管理者魚津市長（以下「処分庁」という ）がなした、富山県黒部市堀切１。

６６４－６に住所を有する Ｃ に対する漁港施設（岸壁等係留施設）利用不許可処分（以

下「本件処分」という ）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、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 本件処分は、平成１８年９月１３日に処分庁によって取り消されている。

２ したがって、処分が存在しないことから、行政不服申立て制度の対象外の事項で

あると解する。

以上でございます。

○橋本計画課長 どうもありがとうございました。
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報告事項「平成19年度水産基盤整備事業予算要求の概要」

○中田分科会長代理 次に、報告事項に入らせていただきます。

事務局の方、よろしくお願いします。

○橋本計画課長 続きまして資料６に基づきまして、平成19年度水産基盤整備事業の概算

要望の概要につきまして御報告をさせていただきたいと存じます。

まず、１ページをごらんいただきたいと存じます。この19年度は先ほども御審議をいた

だきました、次期漁港漁場整備長期計画の初年度になるということでございますので、そ

れらの新しい柱でございますところの２番の重点事項をごらんいただきたいと思いますが、

我が国周辺水域における基礎生産力の向上、また国際競争力強化に資する生産流通拠点の

整備、そして安全・安心な暮らしの実現及び意欲と活力のある漁村の振興を柱に沿いまし

て、意欲的な要求をいろいろさせていただいているということでございます。内容は後ほ

ど絵で御説明をさせていただきます。

また、概算要求額は1,766億2,100万円でございまして、一般の公共事業の上限が３％カ

ットで２割増しまで要求していいということ等がございますので、前年を上回る要求にな

っているところでございます。

今般は非公共事業との連携を強化するということから、50億円を非公共予算の方にシフ

トをして予算をつくっていることになります。

ページを繰っていただきまして、５ページをごらんいただきたいと思います。公共予算

活用によるシフト施策の拡充でございまして、現在、資源の悪化だとか輸入の拡大、魚価

の低迷、あるいはこれに加えて燃油の価格の高騰によって、漁業者の収益が非常に悪化し

ている。そして漁船の更新が進まないということなどで、水産の抱える課題が非常に厳し

いということで、公共事業と連携しつつ、これらを推進するという意味で、公共事業の財

源を活用してソフト施策を充実させようということで、50億円をそちらへ回しました。

何に回したかといいますと、２番で書かせていただいておりますが、漁船漁業構造改革

総合対策事業でございまして、漁船漁業の収益をアップさせるために、リース事業による

漁船更新の促進であるとか、低コスト生産への転換に資する漁船、あるいは船団構成のス

リム化・合理化の促進等、漁船漁業構造改革プロジェクトをやっておりますが、そちらの

お金として50億円を公共事業から回させていただくということをさせていただいておりま

す。
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１ページめくっていただきますと図がございますが、これによって今回の事業を説明さ

せていただきたいと思います。

大きくは資源の向上と競争力強化、そして安全安心な漁村づくりということで、赤い横

棒に字が入っているものがございますが、資源に関しては３つの事業を要求しております。

まず一番 初に左側に、フロンティア漁場整備事業を要求しておりますが、これは領海

の外を主として、排他的経済水域の中は、これまでほとんど漁場整備が行われておりませ

んでしたが、水産資源の基礎生産力を向上させるためには、例えば上にございますように、

底の方の栄養分のある潮を湧昇という★行為で山をつくって上に上げさせて、それで植物

性プランクトンをふやして浮魚資源をふやすような事業であるとか、それから底魚に対し

ましては、ここはズワイガニの絵がかいてありますが、保護育成礁と申しまして、産卵が

しやすい、あるいは幼稚魚が他の魚、あるいは人間の漁獲などからも守られて生産力が高

まるような形で、保護育成をするための漁礁区も検討しております。

また、沖合を通る行動性の回遊魚に対しては大規模な浮漁礁等をつくって、それをつか

まえるというようなこと。

このようなことが技術的にも向上してまいりまして、沖合域にとってもある程度確実に

できるような技術力ができてきたということもございますので、これらを実施することを

要求している。

しかしながら、領海を超えた区域というのは、１つの都道府県が実施するのはなかなか

困難であるということから、これは国が中心となってやるべきだということで、国が中心

になってやる事業を要求させていただいているということでございます。

初年度については、山陰地方のズワイガニの保護礁の調査を行いたいということで検討

している次第でございます。

それから真ん中のところでございますが、磯焼け対策緊急整備事業と書いておりますが、

先ほど御説明いたしましたが、全国各地で磯焼けが問題になっておりまして、これのメカ

ニズムが徐々に解明されつつあるということでございますので、これらを根本から解決を

していくために、一番の大きな原因であると思われる食害をどういうふうに防ぐかとか、

また、その状況によってはどのようにするか、やり方を判断しながら実施するモニタリン

グの制度も導入をして、そして工事を進めていくというふうな、磯焼けに対する対応策を

新しい事業として設けたいと考えているところでございます。

それから３番目でございますが、近年の台風であるとかこういうときに多くの流木が流
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れてまいりましたり、また土砂とか濁り水によって漁場が非常に影響を受けてしまうとい

