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開 会

○橋本計画課長 水産庁計画課長の橋本でございます。

お時間になりましたので、ただいまから第11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。

本日の委員の御出席の状況について御報告をいたします。水産政策審議会令第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、委員定足７名中、

６名の委員が御出席をされておりまして、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、分科会長であられます山内委員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したいと思います。よろしくお

願いいたします。

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。

第１に、漁港漁場整備分科会委員の名簿をつけております。

資料２に 「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 」をつけております。）

資料３－１に 「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針の骨子（案）に対する意見、

とその対応」をつけております。３－２に 「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針、

（素案）の概要」をつけております。そして、３－３に 「漁港漁場整備事業の推進に関、

する基本方針（素案）の新旧対照表」を御用意してございます。

資料４に 「次期漁港漁場整備長期計画の骨子について」という資料でございます。、

資料５に 「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関する参、

考資料」がございます。また、番号を付しておりませんが 「漁港漁場整備長期計画につ、

いて」という、前回の長期計画の文章を参考につけております。

また、資料６に 「低気圧による10月４日から９日までの暴風と大雨に関する農林水産、

関係被害と対応」ということでございます。
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何か抜けておるもの等はございませんでしょうか。――よろしいでしょうか。

水産庁漁港漁場整備部長あいさつ

○橋本計画課長 議事に入ります前に、影山水産庁漁港漁場整備部長からごあいさつを申

し上げます。

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

お忙しい中を漁港漁場整備分科会に御出席いただき、感謝申し上げます。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、３回目の御審議をい

ただくことにしております。基本方針につきましてはその素案について、また長期計画に

つきましてはその計画の骨子案について御検討いただくこととなっております。

基本方針案につきましては、農林水産関係公共事業の改革の５原則、すなわち、第１に

公共事業だけでなく非公共事業など関連施策との連携の強化、第２に重要課題を絞り込む

ことによる集中的な整備の推進、第３に国と地方の役割分担のもと国として進めるべき施

策の推進、第４に既存ストックの有効活用、第５に入札改革と事業方式の改革によるコス

ト縮減という５原則に即しまして事業を実施することとともに、我が国周辺水域における

水産資源の生産力の向上、国際競争力強化と力強い産地づくりの推進、さらには水産物の

安定的な提供を支える安全で安心な漁村の形成という重要課題につきまして、重点的に取

り組むこととしたところであります。また、長期計画につきましては、おのおのの重要課

題ごとに成果目標と事業量を定めることとしているところでございます。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いたします。

甚だ簡単ではございますけれども、開会に当たりましての私のごあいさつとさせていた

だきます。本日はよろしくお願いいたします。

審 議 事 項

・漁港漁場整備基本方針の変更及び漁港漁場長期計画の策定について

・漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針の素案について

○橋本計画課長 議事に入りたいと思いますので、中田委員、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、分科会長であります山
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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。どうぞよろし

くお願いします。

早速ですが、本日の議事に入ります。本日は、審議のみの事項が１件でございまして、

審議いただきますの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

長期計画の骨子案でございます。前回の議論も踏まえながら、事務局で取りまとめを進め

ていただいているものです。

資料の説明をお願いしたいと思いますが、 初に、この基本方針の素案について御説明

をいただきまして質疑をし、その後、骨子案について、また説明をしていただいて質疑を

お願いするという形にしようと思います。よろしくお願いします。

それでは、説明の方を、事務局、よろしくお願いします。

○橋本計画課長 お手元の資料に基づきまして御説明をさせていただきたいと存じますが、

まずは資料２をごらんいただきたいと存じます。漁港漁場整備分科会開催の当面のスケジ

ュールという横書きの表がございます。これで、今回のところを御説明させていただきた

いと思います。

これまで、７月24日及び10月17日に、２度の分科会を行っていただきました。その中で、

基本方針につきましては前回、論点の整理及び骨子案をお諮りしているところでございま

す。また、長期計画についても、構成案などについてコメントをさせていただいておりま

す。

それを受けまして本日、11月28日でございますが、基本方針の素案をまとめましたので、

これらについて御検討いただくとともに、長期計画の骨子案につきましても御検討いただ

きたいということになっております。

これから、年が変わりまして、基本方針の答申を行っていただきまして、その後、時期

は定まっておりませんが、長期計画についても御答申いただくというスケジュールになっ

ております。なお、法律の審議等について、これらの記述がやや変更があることがござい

ますが、その際は、御連絡をして御相談したいと考えております。

資料３－１、２及び資料３－３を用いまして、基本方針の素案について御説明したいと

思います。

まず、資料３－１でございます。前回、基本方針の骨子を御説明した折に、委員各位か

ら御意見を賜りまして、これらについて整理させていただいたものでございます。これに

ついて御説明させていただきたいと思います。
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まずは、桜本委員から 「漁場の保全に関して他省庁との連携の事業等について記載す、

べきではないか」ということでございました。これにつきましては、３－３の５ページを

お開きいただきたいと思います。これの上から４行目ぐらいのところですが 「川上から、

川下に至る一連の関連施策との連携を強力に推進することにより、相乗的な効果の発揮に

努める」と、このような記述も追加いたしまして、他の施策との連携を明記させていただ

きました。

あわせて、二つ目の枠になりますが 「地球温暖化が問題になっており、例えば、水温、

が３～４℃上昇すると藻場の成長が非常に悪くなるということも予想されているというこ

とから、地球温暖化対策への貢献といった観点からの記述も必要ではないか」という御指

摘をいただきました。

これに基づきましては、対応方針でございますが、御意見を踏まえまして、自然環境や

生物相の変化に対応できるよう、いわゆる順応的管理手法の導入について記述するととも

に、漁港漁場整備による二酸化炭素の固定・排出削減効果について検証していく旨を記述

いたしました。

場所といたしましては、ここに書いてございますが、２ページ目のⅠ１ （２ 、どち． ）

らかというと、一番下の方になりますけれども、藻場・干潟の保全・創造のところでござ

います。環境と、その中の藻場の育ち方をモニタリングしながら整理していく順応的な管

理手法を導入するということを書かせていただいております。

また、11ページに飛びますけれども、Ⅳ１ （１ 、冒頭の部分でございます。４行目． ）

から５行目にかけて 「漁港漁場整備における二酸化炭素の固定・排出削減効果の検証・、

発揮に向け取り組んでいく」という記述を書かせていただきました。

続きまして、森川委員、金子委員からいただいた御意見でございます 「漁港は背後の。

集落と一体となって機能しており、高齢者、女性や地場のいろいろな産業と一体となるよ

うな考え方で整備を行うということが必要である」ということでございます。

これらの意見を踏まえまして、４ページでございますが、３の（２）で真ん中に位置す

ると思うんですけれども 「高齢者や女性を含め地場産業などの経済資源である「人・も、

の・金」とあわせ、これらの総合的な活用が漁村の活性化を推進する上で重要な課題とな

っている」という入れ方をさせていただきました。

続きまして、服部委員からいただきました「国民を向いているのか、水産業を向いてい

るのか」というスタンスですが 「水産業の方を向いたものにしてもらいたい」という御、
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意見をいただきました。これにつきましては、全般にかかわることであると認識しており

ますが、私どもは、水産業の振興というものが、ひいては国民の利益になるという根本理

念で、これらの方針をまとめていきたいと考えております。そういう意味でも 「国民へ、

の安定的な水産物の提供に資する」ということで 「国民のニーズにこたえるとともに、、

水産業の持続的な発展に資する」という旨の記述を各所に入れさせていただきたいと思っ

ております。

後に、中田委員からの御意見でございます 「沿岸域の環境保全」が「基礎生産力の。

向上」という中に含まれてしまっているけれども 「沿岸域の環境保全」というのは「基、

礎生産力の向上」というのではあらわせないという御意見をいただきました。タイトルの

表現につきまして 「基礎生産力の向上」というのを「水産資源の生産力の向上」という、

形で修正させていただき、統一させていただくということをさせていただきました。

前回の基本方針の骨子に対する御意見といたしましては、以上でございます。

続きまして、それ以外も含めまして、全般の今回の基本方針につきまして、資料３－２

に概要をつけてございます。資料３－３が素案の新旧対照になっております。説明は基本

方針の素案を用いて行わせていただきたいと思いますが、適宜、新旧対照の方も御参照い

ただきながらごらんをいただければと存じます。

まず序文でございます。近年の水産業をめぐる情勢といたしまして、国際化の進展と水

産物の世界的な需要の高まり、水産物の消費流通構造の変化、そして燃油価格の高騰に関

する記述を追加させていただきました。また、漁港漁場整備事業の推進の基本的な方向と

いたしまして、我が国周辺水域の水産資源の生産力の向上というものを書かせていただき

ました。序文のところでございます。

それから、本論に入ってまいります。１番、漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な

方向でございます。このタイトルの下に、本編の２ページをごらんいただきますと、赤く

なっているところで６行ほど挿入されている部分がありますけれども、ここは農林水産省

の改革５原則を留意して事業を実施するという観点から、この改革５原則について、記述

を挿入させていただきました。

その下でございます。本編の３－３の右側を見ていただきますと、沿岸域の環境の保全

・創造の推進というのが２となっておりまして、３ページの、その下に１．水産物の供給

の安定への貢献というのがございます。

前の基本計画では１、２というのは順番が逆になっておったんですけれども、骨子で御
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説明いたしましたように、今般から順序を逆にいたしまして、１番に、沿岸域の環境の保

