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開 会

○髙吉計画課長 予定の時刻がまいりましたので、ただいまから第19回漁港漁場整備分科

会を開催させていただきます。

委員出席状況報告

○髙吉計画課長 委員の出席状況について、ご報告いたします。水産政策審議会令第８条

第１項及第３項の規定によりまして、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７名全員の方がご出席されておりまして、定足数を満たしております。本

日の漁港漁場整備分科会は成立しております。

配付資料確認

○髙吉計画課長 議事に入ります前に、お手元の資料を確認させていただきます。

資料１、漁港漁場整備分科会委員名簿。資料２、諮問第159号漁港の区域の認可につい

ての諮問文の写しでございます。資料２-１に諮問第159号の諮問事項、資料２-２に諮問

第159号の参考資料。

そのほかの情報提供資料としまして、漁村地域における活性化のための取り組みについ

て、生育環境の厳しい条件下における増養殖技術開発調査事業のとりまとめについて、で

ございます。

何か不足のものがございますでしょうか。よろしいでしょうか。

水産庁漁港漁場整備部長あいさつ
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○髙吉計画課長 議事に入ります前に、橋本水産庁漁港漁場整備部長から挨拶をいたしま

す。

部長、お願いします。

○橋本漁港漁場整備部長 本日は水産政策審議会第19回の漁港漁場整備分科会を開催いた

しましたところ、委員各位におかれましては年度末で大変お忙しいにも拘らず、ご出席を

賜りまして、誠にありがとうございます。御礼申し上げます。

本日の議題は資料にもございますとおり、佐賀県にございます漁港についての区域の認

可についての諮問でございます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。

この審議会にもお諮りをして定めました第二次漁港漁場整備長期計画に基づきまして、

。 、 、私どもは事業を行っているわけです 本年度はその第２年目 また来年度につきましては

ちょうど半ばになる３年目を迎えることになります。

これまで、国の予算状況等、大変厳しい中ではございますけれども、長期計画の中で、

どのようなことを達成するのかというアウトカムの目標を幾つか定めて進んでいるわけで

すが、これらの達成を目指して、事業をいかに進めるかということに努力をしているとこ

ろでございます。

また、その具体的な事業の進め方に際しましても、社会状況の変化に対応した形で日々

改めていく必要があると考えております。従いまして、例えば漁村の活気がないというこ

とがございますが、漁村の振興のために、いかに地方、国の取り組みができて、またそれ

が必要なのかといった点を早急に検討したいと思います。

また、漁港につきましては戦後少しずつ整備が進められてまいりまして、いろいろなス

トックがあるわけですが、これを地域の方にいかにうまく使っていただくのか、そのため

に規制緩和などを含めどの様なことができるのかも重要な課題と考えています。

また、水産資源にとって非常に重要な漁場の環境につきましても、これを回復するため

に、整備に加えて、例えば地域の方々を巻き込んだ形でどういうことができるのか。ある

いは、それぞれ地先の整備をやるだけではなくて、もっと広い視点から漁場の環境を考え

、 、ることはできないのかなど 事業を実施するためにいろいろな角度から我々も議論を深め

また検討を行っていきたいと考えているところでございます。

本日はそういった趣旨もございますので、現在取り組んでおります漁村活性化の取り組

みと、沖ノ鳥島におけるサンゴの増殖技術の開発のご説明をさせていただこうと考えてお
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ります。

できますれば、委員各位からもいろいろご質問、ご意見を賜れればありがたいと思って

おります。

簡単ではございますが、冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。

、 、 。○髙吉計画課長 それでは これからの進行は 中田分科会長にお願いしたいと思います

よろしくお願いいたします。

議 事

（１）審 議 事 項

諮問第159号 漁港の区域の認可について

○中田分科会長 それでは、早速ですけれども、本日の議事に入りたいと思います。

本日は諮問事項が１件ということでございます。委員の方、全員出席ということで、ど

うぞよろしくお願いいたします。

なお、本日審議いたします諮問事項につきましては、水産政策審議会令第５条第６項の

規定によりまして、漁港漁場整備分科会の議決をもって審議会の議決となりますので、そ

の点、よろしくお願いいたします。

それでは、橋本部長より諮問をいただくこととします。

○橋本漁港漁場整備部長 それでは、お手元の資料２にございます諮問文の写しをご覧い

ただきたいと存じます。朗読させていただきます。

２０水港第２３９５号

平成２１年３月２６日

水産政策審議会

会長 山内 晧平 殿

農林水産大臣 石破 茂

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。
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記