うことでありますが、逆に健全な森林がはぐくまれますと、それはむしろ良好な漁場をつ

くるために非常にメリットがあるというふうにも考えますので、水産の立場で見た森づく

りを積極的に進めるために、水産の方で計画を立てて、そして森林整備をやっていくとい

うことを、水産と林野の連携のもとに進めていきたいということで、漁場保全の森づくり

事業を新しく創設したいと考えているところでございます。

沖合から沿岸までこういうようなものを集中しまして、資源の回復を力強くやっていき

たいというのが、今回の要求のうちの１つの柱でございます。

今度は右側の下の方をごらんいただきたいと存じます。外国からの輸入魚が非常に多く

の割合を占めているということもございますし、逆に我が国の魚の輸出も近年、ふえてき

たということもございまして、非常に良質な我が国の魚をアピールして、そして外国から

の輸入魚にも勝て、そして外国にも輸出が可能な基盤づくりをしていきたいということで、

漁港づくりにおきましても、流通面で例えば市場統合等と連携して流通の力強い差をつく

っていくとともに、高度な衛生管理等を一緒に行うことで、流通の構造を改革拠点として

つくっていきたいと。

この絵をごらんいただきますと、きれいな水を使って蓄養であるとか養殖をやったりと

いうこともありますし、また市場統合を行ったりする場合、あるいは加工場とかこういう

ところも漁港づくりと一体的に実施をしていくこともメニューに加えまして、漁場から消

費地までスムーズなラインを持った、力強い産地づくりをやっていきたいと考えていると

ころでございます。

、これは特に、中でも全国で8,000ｔ以上の魚が集まるような大きな漁港に対しましては

ここにありますような加工施設とか荷さばき施設の漁港と一緒に整備ができるというメリ

ットを与えるというのを予算要求の目玉にして、市場の統合等を促進したいと考えている

ところでございます。

それから左下になりますが、漁村は水産の生産を支える基盤であるわけですけれども、

生活基盤整備であるとか、それから地震防災の安全性が十分ではないということがありま

す。特に、地震防災性の安全性を高めるためには、これまで事業の対象であったところを、

さらにそういう面でやらなきゃいけないところを拡大して、安全性を高めていくことをや

っていきたいと考えております。

また、下の方にございますけれども、今まである、つくられた漁港施設なんかをさらに
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うまく長く使っていただいて、機能を高めて使っていただくために、機能高度化に資する

交付金制度をつくっていきたいという要求をさせていただいているところでございます。

長期計画の初年度になるということで、我々のいろいろ施策にしたいということの新し

い制度を今回はここに重点で要求をしているということで、鋭意財政当局と折衝を行って

いるところでございます。

御説明は以上です。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

19年度水産基盤整備事業概算要望の概要について説明をしていただきました。何か御意

見、御質問などございましたらお願いします。

桜本さん。

○桜本委員 ５ページの２ですけども、漁船漁業構造改革総合対策事業として50億準備さ

れたということですが、これはどちらかといいますと生産性の向上とか、効率の方が主体

ですね。この中に、先ほど言われていた環境問題との関連で、環境にプラスになるような

漁船構造の改革という面は入らないものなんですかね。それは無理なんでしょうか。

○橋本計画課長 この漁船漁業構造改革については老朽船が多くて、非常に能率が悪いと

いうことなどもございますので、省エネであるとか、このようなことも１つの目玉になっ

ていると思いますので、そういう面ではＣＯ２の排気が少なくなるという効果はあるかも

しれませんが、主体として漁船漁業の経営改善が中心になりますので、ここについてはそ

れ以外の環境の面が多くなっているということはないと思うんですが。

50億円を公共事業から切り出して非公共事業に回しましたが、残りの部分の公共につい

ては先ほど来申し上げておりますような、環境面での充実点というのはさらに増していき

たいと思っておりますので、総合的にはそちらの方にも重点を置いて進めてまいりたいと

思います。

○桜本委員 はい、わかりました。

○中田分科会長代理 ほかにどなたかございますか。

金子委員。

○金子委員 質問ですけど、新たな沖合漁場というのは、水深はどれぐらいのところなん

ですか。

○橋本計画課長 それぞれ施設によって異なるんですけれども、ズワイガニの漁場につい

ては、大陸棚の外縁ですので数百メートルぐらいだと思います。数字がちょっとわかりま



- 50 -

せん。

湧昇マウンド礁というのは、大体100ｍから200ｍぐらいの水深でございます。沖漁礁は

大洋底でも実施が可能ですので、数千メートルのところからでも実施が可能だと認識して

います。

○金子委員 どうもありがとうございます。

○中田分科会長代理 ほかに何かございますか。

（３）そ の 他

○中田分科会長代理 特にないようでしたら、その他に入らせていただきます。

事務局の方からお願いします。

○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けれども、漁港漁場整備

事業の推進に関する基本方針の素案と、漁港漁場整備長期計画の骨子（案）ということで、

1個ずつグレードがあるわけですが、それにつきましての御検討をしていただきたい。

また、漁港の指定についても諮問をさせていただくことも考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

日程は先日調整させていただきました、11月28日火曜日の午後ということでお願いをし

たいと考えておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

○中田分科会長代理 次回の分科会の日程について、ただいま事務局の方から11月28日火

曜日午後というふうに提案されましたけども、それでよろしいでしょうか。皆さんの御都

合はいかがでしょう。

○根本委員 時間はわからんですか。

○橋本計画課長 一応２時を予定しております。

○中田分科会長代理 よろしいでしょうか。

それでは、次回の分科会は11月28日、多分14時からとさせていただきます。

以上で、本日予定しておりました議事については終了いたしました。かなり時間を経過

しておりますけども、せっかくの機会ですので本日の議題にかかわらず、委員の方々の御

意見、御質問があれば承りたいと思います。何かございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

先ほどお願いしましたように、基本方針の骨子、それから基本計画の構成につきまして
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は、何かお気づきの点がございましたら、後からでも事務局の方に御意見などをお寄せい

ただければと思いますので、よろしくお願いします。

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。

閉 会