全・創造を少し拡大いたしまして、我が国周辺水域における水産資源の生産力の向上とい

う項目を入れさせていただきました。その中では、水産資源の保護育成などの生産力の向

上に向けた取り組みと積極的に推進していくという旨を書かせていただいているところで

ございます。

その中の項目といたしましては （１）で、つくり育てる漁業や栽培漁業との連携の強、

化 （２）で、これは従前と一緒ですが、藻場・干潟の保全・創造という項目をやってお、

ります （１）の中では、これまでは沿岸の環境保全が中心だったんですが、それのみな。

らず、海域全体を広い視点でとらえまして、魚が成長する段階に応じたさまざまな育成す

る環境づくりと、それらのネットワークに配慮した事業を実施するという旨の表現をさせ

ていただいているところでございます。

また （２）の藻場・干潟の保全・創造でございます。これまでの記述に加えて、漁場、

整備に当たってはモニタリングを継続的に実施し、その成果に応じて事業の実施方法や事

業実施後の管理のあり方を見直していく。いわゆる順応的管理手法と呼んでおりますが、

これらの導入について記述をさせていただいているところでございます。

続きまして、３－３の３ページ目になります。３－２は２ページをめくっていただきま

す。これまでは水産物の供給の安定への貢献という項目でございましたが、現状の国際化

等を配慮いたしまして、国際競争力強化と力強い産地づくりの推進というタイトルにさせ

ていただいております。

この中で、項目といたしましては二つに分けておりまして （１）が流通拠点産地機能、

の強化 （２）が生産コスト縮減に向けた中核的な生産地の機能の強化ということで、流、

通の拠点と生産の機能、中核的な生産地ということで分けて説明させていただいておりま

す。

（１）の方でございますが、産地における水産物流通の集約化の推進、衛生管理や一次

加工機能の充実により国際競争力などに取り組むと、強化に取り組むという旨を書かせて

いただいております。また （１）の下の方で、災害時の水産物流通機能の確保について、

も記述させていただいております。

（２）の生産コストの縮減に向けた中核的な生産地の機能の強化でございます。中核的

な生産地における生産コストの縮減、水産物の鮮度保持の取り組みの重要性について記述

いたしまして、省力化、省エネルギーの取り組み、それから、具体的には機能の集約化を



- 7 -

推進するとともに、陸揚げ・出荷時間ロスの解消であるとか、一時補完機能の確保等に努

めていくという旨の記述をさせていただいております。

それから、３番でございます。これまでは漁村の総合的な振興というタイトルでござい

ましたが、ここでは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うタイト

ルにさせていただきました。特に、その中では漁村が多面的な機能を有しているというこ

とを背景といたしまして、幾つかの追加をさせていただいているところでございます。

その中にも二つ括弧がございまして （１）が安全・安心で快適な漁村の形成 （２）、 、

が地域の特性を活かした意欲のある取組の推進ということになっております。

これでは赤くなっておりますが （１）の方はタイトルの中に安心というキーワードを、

入れさせていただきまして、文章の中にも少し補強させていただきました （２）につき。

ましては、タイトルを少し変えたんですけれども、地域資源として、高齢者や女性、地場

産業――先ほど委員の御提言で追加した項目でございますが――、図っていく必要性とい

うものを追加いたしました。また、水産業を核とした意欲ある取り組みと連携を図ってい

く必要性というものを追加しているところでございます。

次、Ⅱになります。漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項ということでござい

ます。その下に、先ほどの改革の５原則のことを少し書かせていただいております。農林

水産省改革５原則に従うとともに、経済効果の高い地域、意欲のある地域に重点的に整備

を推進する旨を書かせていただいております。

その中でございますが、１ （２）でございます。関連施策との連携による効果を相乗．

的に高める取組の推進ということですね。これも先ほど御紹介いたしましたが、川上から

川下に至る一連の関連施策との連携を強力にやって、相乗的な効果の発揮に努めるといっ

たようなことを書かせていただいております。

２番でございますが、漁港の役割分担を踏まえた事業の実施に関する事項ということで

ございます。これらについては、末尾を少し変えさせていただきましたが、大きな変更は

ございません。

次に、３番を新しく追加させていただきました。国と地方の役割分担に関する事項とい

うことでございます。国と地方の役割を見直した上で、国家的観点から早急に取り組むべ

き課題に対して整備の重点化を図るという旨を記述しております。

また、４番も新しく追加させていただきましたが、既存ストックの有効活用と更新コス

トの縮減に関する事項でございます。既存ストックの有効活用を推進するために、今後の
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施設利用に関する多様な要請を踏まえつつ、施設の改良及び維持更新を行っていくという

こととしております。また、施設の維持・更新に当たってはライフサイクルコストの 適

化に努めるとともに、必要な技術開発を行うという旨も書かせていただいております。

続きまして、５番で、工事の効率性の向上に関する事項でございます。これは３－２、

素案の概要の右側の枠をごらんいただきます。３番、技術の開発及び工事の効率性の向上

に関する事項が３ページの下の方にあると思います。これを二つの項目に分けまして、工

事の効率性の向上に関する事項を５番にさせていただきまして、技術の開発については６

番ということで、次のページに送らせていただいております。

５番でございますが、工事の効率性の向上に関する事項でございます （１）といたし。

まして、入札契約制度の見直しによる品質の確保を書かせていただきました。価格と品質

を総合的に評価して落札者を決定することができるように、入札契約に関する手続を見直

すという旨を書かせていただいております。２番は、総合的な視点からのコスト縮減とい

うことでございます。これは、文章については手を入れておりません。

今度は６番でございます。技術の開発に関する事項ということでございます （１）の。

技術の開発・普及のところですが、挿入ということで、構造物の設計技術の高度化を図る

という旨を追加させていただきました （２）で、リサイクルの推進を入れております。。

水産生物の生息環境の改善に効果が認められる水産系副産物の積極的な活用を中に入れさ

せていただきました。

７番、国民に開かれた事業制度に関する事項でございます。これにつきましては、

（１）の事業評価、政策評価の充実というところでございますが、各地で意欲ある取り組

みの事例を広く国民に情報提供していく旨の例示を追加させていただきました。

８番でございますが、民間活力の導入に関する事項ということでございます。これも赤

くなっているところですが、漁港施設用地に関する規制緩和や行政財産の貸付制度の活用

について例示を追加させていただきました。

そして、Ⅲ．漁港漁場整備事業の施工上必要とされる技術的指針に関する事項でござい

ます。この中の１ （８）増殖場というところでございますが、ここの表現を変えさせて．

いただきました。成長段階に応じた場のネットワーク化、栽培漁業や資源管理のための当

該海域における取り組み状況を配慮するということを挿入させていただいております。

続きまして、２．漁港漁場施設の構造に関する事項でございます。その中の追加でござ

いますけれども、今後は自然環境への負荷の低減のため材料の多様化に努める、可能な限
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り自然の材料の活用などということを記述させていただいております。