諮問第１５９号 漁港の区域の認可について

（別添資料２-１及び２-２）

以上でございます。

○中田分科会長 どうもありがとうございます。それでは、続きまして事務局から説明を

受けます。よろしくお願いします。

○髙吉計画課長 それでは、諮問内容についてご説明いたします。

まず、お手元の資料２-１をご覧いただきたいと存じます。３ページでございます。佐

賀県の百貫漁港、第一種漁港でございます。所在地は鹿島市でございます。

まず、概要をこの資料でご説明したあとに、また前のスライドスクリーンを使って、ご

説明をしたいと思います。

認可の事由のところでございます。百貫漁港は塩田川という河川の中にあります。昭和

59年度に河川改修事業及び国道の改良事業の補償によって施設が整備されております。漁

港区域の変更も行われて、現在に至っております。

ただ、これは川の中にございますので、澪筋がだんだんと移動してきておりまして、漁

港の前面に当時想定できなかった浮泥土がたまって、これまで泊地の浚渫を行ってきまし

たけれども、このように浚渫を繰り返すよりは、浮泥土がたまりにくい１キロメートル下

流の地点に漁港機能を移したほうが経済的であろう。

また、漁港の利用者の９割がノリの養殖業者でございまして、その利便性も向上すると

いうことで、区域の変更を行いたいという申請がございました。

私どもが内容を審査した結果、適当と考えられますので、これを認可することとしたい

と考えております。

では、前のスクリーンをごらんください。

百貫漁港における漁港区域の変更について説明をいたします。

まず、百貫漁港がございます佐賀県の水産業の概要でございます。

グラフは、平成17年の海面漁業の漁獲量と養殖業の収獲量でございます。合算した生産

量が10万2,000トンとなっております。ノリの生産が全体の７割以上になっております。

海域別に見ますと、玄海と有明海の２つございますが、左側は玄海でございます。量的

には１万4,000トンで、サバ、マアジ、イワシを主とする巻網漁業、船曳網漁業、沿岸の
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。 、イカ釣り漁業が中心となってございます そのうち海面漁業の生産量が１万2,000トンと

約８５％を占めております。

それから、右側の下のほうが有明海でございますが、生産量は８万7,000トン。そのう

ちノリの養殖が７万8,000トンと約９割を占めております。玄海側は漁船漁業主体、有明

側がノリの養殖主体でございます。

百貫漁港の位置でございます。有明海に面した鹿島市というところにございます。場所

としましては、鹿島市と白石町の市町の境を流れる２級河川塩田川の下流域に位置してお

ります。

近くの漁港等の状況です。百貫漁港の南西側に1.5キロメートルのところに鹿島漁港と

。 。 、いうのがあります 南側の約２キロメートルには鹿島港という港湾があります それから

東側の１キロメートルのところに白石町の廻里江漁港がございます。

有明海は干満差が６メートルと非常に大きなところでして、干潮時には一面に干潟が出

現する特性があります。漁船の航路を確保するために、河川の澪筋が漁船の航路として利

用されております。河川内やその河口部に位置する漁港が多く、百貫漁港もその一つとな

っております。

続きまして、鹿島市の漁業の概要でございます。鹿島市の平成18年の海面漁業の漁獲量

と養殖業の収穫量を合算した生産量は、約9,000トン、左側の場合でございます。右側の

生産額は23億円となっております。

魚種別の構成比を見ますと、量、額ともにノリが９割を超えるということになっており

まして、ノリの生産は鹿島市の重要な産業の一つとなっております。

ノリの生産量です。平成14年から18年まで５年間、平均で約7,000トンを生産しており

ます。平成17年が過去最高という生産量になっております。それから、生産額につきまし

ては、平均21億円ということでございます。

それから、ノリ養殖以外に採貝漁業も行われておりまして、主な漁獲物はモガイという

貝でございます。約2,000トンの生産がございます。

ここでは、ノリの生産の工程について説明をさせていただきます。

まず①漁場にノリの胞子を付着させました網を張って、②約１カ月間海中において成長

させます。③成長したノリの原藻を収穫しまして、④漁港で陸揚げを行うという作業にな

ります。その後⑤各漁業者が持っておりますノリの乾燥機で板ノリを乾燥しまして、⑥百

枚単位で束ねて出荷するということでございます。
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佐賀県の水産業の課題についてご説明します。