（１）外郭施設の中ですが、水産動植物の生育の場として漁港の静穏性を積極的に活用

していくと、漁港の水面をそういうものに使うということを追加いたしました。

また進んでいただきまして、３番に漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順序と工法に

関する事項ということがございます。この（１）漁港漁場整備事業に係る工事の実施の順

序というところでございます。老朽化につきまして、老朽化施設の更新に当たっては、施

設単体ごとに実施の順序を定めるのではなく、施設の利用目的に応じて、その効果が十分

に発揮されるものとなるよう定める旨の記述を追加しております。

続きまして、Ⅳでございます。その中の１ （１）でございます。自然環境に配慮した．

漁港・漁場の整備というところで、幾つか追加をさせていただきました。自然素材の活用

をするとともに、モニタリングによる影響の把握をするということを書いております。ま

た、漁港施設用地の造成に当たって、事前の必要性の十分な検討及び造成する場合、検討

する場合に、藻場とか干潟への影響が懸念される場合には同等規模の代替措置を行うとい

うことに努めるというのを挿入させていただきました。それから、先ほども御紹介いたし

ました漁港漁場整備による二酸化炭素の固定・排出削減効果等の検証・発揮に努めるとい

うことも書かせていただいております。

そして （３）でございます。自然環境の修復と創造という項目でございます。磯焼け、

のことを書いておりますが、水産生物の成長段階に応じた場のネットワークへの配慮とい

うものですね。それから、自然環境の変化への柔軟な対応ということを書かせていただき

まして、環境の変化等に対応するということを書かせていただいているということでござ

います。

新たな変化等を踏まえて修正させていただいたところは以上でございますが、素案につ

きまして御質問等をいただきたいと思います。

○中田分科会長代理 漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針の素案について説明をし

ていただきました。何か御質問、御意見ございましたら、お願いします。いかがでしょう

か。

桜本委員。

○桜本委員 前回の議論を踏まえて、かなり改善していただきまして、どうもありがとう

ございました。

幾つか御質問したい点がありますので、順に質問させていただきます。
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まず２ページ目の下の方の（２）です。下から３行目に「モニタリングを継続して実施

し」というふうになっています。これは大変結構だと思うんですが、前回、中田委員もお

っしゃいましたと思いますけれども、これは自然環境や生物相の変化等にも適切に対応で

きるようにモニタリングを継続するわけですね。ですから、このモニタリングをして生物

相の変化とかそういうものを調べるわけですね。

これ自体かなり大変なことだと思うんですが、漁港漁場整備事業でそれができるのかで

すね。趣旨は大変結構だと思うんですけれども、かけ声倒れといいますか、実行可能性と

いう面でちょっと難しいのではないかなという気がいたします。

それから、３ページ目の（１）の真ん中辺ですけれども 「意欲のある地域の国際競争、

力や産地間競争力の強化に取り組む」とあります。国際競争力の強化というのは大変結構

だと思うんですけれども、地域間の競争力の強化ということになりますと、立地条件がよ

くて、例えば大都市に近いところと遠いところがあれば、近いところの方が立地条件はか

なりよくて、もともと競争力は強いですよね。そういうところをますます強くするような、

日本の国内での格差が広がっていくような気がするんです。それよりは、日本国内では全

体的な底上げをするといいますか、そちらの方が必要じゃないかなという気がいたしまし

た。

それから （２）の中核的な役割を担う地区ですけれども、中核的な役割というのは、、

どれぐらいの規模のことを言われているのかということと、日本全体でいえば、数として

はどれぐらいあって、全体の何パーセントぐらいになるのかということを教えていただき

たいと思いました。

まだ少しあるんですけれども、とりあえず、この辺で終わりにさせていただきます。

○橋本計画課長 それでは、お答えをさせていただきたいと思います。

まず１点目のモニタリングの件でございます。私ども、磯焼けであるとか、こういった

現象に対して対抗するために、今までのいわゆる物をつくるだけの公共事業では、なかな

か環境の変化に即応できないという悩みを持っております。

そういう観点から、19年度の新しい事業として、例えば藻場をつくるという事業と、そ

のモニタリングをセットにして、少しずつ様子を見ながら、場合によっては変えていくと

かという事業を創設したいと考えているところでございます。それらの事業がうまく動い

てまいりますれば、ここに書かれているものも、ある程度、できるのではないかと考えて

いるところでございます。
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それから、２点目が産地間競争の強化ということでございます。委員おっしゃるとおり、

今ある格差をそのまま広げるという意味では非常に問題かなと思うんですが、ここで書か

せていただいておりますのは、産地が努力をして消費者のニーズを把握するとか、自分た

ちでもっていろいろ工夫をするということで努力をして、それぞれ強い産地になっていた

だくということで、結果的には、みんなが上がれば、みんなが上がるんだと思うんですが、

ほかにも負けない競争力をつけて頑張っていくということが重要ではないかなということ

で、同じように上げていくということよりも、そういう意味での、今までよりももう少し

意識を持って産地づくりをしていくということが重要ではないかということを表現させて

いただきたかったということでございます。

それから、中核的な生産地の機能の強化でございます。これについては、長期計画を作

成する際に、箇所について、どのように進めていくかということを考えているところでご

ざいます。基本的には、全国を幾つかのエリアに、それぞれの地域によって考えていただ

きまして、今300ぐらいと考えているんですけれども、そういうエリアの中で、流通であ

るとか生産というのを集中的にやるところは地域で考えていただいております。そのエリ

アの中で中核的になる地域について集中的に頑張っていこうということで、もちろん漁業

の状況であるとか、地域の状況というのはよく考えながらも、力強い生産地をつくってい

く必要があるのではないかと、そういう思想をここに書かせていただいたものでございま

す。

○桜本委員 どうもありがとうございました。

○中田分科会長代理 ほかにもあるとおっしゃっていましたが、よろしいですか。

○桜本委員 また後で……。

○中田分科会長代理 ほかの委員の方、いかがでしょうか。

服部委員。

○服部委員 初のところになると思うんですけれども、我が国周辺における水産資源の

生産力の向上というところであらわしていただいたのは、これでいいかなと思うんですけ

れども、資源回復計画との連携を強めるということですが、ここらあたりが、この漁港漁

場整備分科会と、そっちの資源回復計画を実施しておるところと、どういうふうな連携が

深められるのかなと。

それと、現状、資源回復計画、我々のところでも瀬戸内海でもサワラで、全国では第１

番目にスタートしたかと思うんですけれども、我々から言わせてもらえば、その部分は、
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実施はしておるけれども、まだまだ十分じゃないと、県によって温度差がすごいと、そう

いうような状況で実施されている中と、連携をどうして深めていくのかな、強めていくの

かなという。

サワラの例でとりましたが、網目の問題は、10何県か統一されたように聞いているんで

すが、秋漁の休漁の問題でも、３カ月休漁する県、１カ月する県が、この５年間で全部３

カ月に持っていくんやという話だったんですが、この後もできないと、19年度から２期目

に入るんですが、できないと。そういうような状況の中で、どういう連携を強めていくの

かなと。

これはやっていただきたいなという希望の意見なんですが、書くだけだったら意味がな

いかなというところで、一様に進めてほしいなという。こちらの立場からでも、この点を

強く……。これはサワラに限らず、カタクチイワシがスタートしておるかなと思います。

資源を一定の水準まで持ち上げるには、こういうことが必要であろうなと思いますが、

漁業者が実際に実施できるような仕組みづくりを国あたりが中心になっていかなんだら、

私の経験から言ったら、地元に任すというのはとっても無理かなというところがあります

ので、そこらあたりをひとつ考慮していただきたい。

○橋本計画課長 お答えをさせていただきたいと思います。

おっしゃるとおり、これまで資源を回復する際には、漁業者の皆様がどうやって資源を

大事にするかということで話し合いをされてやってきたということだと思うんですが、本

来、資源回復計画につきましては、その減少にあわせて資源をどう管理するかということ

と、もし種苗が足りないのであれば、種苗等をどういうふうに供給していくかということ

と、あわせて漁場の環境をどういうふうによくしていくのかというのを、それぞれにあわ

せてセットで実施をすべきというふうになっておるわけですが、それらをバランスよくや

られているというのがうまくいっていなかったと思っておりますので、私どもといたしま

しては今般、藻場や干潟などのこういう事業につきましても当然、産卵場であるとか、こ

ういったようなことでもございますので、その資源によって、そういうのが非常に重要で

あれば、漁業者の皆さんのお話し合いと同時に各県にも話し合いをして、漁場の環境の改

善を一緒にやって、それで効果をさらに高めるというようなイメージを持っております。

これまで行われてきたところ、これから資源回復をいろいろと考えられているところに

ついても、我々のこういうことも、なるべく一緒にやっていくということを考えたいとい

うことで、ここに書かせていただいたと。
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○服部委員 もう一点、サワラの件でね。サワラを専業にして流し漁を営んでいる方は休

漁等々、網目の規制とかいろいろやっておるんですが、休漁しておるところに遊漁者等の

制限は一切ないんですね。釣りとか何とか、ドンドンと……。専業の漁業者が休んでとっ

てないのに、遊漁者がどんどん釣ってくると、ほかの業種の人間は、秋のサゴシをどんど

んとってくる。やっておることが中途半端なような気がしてしょうがない。

いろいろと新しい取り組みをやっていただくのは結構なんですが、何かトラブルを起こ

すだけかなという感じで見させていただいて、我々の県では第２回もやっていこうという

ことで、既に県の方へもお願いはしておるわけです。

これについては、分科会の問題じゃないんですけど、連携を強める意味で、そちらの方

へ働きかけをやっていただきたいという意味で言わせていただきました。

○中田分科会長代理 よろしいですか。

ほかにどなたか……。

森川委員、お願いします。

○森川委員 初におっしゃった３ページのことかと思いますけれども、先ほど底上げの

お話がありました。私も漁村、漁村に合った快適な漁村形成を、たとえ小さくても活力あ

る漁村にして守ることが日本国土を守ることになると思うんです。離島や半島なんかも荒

廃してはいけないし、日本の隅々まで元気が出るように、そういうふうにしていただけた

らよいかなと思います。

そういうところの方が美しい海がありますし、都会の人たちも来られると、大自然から

与えられる感動というものは大きいものがあと思いますので、その辺のことも、ごちゃご

ちゃとまぜて話していますけれども、お願いしたいなと思います。

そして、漁業をやっている方は朝早くから海の上でやっておりますし、いろんな事業の

橋渡し的な、できる人がいるということが大切なんじゃないかなというふうに思います。

○橋本計画課長 今おっしゃっていただきました漁村が持っている豊かな自然であるとか、

観光とかそういうもの、この中では地域資源と呼んで、それらの豊富さをさらにアピール

していこうというふうに考えております。

先ほど御説明した４ページの（２）と同じ御説明になりますが、これから都市の住民に

とって漁村の持っている地域の資源というものは価値が高くなるものではないかと考えて

おりまして、これらについて……。

また、昔から、よく御存じの方がそこに住まわれているということも非常に価値が高い
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ですし、また、みんなが知っていただいて、それが資源として活用することですね、物や

お金というものも、そこになってくるということでございますので、総合的な活用をこれ

からも活性化の中心としてやっていきたいと考えております。

○中田分科会長代理 よろしいですか。

森川委員。

○森川委員 体験漁業などもありますが、その場所へ行って、それだけでお魚もらって何

かして帰るというのではなくて、その土地のいろんなものが買えるような場所がある方が、

行ったときに 「あら、何もなかった。せっかく行ってみたけども、何もなかったわ」で、

済ますんじゃなくて、その土地、土地のものが味わえるような、土産にして持って帰れる

ような場所がないと、せっかく行っても、おうちへ帰ってから 「こんなことがあった。、

こういう食があるよ」とか、そんな話にもつながってこないし、そういうことをする場が

あるといいんじゃないかなって思うんです。

○丹羽防災漁村課長 防災漁村課でございます。

今御指摘のところは、まさしく４ページの（２）に該当するようなところだと思います。

実際の私どもの事業といたしましては、こういった形の都市とのコミュニティというよう

な形で推進するハードの事業等は現実に事業として持っておりまして、さまざまな場所で

そういう形をとっています。できるだけ日本全国にもさらにアピールしながら、そういう

事業を推進していきたいと思っております。

○中田分科会長代理 浜中委員、お願いします。

○浜中委員 私ども、森川さんおっしゃったように、体験授業をした後で、お土産に持っ

て帰れるようなものがほしいと、おいでたお客さん、みんなそう言うんですね。実際にお

、 。いでていただいた方は 「買うものはなんもないの」と言われることが本当にあるんです

私どもは、お土産も、また地元でなじんでいただくために民泊とかそういうのも研究し

ながら今、民泊もボチボチふやして、ここへ来ていただいた人には少しでも長く逗留して

いただくようにという取り組みもしておりますけれども、お土産とか……。

私どもの港へ車で入ってきたお客様が 「食べたんだけど、このおいしい魚をこうて帰、

りたい」と言うても、それが買えない事情です。ということは、お店もないし、私どもが

買う魚も仲買さんに遠慮しながら買うようなことでして、システムいうものをつくるのが

難しい漁場の実態でございます。

ですから、市場から直行でお客様にこうていただけるようなシステムが私ども漁民にと
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りましてはほしいのです。ほしいけれども、私たちの小さな手では、なかなかできません。

それと、管理ですかね。生ものを扱うわけですから、もし売れ残ったときはどうするか

とか、そこまで考えたとき、なかなか自分たちの力だけではできませんので、お客様が要

望するシステムをどこぞで考えていただいて御指導いただけたら、私どもはとっても喜ん

でそういう場をつくりたいと思っています。

○中田分科会長代理 よろしいですか。

○丹羽防災漁村課長 ちょっと難しいコメントということだと思います。

先ほども同様な話をさせていただいたんですが、私どもの方、漁業者の方々、それから

市町村等も含めまして、先ほど言われたような、お土産物になるような産直の販売所とか

そういうようなものは、私どもの現在持っている事業で、実際上は交付金という形で、都

道府県から実際上の事業者に支援をするという形で国からの交付金ということになってお

りますが、そういった具体的なお話があれば、それぞれのところで、また県とも御相談い

ただくなり、県の方もかなりノウハウを持っておりますので、そういった御相談をしてい

ただければ、また私どもの方と話ができるのではないかと思います。

例えばでございますが、私もつい 近行ったんですが、青森県の平内というところで、

非常にホタテ貝が有名なところであるんですが、そういったホタテの産直なり加工品の販

売をやっていきたいということで、平内町でかなり立派な産直施設をつくられて、計画よ

りずうっと人が入って非常に盛況であるというところもございますので、各地にそういう

ところが順次できておりますので……

○浜中委員 私ども高知県にもあります。

○丹羽防災漁村課長 高知の黒潮のところでありますね。

○浜中委員 土佐清水に組合長さんみずから、組合から直行で売るように、大漁屋いうの

をつくりました。それと、地元の魚屋さんの業者も入って、お店は小さいんですけれども、

物すごく繁盛してやっておりますけど、それもなかなか……。お魚がうまいぐあいに入れ

ばいいけどね、天候の都合で入らなかったりすると、なかなか御苦労されているというこ

とですけど、繁盛しております。

先日、私、研修会で沖縄へ行ってまいりました。沖縄の漁連が開いているいう直販所を

研修してまいりました。物すごい大きなお店で、本当に理想ですね、あれは。漁連が経営

しているから、漁連の海のすぐところへ、随分の種類の業者が入っているんですね。市場

だけじゃなくて、魚屋さんや仲買さんがどんどん入って、仲買で買って、そこで売ってい
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るわけです。半分は調理場ですかね、荷さばき場とかっておっしゃってましたが、そこで

マグロとかどんどんさばいて……。安くて本当にいっぱい買って帰りたかったんですけれ

ども、遠いのでやめました、重たいので。

本当にすばらしいところもありまして、高知県でもそんなところがほしいねとは思いま

すけれども、私ども女の手では手に負えないような大きなシステムでございました。私ど

もも、高知県も、これからいろんなことを学んで、御支援いただけたら、そんなことも広

めていきたいなと思っています。

○丹羽防災漁村課長 大小というところではなくて、先ほど言いましたように、県への交

付金の事業として持っているところもありますし、新しい予算で要求中でございますけれ

ども、やる気のある地域が手を挙げて、地場産業とタイアップして、いろいろな元気の出

る施策をやっていこうというようなものに支援をするような、そういった事業なども要求

しておりますので、そういった成功事例等もどんどん公募しまして、皆様方の役に立つよ

うにやっていきたいと思います。

今言われたような具体的なところとかあれば、県を通じるなり、御相談をしていただけ

ればと。直接、そういった考えのところは、基本方針の素案に盛り込んだつもりではいる

んですが、具体的なお話としては、また御相談をしていただければと思います。よろしく

お願いいたします。

○中田分科会長代理 ほかに何か……。

金子委員。

○金子委員 地域振興という立場から、ハード面は大変よく書いていただいたというふう

に理解をしております。

ただ、今のお二人の委員のお話を聞いていたんですが、ソフト面というんでしょうか、

金額とかちょっと違うんですけれども、ソフト面でどういうふうにバックアップするとか、

そういう芽がちょっと出てくると、今お考えのことが生きてくるのかなと。

こんなようなことで、この前、ある雑誌を見ていましたら、日本の観光100人のカリス

マを訪ねていろいろやっているなんていうのがありまして、そういう地域で活躍している

人とか、今言われた成功事例とか、そういったものを紹介するとか、いろいろあると思う

んですけれども、そういうソフト面も何か工夫が一行でもあると、ここに書いておられる

ことがより生きてくるかなと、感想でございます。

○丹羽防災漁村課長 今の件でございますが、私も、まさしく申し上げました地方のとこ
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ろで、意欲あるところがというところが、そういった新しい事業を予算要求中でございま