漁業就業者の減少が続いております。また、高齢化も進んでおります。就業者の年齢構

成を見ますと、50歳以上が半数以上で57.9％、平成15年です。こういう状況になっており

ます。

このような状況から、佐賀県では製造コストの削減と労働力の軽減を目的としまして、

。 、ノリ生産の協業化ということを進めております この写真は百貫漁港ではございませんが

ノリの協業化施設です。複数の経営体の方がここで加工までの活動をされるという場所で

ございます。

百貫漁港では、まだ個人所有の施設で、それぞれがノリの生産を行っておりますが、平

、 、 。成24年度に協業化施設を導入できるように 今 調整をしておるということでございます

本日の諮問の対象であります百貫漁港の現状と課題をご説明いたします。

、 。百貫漁港は冒頭にご説明しましたけれども ２級河川の塩田川の河川区域の中あります

主な漁港施設としましては、船揚場、物揚場というものが川の中のほうにあります。１号

物揚場、２号物揚場。

これらの施設は、昭和59年に河川改修事業と国道207号線の道路改良事業の補償で整備

されております。平成18年度の港勢調査によりますと、有明海漁業協同組合鹿島支所、鹿

、 、 。島事業所の組合員のうち 18名の方の所有する漁船40隻が この漁港を利用しております

しかしながら、ごらんのとおり10年ほど前から河川の澪筋がだんだんと対岸に移ってお

ります。ブルーがもともとの澪筋ですが、それがだんだんと黄色のほうに移っていってお

ります。そして、漁港の前面に浮泥土が堆積するようになってきております。必要に応じ

て浚渫を行ってきましたけれども、すぐに浮泥土がたまってしまうということで、漁船の

係留ですとか、ノリの陸揚げに支障をきたしております。

現在の百貫漁港の約１キロメートル下流にあります簡易な船だまりを利用して係留と陸

揚げをしている状況でございます。

左の上の図の実線が現区域、点線のところが今使っているところで、今回区域の変更を

したいという場所でございます。

もともとの百貫漁港は、荒天時、天候の悪いときに一時避難する程度の利用となってお

ります。こういったことから、鹿島市におきまして、地元漁業者と対策について協議しま

した結果、現漁港で浚渫を繰り返すよりは陸揚げに利用している船だまりの周辺に区域を

設定して漁港機能を移して活用する方が、経済的、かつ効果的であるという結論に至って
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おります。

この区域設定箇所の状況です。

この船だまりを利用している漁船数は平成18年105隻となっております。また、この船

だまりで陸揚げ作業を行っておりますが、約1,500トンの生産をあげております。これは

鹿島市全体のノリ生産量の約２割ということになります。

区域を設定する予定の船だまりに海岸保全事業の補償でつくったもの、それから漁協が

整備した物揚桟橋と浮桟橋というのがあります。濃いブルーが物揚桟橋、ピンク色が浮桟

橋でございます。その背後地には、漁協が設置しました貝類の集荷場がございます。

それから、物揚桟橋と浮桟橋は設置されて約10年が経過しておりますが、漁業者が補修

しながら利用しているということで、非常に簡易なものでございます。

これが、貝類の集荷場の施設の写真でございます。

それから、漁協の事業所の場所は、内陸になりますが、赤い点のところでございます。

鹿島支所の鹿島事業所というものでございます。

区域設定予定箇所における課題でございます。

この予定箇所は幾つかの問題を抱えておりまして、まず１点目は陸揚げをする施設が少

ないということです。ノリの養殖の最盛期には漁船が係留施設の前面で順番待ちを余儀な

くされておりまして、陸揚げに時間がかかってノリの鮮度の保持ができずに、製品の品質

向上につながらないという状況にあります。

それから、問題点の２つ目です。養殖用の資材置場が少ないということで、現在は船だ

まりから離れた堤防沿いの空き地、これはスライドのようなところですが、ここに仮置き

をしております。また、そこから船だまりに運搬するのにも労力がかかって、周辺の住民

にも迷惑をかけているというところでございます。

これらの問題を解決するために、平成21年度から25年度にかけまして、漁村再生交付金

事業という補助事業がございます。これで漁港整備を計画しております。

整備計画の内容としましては、陸揚げ時間を短縮して、ノリの品質向上を目的とする物

揚桟橋を２基、赤い色のところでございます。それから、その周辺泊地の浚渫。資材の運

搬作業を軽減するということ、そして、資材の一括管理を図るということを目的にしまし

て、下のほうの青いところでございますが、養殖用資材置場を造成するということになっ

ております。

以上、漁港区域の変更について鹿島市長から認可申請がありまして、審査の結果、適当
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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本日お諮りをするもの

でございます。

以上でございます。

○中田分科会長 どうもありがとうございました。

ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたら、発言をお願いしたい

と思います。いかがでしょうか。

何か、特にございませんでしょうか。

では、井上委員、お願いします。

○井上委員 地元の鹿島市長から認可の申請があって、今のご説明を伺う限り、区域の変

更はよろしいんじゃないかと思いますが、参考までに１つご質問します。

区域を変更することによって、何か利害関係者等で不利益を被るというか、そういうこ

とはあるんでしょうか。現地の状況に明るくないものですから、質問しているのですが、

以上です。

○髙吉計画課長 特に、そのようなことは聞いておりません。地元の漁業者の中でよく協

議をした結果、ここが適切ということで、皆さん合意されていると聞いております。

○井上委員 分かりました。

○中田分科会長 ほかに、どなたか。

○櫻本委員 参考までにお聞きしたいんですが、事業規模はどれくらいのお金がかかるか

とか、１キロ下流にしたほうが経済的にメリットが大きいということだったんですが、ど

の程度の経済的な差があるか教えていただければと思います。

○髙吉計画課長 まず、新しく整備する予定は約２億円でございます。

物揚桟橋と浚渫と用地の確保、それから用水のポンプ等で、２億円ということでござい

ます。結局、現在の漁港の場所ですと、これは永久に浚渫を続けなければいけないという

ことですので、今、数字は持っておりませんけれども、それを繰り返すよりは長期的に見

て浚渫の必要があまりない、こちらのほうが経済的であろう。

また、そういった浚渫作業をすることによって、漁業者の活動も制限されるということ

がございますので、総合的に考えて、もともとこちらを使っておられる方もたくさんおら

れますので、機能を今後とも確保していく上では、こちらのほうが経済的であろうと判断

をしております。

○櫻本委員 ありがとうございます。
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○中田分科会長 ほかには。