すが、そういった面の、金子委員から御指摘があったところの該当する部分といいますと、

４ページにあります（２）の赤く新しいところが入っておりますけれども、第２段のとこ

ろ、このためと書いてございますが、そこのところで、新しく赤く入れた「水産業を核と

し地域がその特性を活かした意欲ある取組との連携を図りつつ、都市との交流等を進め活

力あるコミュニティの形成に資するように推進していく」と、ここは、そういった意味の

ソフト面の事業のことを念頭に入れながら書かせていただいたということでございますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

○中田分科会長代理 ほかにございますか。

一つ私の方から、内容というよりは、基本方針の文言の問題かもしれないんですが、ち

ょっと心配なところがありますので、 終的な調整のところでもう一度考えていただけれ

ばというところがあります。

それは、沿岸域の環境の保全・創造の推進というのをもう少し大きな視野からとらえる

ということで、それを 初に持ってきて、水産資源の生産力の向上という形で展開してい

くということ自体は大変結構だと思うんですけれども、中身を少し細かく見ていくと、環

境の保全というニュアンスが随分弱くなっているような印象を受けてしまうところがあり

ます。

確かに資源の生産力を向上させるための基盤として、環境というのは保全する、あるい

は回復していくということを踏まえての方針だと思うんですが、現行のものの中には環境

の保全という言葉自体がはっきり入っているわけですね。ところが、改正されたものの中

には、そういうニュアンスがかなり弱くなってきているという感じを受けてしまうわけで

す。環境の保全自体も問題が解決しているわけじゃなくて、これから、さらに力を入れて

いく必要がある部分じゃないかと思うんです。そういう意味で、３カ所ですね、御検討い

ただきたいところがあります。

１枚目から２枚目にかけて、１ページ目の下の方で 「我が国周辺水域の水産資源の生、

産力の向上を基軸に推進する」というのが新しく入っているわけですけれども、こういう

ところに、例えば「我が国周辺水域の環境保全並びに水産資源の生産力の向上を基軸に推

進する」ということで、環境保全という文言を入れていただけないだろうかということが

一つですね。

それから、あと同じようなことなんですが、２ページ目の１番目の基本的な方向のその
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１番目ですね 「我が国周辺水域における水産資源の生産力の向上」というところの２行。

目あたりですかね 「水産資源の保護育成等の生産力の向上に向けた取組」というところ、

に、例えば「水産資源の保護育成、漁場環境保全等の生産力の向上に向けた取組」という

形で、環境保全というニュアンスを取り込むことができるのではないか。

もう一つですけれども、その下の（１）が、現行ですと 「沿岸域の環境の保全・創、

造」なんですが、それが「つくり育てる漁業や栽培漁業との連携の強化」というふうに表

題が変わってくるわけですね。ここもかなりニュアンスが変化しているような印象を受け

るので、それを少し補う意味で、ちょっと下の方ですかね 「生育環境づくりとそのネッ、

トワーク化」という部分が出てきますけれども、そこのところで「生育環境の保全とその

ネットワーク化」とか 「生育環境の保全・創造とそのネットワーク化」とか、現行の文、

言を生かすような形で、環境の保全というところも依然として重要であるという形にして

いただけないかなということを感じるんですが、いかがでしょうか。

後で検討していただければ……。

○橋本計画課長 委員、御指摘の点につきましては、私どもは、それぞれのコンポーネン

トとしては、前回よりもかなり環境を書き加えようというふうに考えておりまして、広域

に、かつネットワークを含んでとか、あるいは埋め立てについても、かなり環境に留意す

るというようなことを要素として入れさせていただいていると思っておりますが、先生の

御指摘のところにつきましては、また検討させていただきたいと思います。

○中田分科会長代理 ほかにどなたか御意見……。

森川委員。

○森川委員 そのことですけれども、この中に入れる入れないじゃなくて、私、いつも思

うことは家庭の排水とか農薬のことなんです。

すべての水は海の方へ流れていきますので、そこら辺のことも考えていただくと、漁業

者だけじゃなくて、ひいては国民のためにもなるので、洗剤をつくっておられる企業の方

ももっと考えて、体によいものを研究して出していただくようにならないのかな、便利な

ことは本当にいいことなのだろうかなって、自分も使いながらのことなんですけれども、

そんなことも考えております。

漁協女性部は合成洗剤追放運動といってやっていますけれども、海浜だけじゃなくて、

もっと大きなところでたくさんの人が使っているということがありますので、そこら辺の

ことはどうなのかなっていうふうにいつも思うことなんです。
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○丹羽防災漁村課長 この基本方針の方が漁港漁場整備ということでございますので、直

接的なところは、どうしても書き込みに難しいところがございます。

ただ、委員の御指摘に、農薬というところは直接ないんですが、11ページの２番の漁港

・漁場を取り巻く社会環境の整備に関する事項というところで （１）の良好な生活環境、

・労働環境の確保というところで、私どもで実際にやっております防災面、生活環境の改

善ということで、集落排水施設とかそういった形で今言われたような水環境に配慮するよ

うなところは、従来から入っているというようには整理させていただいているということ

でございます。

○橋本計画課長 もう一点、補足をさせていただきたいと思います。

５ページの上のところに（２）というのがございます。ここで、私どもだけではなくて、

ほかのいろんな施策との連携ということを書かせていただいているんですが、漁業は当然、

川でいくと上からいろいろなものが流れてきて、下の漁場を汚してしまうということもご

ざいます。私どもでも、いろんな関係する川であるとか、そういうところと連携をしなが

ら施策をやっていくことが必要だというふうにここで申しておりますので、その中で川の

水質だとかこういうものが出てくれば、当然、関連してくるのではないかなと考えますの

で、この部分にある程度、それに近いことが書かれているというふうに御認識いただけれ

ばと思います。

○森川委員 余り言うと汚いみたいで、そうじゃないんですけどね、ちょっと気になった

もので……。

○服部委員 今の排水のことで、前にも一度、意見を言わせてもらったんですが、集落排

水等を充実されてきておると、これは逆にありがたいことなんですが、その処理の方法が、

費用の問題もあるのはわかるんですが、今はほとんど塩素処理というところでやられてい

るとお聞きしております。

その塩素が、重要な魚の稚魚とかノリとか、沿岸の藻類ですかね、その部分に大きな影

響があるやんないかなと。ほとんどの海岸にそういう藻類が減少しておるという状況が見

られておると、我々漁業者の段階ではようわからんのですが、 近、特に瀬戸内海域、閉

鎖的な海域ですね、そういうところでは顕著にあらわれているんじゃないかな。太平洋と

か、外海に面したところでは、その沿岸だけじゃなしに、入れかわるものですから余り大

きく直接的な影響はないと思うんですが、閉鎖的な海域においては、特に大きな影響があ

るんじゃないかなということで、排水処理をしていただくのは結構なんですが、そこらあ
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たりを考慮していただければなと。

大きい問題が発生しつつあると、我々漁連の方へも組合員から直接申し入れがある、具

体的に調査してよというようなことで。排水口あたりはノリもとれなくなったという事例

がどんどんと出ておりますので、そこらあたりを早々に、集落排水処理をして、どこ並の

にというようなことで言われても結構なことなんです。

なんぼ水がきれいくなって海の水が飲めるような水になっても、漁業者が生活できんよ

うになったら何もなりませんので、そこらだけはちょっと考慮していただきたいなと、こ

のように思います。

○中田分科会長代理 何かございますか。

○丹羽防災漁村課長 今の件につきましては、その辺の知見が十分わかっていないところ

ございますので、中の方で少し調べさせていただきたいと思います。

ただ、実際上、今言われた一つの磯焼けみたいな話とか、そういうものについてはいろ

いろな調査等で原因等も出てきているというところもございますので、それを踏まえて新

しい事業ですね、先ほど計画課長からも話があったように、モニタリングをやっていこう

という話もございますので、そこの原因のところは、特定はできてないんだろうと思いま

すし、そういうのは将来的な宿題にさせていただけたらと思っております。

○服部委員 特定はできたわけではないんですね。わけじゃないんですが、ある程度、影

響があるんやないかと。今までとれておったものが、この集落排水ができて大量に放棄を

しておる放水口の周辺が特に悪くなったという事例が特に組合員の中から上がっています

ので、そういうようなことを言えば、行政は 「まず規定の範囲の中です」という答えし、

か返ってこんのです。

規定の範囲の中はわかっておるんですが、今まで使ってなかったものが出ておるという

のは現実であろうかと思います。規定の範囲の中であっても、今までは使ってなかったも

のが使っておると、そういうようなものが現実に使っておりますので、それが影響であれ

ば、特に閉鎖的な瀬戸内海あたりはだめになるのであろうなと。

先ほどの資源管理で放流等、一生懸命頑張っても、それが育たないというのでは意味が

ないんじゃないかなと思います。ここらあたりから検討していただければなと思います。

○丹羽防災漁村課長 すぐに解決するような話じゃないと思いますので、申しわけござい

ませんが、そういった意味で、今後の検討課題の一つにさせていただきたいと思います。

○中田分科会長代理 ほかに何か御意見ございませんか。よろしいでしょうか。
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桜本委員。