○小松委員 ２点お伺いいたします。

１点目は、今黄色でくくってある部分というのは、最終的には防潮堤等を設けるという

意味合いでつくっていますか。それが１点。

もう１点は、いわゆる諫早干拓の水門の兼ね合いと、これの因果関係等は全く問題とし

て出ていないのかという点。この２点をお願いいたします。

○髙吉計画課長 黄色い線の区域の中を囲うということではございませんで、この区域の

中に必要な施設を整備するということ。実際に整備予定になっていますのは、今ある施設

も幾つかございますけれども、新しいものはその色がついたところでございまして、防波

堤等で囲う計画にはなっておりません。

○小松委員 白い部分は防潮堤か何かですか。もう既に見えている部分は防潮堤ではない

んですか。

○髙吉計画課長 浮桟橋とか物揚桟橋という既存のものです。

○小松委員 既存のものですか。

いわゆる漁港としては設置していないけれども、現実的にはそこを利用しているという

ことですね。

○髙吉計画課長 実態上、もう既に使っているということです。

○小松委員 そういう意味ね、分かりました。

○髙吉計画課長 諫早干拓との関係というのは、ここはございません。

全くこの川の中の事情で、ここに新しくつくるということでございます。

○小松委員 ただ水門の閉鎖によって、そこの浚渫関係というのは、いずれにしても因果

関係は生じてくるところではあるわけでしょう。

○髙吉計画課長 これは、どちらかというと川の上から土砂は流れてきますので、それが

溜まってしまうということです。ですから、溜まりにくい河口のほうに今回はつくる。諫

早湾のほうとは、今回は全く関係がないということです。

○小松委員 湾は１つのものですから、広いようで意外と狭いですから、そこのことがあ

るかなという。

○中田分科会長 よろしいでしょうか。

ほかに、どなたかございますか。

特にないようでしたら、この諮問第159号については、原案どおりということでいいよ
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うにも思いますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

、 、 。○中田分科会長 それでは 異議がないようですので そのように決定したいと思います

では、答申文を朗読させていただきます。

答 申 書

２ ０ 水 審 第 ４ ３ 号

平成２１年３月２６日

農林水産大臣 石破 茂 殿

水産政策審議会会長 山内 晧平

平成２１年３月２６日木曜日に開催された水産政策審議会第１９回漁港漁場整備分科

会において審議の結果、諮問のあった下記の事項については諮問のとおり実施すること

が適当であると認める。

記

諮問第１５９号漁港の区域の認可について

（別添資料２-１及び２-２）

ということでございます。

（２）そ の 他

・不服申し立ての概要について

○中田分科会長 それでは、その他として事務局で何かございますでしょうか。

○髙吉計画課長 それでは、その他の案件で報告させていただきます。

当初、本日の審議会の案件としまして不服申し立てが１件、ご審議をお願いしようと準

備をしておりましたけれども、審査請求人側の都合によりまして、本日出席できないとい

うことでございました。

せっかくの機会ですので、資料はございませんけれども、概要だけご報告させていただ

きます。

昨年の12月に千葉県の銚子漁港にプレジャーボートを係留している３名の方から農林水

産大臣宛に審査請求がございました。
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内容としましては、漁船以外の船舶の係留を禁止している区域にこの３名の方が係留さ

れている船がございまして、その移動を促す文書を銚子漁港事務所長名で通知をしており

ました。

それに対して、その移動を促す通知そのものが行政処分に当るということ、また、その

処分の根拠となります千葉県の漁港管理条例の改正が船舶の自由な係留を妨げるものであ

って、日本国憲法の第13条、生命自由及び幸福追求に対する国民の権利等を阻害している

という趣旨で不服申し立てをしてきておられます。

本来でありましたら、本日の審議会におきまして、委員各位のご意見を聞いた上で採決

をしようとしておりましたけれども、次回の審議会の案件としてお願いしたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○中田分科会長 ただいまの件につきましては、本日は概要の報告のみということでご承