○桜本委員 ６ページ目のリサイクルの推進というところで、水産系副産物、旧では水産

系廃棄物なんですけれども、これは具体的にどういうものを指しているのかということ。

それから、海中のごみとか、投棄された漁具とか漁網とかそういうものは、この中だと、

どこに入るんでしょうか。

○橋本計画課長 今回の水産系の副産物でございますが、漁業を行うときに出てくるもの

ですから、一番量が多いのは貝殻であるとか、魚をとったときの残渣であるとか、こうい

ったものが中心になります。あるいは海藻なんかの残りというのも出てくるかと思います。

こういったようなものを、いろいろな処理を行うことで、いかに有効に活用するかという

ことを、私ども全省的にも取り組んでおりまして、ここら辺を進めていきたいと考えてい

るところでございます。

現在、ごみについては明確に入っておりませんが、漁場の保全という観点で何か書き得

るかどうかという感じだと思いますが、先ほど環境の保全という御指摘をいただいた部分

もございますので、例えば 初の２ページの１ （１）のところとかですね、ごみという．

形では書けないと思うんですが、少し広目に書くようなことができるかどうか、検討した

いと思います。

○桜本委員 聞いた話だと、沿岸に陸揚げすると、それは産業廃棄物になって、処理する

のに随分お金がかかるような話も聞いたものですから、それもうまく漁業者が持って帰っ

てこれるように、持って帰ってきてこう……。お金がかかるのでは持って帰ってこれない

でしょうから、その辺のところなんかはしていただくと、環境保全という面ではかなり有

効じゃないかな。

○橋本計画課長 今回、今御説明しておりますのが、どちらかというと、ハードをどうい

うふうにしていくかというための基本方針ということになりますので、ごみの政策につい

ては、私どもと一緒に水産の基本計画というのがあって、そちらでいろいろなことをやっ

ているものとか、もっと水産を超えた大きなものであると思いますけれども、それぞれい

ろいろ考えなければいけないことだと思います。我々も漁場をどうしていくかという点で

書けることがあれば、工夫してみたいと思います。

○金子委員 御参考までですが、漁港区域を外れた一般海面の浮遊ごみの回収は、国交省

の事業で船を持って毎日、ごみさらいをやっております。特に洪水の後なんか、かなり漁

業にも被害が出るような流木とか畳みとかいろいろ出てくるんですけれども、そういうの
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を回収するということはさせていただいていますけれども、津々浦々というところまでは

なかなかいかないと思いますけど、御参考までに。

○中田分科会長代理 ほかに、この基本方針の素案について何か御意見ございますか。よ

ろしいでしょうか。

浜中委員。

○浜中委員 漁場だけじゃなく、市場の方で、魚の保全ですかね、冷却水を利用した魚の

保全を中心に、いろんなところがつくり出していますので、夏場は特に外の気温が高いの

で、市場で上げて、魚をはかりに乗せてせりにかけている間も、ほとんど心配しているぐ

らい私は心配なんですよ。

ですから、この中にあるように、市場の整備事業といたしまして、冷却水を利用した魚

の保全ですね、それが漁業者にとっても経済効果を産むと思いますので、そういうのをぜ

ひぜひ推進していただけたらと思いまして、お願いいたします。強調して書いてください。

○橋本計画課長 ３ページの真ん中辺 （２）の中に水産物の鮮度保持に努めていくとい、

うのを書かせていただいておりますが、まさに重要なことでございますので、衛生管理、

進めていきたいと思います。

○浜中委員 それを見まして、よろしくお願いいたします。

○中田分科会長代理 ほかにございますか。よろしいですか。

森川委員。

○森川委員 ２ページですけど、順応的管理手法というところに関係あるのかなと思うん

ですが、地球温暖化による大型クラゲなんかが日本全部に寄っているということなので、

そういう新しい事象に沿ったことも考えていかないと、この中にそれが入るのかどうなの

か、地球温暖化という問題は、漁業のこちらだけじゃなくて、すべてのことに関係がある

ので、そこら辺のことも考えていただくべきなんじゃないかな。自分たちも気をつけない

とだめなんですけれども。

○浜中委員 これは国挙げて取り組まなきゃ……。

○中田分科会長代理 恐らくあっちこっちに入っているのかもしれませんけれども、ここ

ら辺のあれですかね。

○橋本計画課長 私ども順応的管理手法というのを書かせていただきましたのは、海水温

が上昇するなどして海藻が生えなくなるとか、こういうことも踏まえてやっているという

ことでございます。
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クラゲについては、私ども漁場整備と直接何もないものですから、そこまで書くことは

できないんですが、環境の変化に対して考えながら事業をやっていくというところは、ほ

かにも少し書かせていただいたと思いますので、配慮させていただきたいと思います。

○中田分科会長代理 何かほかにございますか。よろしいですか。

・漁港漁場長期計画の骨子（案）について

○中田分科会長代理 続きまして、漁港漁場整備長期計画の骨子案について御説明をお願

いいたします。

○橋本計画課長 今度は資料４及び資料５を使わせていただきまして、次期漁港漁場整備

長期計画の骨子を説明させていただきたいと存じます。

資料４をお開きいただきたいと存じます。長期計画の基本的な考え方ということで書か

せていただいております。これは私どもが漁港や漁場をつくるという、いわゆるハードの

計画でございますが、水産基本計画を包括した水産をどのようにしていくかという計画と

の緊密な連携をしながら、水産施策の着実な実施を図っていきたいと考えております。

資料５に参考資料がございます。１ページを開いていただきたいと存じます。ここに図

がございます。この中の左側にございますのが漁港漁場整備長期計画でございます。右側

が水産基本法に基づいての現時点での中間論点整理がされている水産基本計画に盛り込ま

れるいろいろな事項ということになっております。

私どもは、漁港漁場整備長期計画につきましては、重点課題といいますように、我が国

周辺水域における水産資源の生産力の向上、国際競争力強化と力強い産地づくりの推進、

そして、水産物の安定的な供給を支える安全で安心な漁村地域の形成と、先ほどの基本方

針でも同じ課題を示しておりましたが、この課題に即して計画づくりをしていくわけです。

当然、ソフト的に基本法、それから基本計画に基づくものと緊密な連携を取って、計画を

やっていくというイメージのものを書かせていただいております。

前の資料に戻らせていただきたいと思います。次期長期計画では、今後５年間に重点的

にどういう課題に取り組むべきなのかということですね、課題を絞り込んで明示したいと

考えております。それぞれの事業につきましても、どういうものをやるのかというものを

選んで、それに集中的に実践をしていくということですね、効率的かつ効果的な事業の実

施を図りたいと考えているものでございます。また、水産業を振興するという観点からも、
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自然と共生する環境保全型の事業をより充実していきたいと考えているところでございま

す。

こういうことで、第２の方に事業の目標と事業量というのを、それぞれ三つの課題につ

き示させていただきました。

まず、我が国周辺水域における水産資源の生産力の向上でございます。これらにつきま

しては、漁場の再生であるとか、新しい漁場の整備などを通じまして、水産資源の積極的

な保護育成を図り、また、つくり育てる漁業や資源管理と連携いたしまして、安定供給を

確保していくということだとか、自然環境の変化に適切に対応できる、先ほど来御説明を

しております、順応的な管理手法を導入して、より効果的に藻場・干潟の保全・創造をや

っていくというようなことを事業の中でやっていきたいということです。

それにつきまして、成果目標といたしましては、漁業生産の維持・増産に係る目標とい

うことで、基本的には水産基本計画との整合性を図りながら、何万トンの水産物の増産に

つながるかとか、どのような目標になるか検討中なんですけれども、漁業生産をどのぐら

い維持あるいは増産できるのかということを検討していきたいと思っています。

また、事業量につきましては、それらを確保するための事業量といたしまして、例えば

魚礁や増殖場の整備を何ヘクタールぐらい整備するといったことであるとか、失われてし

まった藻場・干潟を何ヘクタール程度、保全・創造していくということであるとか、漁業

生産の維持あるいは減少するのを抑制するために漁場の機能回復、効用回復のための整備

をどのぐらい行うかとかいうような、こういうような事業量をあわせて決めていきたいと

考えております。

それから、１ページめくっていただきたいと思います。３ページでございます。国際競

争力強化と力強い産地づくりの推進ということでございます。

こちらにつきましては、水産物の鮮度保持、衛生管理、品質の管理対策、また自然災害

が起こったときでも、安定して水産物が流通できるような対策を行うということで、消費

者に安全で安心な形で水産物を供給するということでございます。

中身といたしましては、荷を集める機能を強く、市場の統合等も図りまして、集出荷機

能の強化によって、逆に生産コストの縮減であるとか、鮮度保持の取り組みをやるという

ようなこと。それから、産地における高度な衛生管理をさらに徹底していくということ。

それから、地震対策としまして、安定的な水産物を供給するために主要な岸壁の耐震化を

強化していくということを考えております。
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成果目標として二つ考えているわけですが、産地市場の統合が進められる中、水産物流

通の拠点の港で取り扱われている水産物のうち、高度に衛生管理されて出荷される水産物

の割合を高めるということで、指標としていろいろ検討しているんですが、現在、清浄海

水を導入するなど高度な衛生管理対策が講じられている港での出荷量は２割程度ではない

かなと考えておりまして、これらを高めていくということも目標にしてはどうかというこ

とで検討しております。

また、耐震時の安定的な供給という点ですが、水産物流通の拠点漁港で取り扱われてい

る水産物のうち、陸揚げ岸壁が耐震化された漁港はどのぐらいあるのかということですけ

れども、今現在、耐震化の条件を満たしている漁港はおおむね10％程度でございますので、

これらを一つの指標、目標とすることができないだろうかということで検討しております。

また、事業量でございますが、この５カ年間に、どのぐらい事業をするかということで

ございます。これについては、品質衛生管理の強化あるいは安定した流通の確保を図ると

いうことから、流通の拠点を何地区ぐらい選定して重点的に整備をするということ。ある

いは、生産コストの縮減、鮮度保持ということから、中核的な生産地区をおおむね何地区

重点的に整備するといったような事業量を設定することを考えている次第でございます。

続きまして、３番目でございますが、水産物の安定的な供給を支える安全で安心な漁村

地域の形成でございます。漁港や漁場への汚水などの流入の負荷を低くするということや、

漁村の衛生環境の改善あるいは自然災害に対する地域の防災力の向上等が重要ではないか

と考えております。これらのために、漁業集落排水施設の整備の推進、あるいは施設の耐

震化や避難路などの施設整備の推進、あるいは既存の水産基盤施設の更新・改良整備の推

進等を行っていきたいと考えております。

成果目標といたしましては、現在の計画でもこれをやっているわけですが、漁業集落排

水処理を行おうしている漁村の処理人口の比率を高めていくということで、現在では次期

長期計画の目標年次である平成23年を目標といたしまして、全国の小都市の下水道普及率

並みの約６割を目標に設定しております。

それから、地震対策の方でございます。地震防災対策強化地域等に立地している漁村の

うち、この地震であるとか、それに基づく津波に対する防災対策が講じられた漁村の割合

を目標に設定できないかということで検討しておるということでございます。現在、防災

対策が講じられている漁村はおおむね20％程度と把握しております。

また、事業量につきましては、漁業集落排水施設などの生活基盤整備などの整備を図る
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とともに、防災関連施設の整備を図るという地域をあわせて、おおむね何地区で整備する

といったような事業量を定めたいということで検討を行っている次第でございます。

三つの課題について、それぞれそのような形で成果目標あるいは事業量を設けていると

いうことでございます。

続きまして、５ページ、６ページをお開きいただきたいと存じます。これまでの御説明

を図にさせていただきました。水産基本計画と密接な連携のもとに、重点的かつ効果的、

効率的な事業の実施をしていくということで、この三つの課題について、いろんな事業を

行っていきたいと考えているところでございます。

また、その下、先ほど口頭で申し上げましたけれども、それぞれ三つの課題についての

施策の方向と、それぞれの目標に対して、１番目については水産基盤整備による漁業生産

量の増産であるとか、２番目は衛生管理などがされた、品質管理された水産物の割合の増

加であるとか、それぞれの課題をこのような形で、目標も定めて事業を整備していきたい

ということでございます。

続けて、資料を説明させていただきます。資料５の２ページをごらんいただきたいと存

じます。

説明が前後して申しわけございませんが、現在の漁港漁場整備長期計画は平成14年から

５カ年間ということで現在行っておりまして、施策の基本方針、成果目標では漁業生産量

おおむね37万トン増産させるという目標と、漁業集落排水処理人口を小都市並み、約６割

にするという二つの目標を持ってやっているわけですが、より詳細に施策に合致したもの

にするべきであるという御指摘も受けまして、５年後の目標ということで、御説明をしま

したさまざまな目標の検討を行っているというわけでございます。

事業量についても、先ほど御説明したものと同じものでございます。よろしくお願いい

たします。

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、何か御質問、御意見ございましたら、お願いします。

恐らく、この骨子案を踏まえて素案づくりを進められるということになるんだと思いま

すので、その基本になるところですね、根本的なところで何かコメントありましたら、ぜ

ひお願いします。

桜本委員。
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○桜本委員 成果目標の 後のページの集落の排水処理ですけれども、これは６割を目指