知いただければということのようですが、そういうことでよろしいでしょうか。

次回の審議会の案件に挙がってくると思います。

・漁村地域における活性化のための取組について

○中田分科会長 それでは、漁村地域における活性化のための取り組みについて、説明を

お願いいたします。

○淀江防災漁村課長 防災漁村課長の淀江でございます。

「漁村地域における活性化のための取り組みについて」という資料に基づきまして、話

題提供をさせていただきます。

当部におきましては、漁港、漁場、漁村の基盤整備を積極的に推進しているわけでござ

います。こういったハード整備とあわせまして、漁村地域の活性化のためのソフトの取り

組みについても支援することが重要であることから、平成19年度より漁村地域力向上事業

を実施しているところでございます。

ハードと違いまして、ソフトの予算ということで、予算額的には約１億円とあまり大き

くはございませんが、今後こういったソフトの取り組みへの支援を通じた活性化というの

が非常に重要ということで始めました。

まず１枚目に仕組みが書いてございます。ユニークな点が幾つかございまして、１つは



- 12 -

左側に書いてあります地域戦略協議会というもので、地元で協議会をつくってもらうこと

を前提としております。ここに地方公共団体と漁協は必ず入ってくださいという協議会を

つくるのが前提です。それがほかと違った仕組みとなっております。

また、そこに対し国から直接補助金を交付するというのが、ほかのハード事業とはちょ

っと違っております。県、市町村を通さずに協議会に対して直接支援をするのが、特徴の

２つ目でございます。

また、右側に委託事業と書いてございますが、地域でさまざまな取り組みをやっていた

だくことに対して、お金という形で支援はもちろんするんですが、これに有識者の委員の

先生方を選んでいただき、その方々に相談をして指導・助言をいただく。こういった支援

体制もセットにしているのが特徴でございます。

このモデル事業は左にありますが、いろいろ活動例、これに限定するものではございま

せんが、例えば商品の開発とか、市場の開拓、新たな産業の育成。こういった水産業だけ

、 、 、ではなく 漁村にあるさまざまな地域資源 文化あるいは景観といったものも含めまして

それを活用しながら取り組んでもらう。

これを実施してもらうわけですが、点としての取り組みで終わらせるのではなくて、こ

れをできれば面へと広げていき、そこでの成果を全国に普及させていきたい。このモデル

の成果を全国に普及させることを最終目標としまして、こういった事業を実施していると

ころでございます。

補助率は１/２、それから一部は定額ということで、平成19年度から始めました。

次のページです。

平成20年度に実施しております地区でございます。全国で15カ所ほどモデル地区を選定

いたしました。これは公募し、応募のあった地区につきまして、先ほど申し上げた有識者

委員会で選定していただいた15地区であります。

まだ２年目ということで、成果のなかなか上がらないというところも当然入っているわ

けでありますが、今後長い目で見ていく必要があると思っております。

そうした中で、黒い四角で囲った地区が幾つかあると思います。これは、主だった表彰

やモデル地区の選定がなされたものを参考までに書いております。例えば、左の島根県海

士町では 「地域づくり総務大臣表彰」を受賞したり、農水省関係で 「立ち上がる農山漁、 、

」 、 。村 というのを大体年間50地区ほど選定しておりますが その選定地区に選ばれたりとか

また、右に岩手県の田野畑村がありますが 「オーライ！ニッポン会議」というのは、、
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川勝平太先生が座長で行っているものでありますが、そういったところで賞を受賞したと

か。

こういったものが幾つか出ております。そういうことで、こういった動きをできるだけ

支援していきたいということで、今やっているところでございます。

次のページからは、そのうち幾つかをピックアップして、その事業の内容をご説明した

ものでございます。

まず、北海道根室市の歯舞地区でございます。ここでは、マリンビジョン協議会という

ものを結成しております。ここで抱えている問題点は、地域的に北方４島周辺水域での操

業規制が強化されたということもありまして、過疎化の進行と相まって、漁村の活力が低

下しているという問題点があるわけです。

これに対して、活力ある漁村づくりを目指し、３つの取り組みを行っているというとこ

ろでございます。１つが歯舞産のブランドの確立、２つ目が都市漁村交流、観光振興、３

つ目が次世代の担い手育成ということでやっております。

次のページに具体的に書いてございますが、歯舞産ブランドにつきましては、もともと

昆布醤油の開発でブランドを確立している地域でありますが、特産であるサンマとコンブ

を活用して、根室さんまロール寿司を開発するということや、首都圏でのＰＲ活動。これ

は早稲田地球感謝祭でのＰＲ活動の模様ですが、そういったこともやっております。

また、観光振興につきましては、下に「北方領土を間近に望むクルージング」というポ

スターがあると思います。これは平成20年度から北方領土に近いという地域特性を逆手に

とりまして、クルージングを漁協自らがやりました。

そうしたら、希望者が殺到したということで、新たな観光資源になるということで、埋

もれていた資源を一つ見つけたという感じで今やっているようでございます。引き続き、

これを継続してやりたいということでございます。

それから、次世代の担い手育成ということで、小学生を対象とした地曳網体験、それか

ら女性部による水産教室をやっているところでございます。

次は、島根県の海士町の例でございます。ここは、この地理的特性からしまして、過疎

地域にあって、なおかつ離島という地理的ハンディを持っているわけであります。島外へ

の人口流出、それによって地域コミュニティーそのものが崩壊するのではないかという危

機意識を持ちまして、島ごと、丸ごとブランド化しようということで、この協議会を発足

させております。
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ここで行われていることはいろいろありまして、なかなかすべてをご紹介というふうに

はいかないのですが、大きくは２つあります。１つはＩターン者への支援を通じた後継者

の確保。それから、商品開発等を通じた起業の促進、知名度向上といったことを実施して

おります。Ｉターンに関しましては、平成19、20年度で６名定住している状況でございま

す。

次のページが具体的なものであります。

Ｉターン者への支援を通じた後継者の確保につきましては、現役漁師さんによる指導・

漁具等の貸与。こういったことも含めて支援をしておりまして、岩ガキを特産品として開

発する。また、中国向け輸出品として、干しアワビ、ナマコの加工品を生産する。そのた

めに会社を設立したりしておりまして、先ほど申し上げたように、６名ほど定住している

という状況にございます。

それから、商品開発等につきましては、人づくりを兼ね備えた形でいろいろな取り組み

をやっているというのが特徴かと思います。商品開発コーディネーター、販売促進活動の

コーディネーターを採用しながら、さまざまなラベル作成やデザインの作成をやっており

ますし、特産品の販売促進、ＰＲイベントも一つだけでなく、大学祭等も利用しながら、

複数やっておるということでございます。

また、プロモーションビデオもつくろうということで、ビデオ、ＣＭ、ドキュメンタリ

ー映像製作といったこともやっておるところでございます。

最後の３つ目は、鹿児島県長島町の例でございます。

ここはブリ養殖の盛んな地域でありますが、そのブランドであります「鰤王」の認知度

が低いということで、これを高めることによって活性化を図ろうという取り組みをやって

おります。ブランドの認知度向上、新商品の開発、それからイベントであります「お魚祭

り」という３つの事業を実施しております。

次のページに具体的なものとして掲げております。ブランド認知度の向上につきまして

は、ここで世界ブリサミットというものを開催しております。約300人ほどの参加を得て

実施しております。

それから、商品開発におきましては、女性部が中心となって商品開発を行っており、３

つの商品を新たに開発したという状況でございます。

それから、お魚祭りにつきましては、こうした大きなイベントは初めてだったというこ

、 、ともありまして 当初は１万人程度を集まればいいなということでやったとのことですが
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実際は１万4,000人ということで、ぜひとも継続していきたいというふうにおしゃってお

られるところでございます。

以上、概要と３地域ほどのご紹介をいたしましたが、全国的に見ますとまだまだ点のよ

うな段階であります。成果が上がるような取り組みとなりますよう、引き続き支援をして

まいりたいと思っております。

以上です。

○中田分科会長 どうもありがとうございます。

漁村地域における活性化のための取り組みということで、活力ある漁村づくりモデル育

成事業について、幾つか事例も含めて情報提供していただきました。

漁村地域の活性化というのは、非常に大事な問題だと思います。委員の皆様のアドバイ

スなどをいただければと思います。何かこの件につきまして、ご質問あるいはご意見等ご

ざいますでしょうか。

これは、こういうモデル地域とかモデル育成事業をどういう形で選定しておられるんで

すか。

○淀江防災漁村課長 応募をもとに、ということです。

こちらから、どこ地域やりませんかということはしておりませんで、募集をして、応募

があった地域で、ここはモデルとしてふさわしいなということを有識者委員会で皆さん方

に検討していただいて、そこで採択するという形になっております。

○中田分科会長 これは年度単位なんですか。何年計画とか、そういう形になっているん

ですか。

○淀江防災漁村課長 皆さん、それぞれについて何年計画というのをお持ちなんですが、

残念ながら私どもが予算は単年度なものですので、毎年毎年応募していただくということ

でやっております。

これまで２年ほどやっておりますけれども、２年連続で採択されているというところも

ありますので、前向きに取り組むということであれば、単年度、単年度の採択ではありま

すが、継続して行うこともできるんではないかと思っております。

○尾山委員 この案の応募はどちらのほうに出していただいているんでしょうか。

○淀江防災漁村課長 私どもです。水産庁です。

○尾山委員 水産庁から、県のどちらのほうに。

○淀江防災漁村課長 ホームページに掲載しまして。
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○尾山委員 ホームページですか。