すということですが、先ほど服部委員が言われたこととの関連で、かえって、これをふや

すと、そういう意味では悪くなるという可能性もあるのかなとちょっと心配になったんで

すが、いかがでしょうか。

○丹羽防災漁村課長 先ほどの件は、今後の検討課題にさせていただきたいと思います。

現実に、先ほどありましたように、富栄養化の問題とか、いろいろなほかの問題があるも

のですから、漁村についての生活環境基盤の整備・向上というのは、漁業者の方々からも

強い要望がある事項でございますので、そういった意味で、推進はさせていただきたいと

思っております。

○中田分科会長代理 よろしいですか。ほかにございますか。

先ほど基本方針のところで大分意見をいただきました。

浜中委員、お願いします。

○浜中委員 漁港の災害時における整備ですね。災害が起きても、お魚を供給できるよう

な市場というのは、この前の阪神大震災みたいに、港がこんなになっちゃったら船もつけ

れない、車も近づけれない、そういう状態でしたら、魚を供給したくても供給ができませ

ん。田舎の私どものところですけれども、小さいですけどね、きれいな市場をつくってい

ただいておりますけれども、ある程度見直して、災害に強い港でないといかんと思います。

この前も私、高知県の方でも言っているんですけど、うちの港の魚を水揚げするところ

ではなくて、昔の旧の魚の荷揚げ場へ入っていくところの川、川が通っておりまして、川

と港の境に堤防が出ているんですね。そこが、言うたら、こっちも港、こっちも港になっ

ているんですけれども、その港のところは中が空洞だそうです。私どもは、今、市場で使

ってないけれども、災害が来て、あそこが崩れたら、結局、こっちの船も全部いかんよう

になると漁師の人が言いよがです。

そういうものも、整備の計画に……。新しい港だけじゃなくて、昔使っていたところで

も、そこが壊れちゃったら港がめちゃめちゃになる、船がめちゃめちゃになる状況ですの

で、そういうのも課題だと思います。

それと、うちらの港は台風の大きな波が入ってくると、船の係留場がこうきてなってま

す。この突き当たったところは三角波が立って、こんなになって船が入れないそうです。

うちの主人らが言うには、この前もどこかで言ったと思うんですけれども、あそこへ穴

をあけて、波が逃げる、波を逃がすところがないと、大きな津波が来たら一発であそこで



- 28 -

盛り上がってしまうと。今、台風が来てさえあれやからね、あそこは恐い、恐いというて、

皆さんがおっしゃっているそうです。

ですから、そういうところも長期計画に入れて、古い港ですけれども、そういうところ

も大切ではないかなと、見直していただけたらなと、このように思います。

○丹羽防災漁村課長 今の御指摘の中で、市場の話が出ましたけれども、そういった意味

の漁港というところでは、橋本課長からお話しようと思いますが、漁村といいますか、漁

業地域の全般の防災対策につきましては、私どもも非常に力を入れてやっているところで

ございます。

ここに二つパンフレットがあるんですが、安全・安心な漁業地域づくりに向けてという

ことで、防災、災害対策という話と、つい 近、ことしにまとめました災害に強い漁業地

域づくりのためのガイドラインというものを取りまとめまして、私どもの方で、先ほどい

ろいろな交付金のハードの事業とかあると申しましたけれども、その中でも耐震化を図る

ような事業とか、避難ができるような、洪水に対する避難をやる施設とか、そういうもの

がいろいろございまして、そういった意味で、この事業の内容の広報に努めているという

ところでございます。

そういった意味では、これも交付金事業中心、それから補助事業ということになってい

きますので、県とかに御相談いただきながら、私どもへ直接御相談いただいても、それな

りの助言をさせていただきますので、そういった意味で努力をさせていただきたいと思っ

ております。

○橋本計画課長 ちょっと補足をさせていただきたいと思います。

委員がおっしゃいましたように、災害が起こって、少したってから復興する上でも、港

がきちっとしていると、漁業ができるということもございますので、まさに、そのことに

ついては、岸壁の耐震化というのは一つの施策としてやりたいと思っております。

○浜中委員 私ども逃げ場がない。山即海でしょう。だから、本当は町民の皆さんが５階

建てのビル、遠くまで逃げれない人の逃げ場をね。

高知県の須崎かどこかで計画しているそうです。うちらも、そんなのがほしいんですけ

どね。それは、私らが死んでからなんて言っておりますけれども、本当に海即山ですから

大変なの、狭いところに漁民が住んでおりますのでね。おいおいとお国の方でそういう計

画も立てていただけたらと思います。

○中田分科会長代理 ほかにどなたか御意見ございますでしょうか。
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特にございませんようでしたら、先ほどの基本方針のときに、いろんな貴重な御意見を

いただいておりますので、そこら辺も十分踏まえながら長期計画の方も検討していただく

ようにお願いします。

次回の分科会では、先ほど議論していただきました漁港漁場整備事業の推進に関する基

本方針につきまして答申をすることになっています。本日、皆様からいただきました御意

見を踏まえて素案を修正し、関係省庁との調整を経た上で修正案を次回の分科会に示して

いただくことになります。

一つお願いですけれども、事務局が関係省庁との調整を行う文案につきましては、分科

会長に御一任いただければと思いますが、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 どうもありがとうございます。

そ の 他

○中田分科会長代理 これで本日の審議は終了しましたので、その他に入らせていただき

ます。

低気圧による10月４日から９日までの暴風と大雨に関する農林水産関係被害と対応につ

いてということですが、御説明をお願いできますでしょうか。

○丹羽防災漁村課長 防災漁村課でございます。

資料６をごらんいただきたいと思います。今、座長からお話がありましたように、10月

４日から９日にかけまして、暴風によりまして、北陸から北海道にかけて特に大きな水産

被害が生じたということでございます。前回の10月17日の分科会のときには、もちろん既

に起こっていたわけでございますが、数字等、取りまとめがかなりはっきりしたというこ

とでございまして、この機会に、特に漁港等の被害も大きかったということもございます

ので、概要につき報告をさせていただきたいと思います。

資料の方にございますように、今言いました10月４日から９日に、東北から北海道にと

いうことで被害が生じたということでございます。上陸をしないで海岸線の本州の東側を

北側に上がっていったということもございます。

そういった意味で、今まで、こういう大きな台風とか災害があったときには、農作物と

か林野関係の被害等が大きくて、水産の方はそれよりかなり小さい被害というのが普通で
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あるわけでございますが、今回のものにつきましては、今言いましたように、海側を通っ

たということもございまして、水産に大きな被害が生じたということでございます。

具体的なところは、この表が被害状況ということでございますが、24日現在の値が一番

新しいということでございますが、その被害の報告額が649億円、農林水産すべてでとい

うことでございます。ただ、その中で水産関係の被害が404億円ということで、全体被害

の62％を占めているということでございます。

ちなみに、これも御記憶あるかと思いますが、９月17日に長崎に台風13号が上陸いたし

ました。そのときの取りまとめられている被害額が全体で615億円ということでございま

す。全体被害額ということでは、ほぼ同様な数字ということですが、そのときの水産被害

は57億円ということで、そのときは9.2％ということでございます。こういった被害額が

水産に集中しているというものは、過去に余り例がないような感じではないかと思ってお

ります。

いずれにしましても、ここの表の中にございますように、漁港施設の損壊98漁港157カ

所。それから、共同利用施設、これは漁協等が持っておられる市場とか、そういう施設を

共同利用施設と呼んでいるわけでございますが、そういうものが124施設。それから、漁

船というものが沈んだり、そういう形で、それが1,881隻。それから、養殖施設が6,084カ

所。それから、定置網、特に北海道のサケ定置が大きな被害が生じているという報告にな

ってございますが、それが698カ統ということで、計404億円の報告が現在までなされてい

るということでございます。

その中で、私ども漁港漁場整備部の所掌ということでいきますと、先ほど申しました漁

港施設の対応、それから共同利用施設の対応ということになります。これら二つの施設の

合計の損害は、数字上、出ておりませんけれども、約４割弱。全体の404億円の４割弱と

いう数字になっております。

そういった意味で、これらの災害に対する対応が２枚目のペーパーに概略書いてござい

ます。一つは現地調査ということで、私どもの山本副大臣が北海道、国井副大臣が青森県、

主に水産関係の被害を調査するために現地にまいっております。

それから、その下の方に水産関係ということで、同様に漁港施設等の被害調査や助言等

を行うために、関係者を派遣している。ここに同席しております影山部長も、先ほどお話

をいたしました青森県に国井副大臣と随行いたしまして、調査に行ったということでござ

います。
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なお、先ほど言いました私どもの漁港関連の施設、それから共同利用施設関連の施設に

つきましては、暫定法等の法律に基づきまして災害復旧を行うことになっております。災

害復旧事業を行うために、現地で査定という形で被害の状況等を把握する作業があります。

その被害査定を明日から一斉に始めていくという形になっているということでございます。

以上、簡単ではございますが、今回の低気圧被害に関する被害状況と対応状況について

御説明させていただきました。

○中田分科会長代理 どうもありがとうございました。

今の説明について、何か御質問あるいは御意見ございますでしょうか。

金子委員。

○金子委員 単なる質問なんですが、参考までに教えていただきたいんですけど、漁港施

設の被害というのは、どういうところが主にやられているんですか。防波堤とかですね。

○丹羽防災漁村課長 やはり防波堤が多いということでございます。岸壁等も当然、ある

程度の被害があるということでございます。

○金子委員 ありがとうございます。

○中田分科会長代理 ほかにどなたか……。よろしいでしょうか。

ないようでしたら、事務局から、次回の分科会の日程について、よろしくお願いします。

○橋本計画課長 次回の漁港漁場整備分科会の日程でございますが、議事といたしまして

は、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針の答申をいただくということと、漁港の指

定につきましても諮問を予定しております。

日程でございますけれども、本分科会の親委員会である水産政策審議会の全体会議を平

成19年３月８日木曜日に開催することが予定されているということでございますので、そ

の日の前後に、分科会につきましても開催させていただけないかと考えているところでご

ざいます。

皆さん、お忙しい中、来年のことでもございますので、予定を固められにくいと思うん

ですけれども、詳しい内容につきましては時期が近づきましたら事務局から御案内させて

いただきたいと存じますので、何とぞよろしくお願いをいたします。

以上でございます。

○中田分科会長代理 ただいま御紹介ありましたように、次回の分科会は、来年ですね、

３月８日木曜日の前後ということで事務局に調整してもらうことになります。よろしいで

しょうか。
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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が、せっかくの

機会でもありますので、本日の議題にかかわらず、委員の方々から御意見あるいは御質問

があれば承りたいと存じます。何かございますでしょうか。

森川委員。

○森川委員 子供のことが出てこなかったんですけど、漁港漁場整備の中で、子供の遊び

場というか、漁業に関心を持つ、理解ができるように、子供向けのことが何か考えられた

らいいかなというふうに思いました。

○中田分科会長代理 どなたか何かありますか。

○丹羽防災漁村課長 そこのところは、子供というか、先ほど説明いたしましたように、

都市との交流等を含めまして、そういう施設もやっております。それから、海岸関係でい

きますと、緑地をつくったり、漁村の方もそうですけれども、そういうような公園をつく

ったり、そういう努力もさせていただいているということで、子供だけをターゲットにと

いうことではございませんが、かなり子供も中に入ったようなハード面等は整備をしてい

るという状況でございます。

○中田分科会長代理 ほかにどなたかございますでしょうか。――よろしいですか。

閉 会

○中田分科会長代理 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。いろいろ御意見をいただきまして、どうもありがとうございました。