こんなの全然見たことないもんですから、単年度、単年度と言われましたけれども、そ

の１年に１回イベントをする。それを、また来年するというものなんですか。１年に何回

か、そういうイベントを続けていかれる方に対しての補助を出すというものなんですか。

○淀江防災漁村課長 どちらも対象にはなりますけれども、有識者の先生方にとってど

れがいいのかなという基準を考えますと、１年ぽっきりでおしまいというよりも、何カ年

かかけてやっていきたいと申請していただいたほうが、おそらく採択…。

○尾山委員 それは、１回のイベントに対して幾らくらいの補助が出ているんですか。

○淀江防災漁村課長 イベントというか、１年間のその地域の取り組みとして、大体３０

０万から５００万ぐらいという、決まってはいませんけれども、大体それくらいですね。

、 、 。○尾山委員 有識者というのは その地元の有識者の人の紹介とか そういうものですか

○淀江防災漁村課長 有識者というのは、こちらの東京で、皆さん方のような形で。

○尾山委員 こっちから応募したものを、有識者の人に審査していただくということです

か。

○淀江防災漁村課長 そういうことです。

○尾山委員 わかりました。

○中田分科会長 ほかに、何か。

増田委員、お願いします。

、 。○増田委員 ちょっとピントが外れるかもしれないので お許しいただきたいと思います

これは漁村地域の活性化に対して水産庁がどうサポートするかというお話ですよね。

最近の消費者の魚離れというのを目の当たりにしていますと、そんなことをやっている

場合じゃないんじゃないかと思うぐらい、消費者は魚から離れていってしまっているんで

すよね。

それは、消費者が魚から離れていっているんじゃなくて、魚が消費者から離れていって

いるんじゃないかと思うぐらい、都会の消費者は、同じ動物性たんぱく質にしても、別の

畜産物に逃げちゃっている。

それは新鮮でおいしい魚が簡単に手に入らないという現実があって、今の魚食を守るた

めに何をしてほしいかと言ったら、消費者に対して何ができるかということがかなりポイ

ントじゃないかという気がしているんです。

何よりもそれは、町に魚屋さんがなくなっちゃっている。大都市圏の場合はそうです。
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たまたま量販店のお立場の方がいらっしゃいますけれども、そうしたら、量販店の魚売り

場をもっと消費者に近づけるようなことに対して、行政がどう力を振るったらいいか、力

を見せたらいいかということをやってほしいなと思うんです。

、 。 、私はたまたま最近２カ月もの間 病院に入院する羽目になったんです 病院食というと

簡単に想像できると思うんですが、魚が出てくるわけです。魚って、こんなにまずいもの

だったのかって、たまげるぐらいまずいんですね、あそこに出てくる魚は。そこでまた魚

嫌いをつくっちゃっているわけです。若い人は入院食から「魚は食べない」って言ってい

ましたから。

具体的に言えば、キンメダイっていうのはこんなにまずいものだっていうことを私は初

めて知りました。それは、戦後の食生活を知っている私なんかにとっては、かつてのスケ

ソウダラを思い出すような味になってしまっているんですよね。

学校給食は最近とてもおいしい魚が出てきていると子供さんたちは言っていますが、病

院における魚の需要は無視できないと思うんです。そこへの働きかけとか、大消費地にお

ける消費拡大のために、行政がどれだけ、いくら漁村を元気にしたって、消費地がその有

様ではどうにもならないんではないかと私は思いますので、よろしくお願いしたい。

○中田分科会長 どうもありがとうございます。

これは何か、どなたか。水産庁のほうの問題でしょうかね。

○淀江防災漁村課長 お答えになるのかどうかあれですが、小松委員が一番その辺はお詳

しいかもしれません。

確かに一人当たりの消費量は統計を見ていましても、各世代にわたって減少していると

いうのはデータから出ている事実だと思います。

そういう中で、行政は何をしているのかということなんですが、最近の動きとして、こ

れは漁業者の手取りをもう少し増やしたらいいんじゃないかという視点もあるんですが、

生産者と大消費地、あるいはスーパーと直接取引の支援ということも支援制度として新た

に導入しています。

これは、既存の流通業者からいろいろあるんですが、それはそれとして、手取りを幾ら

か増やす。あるいは、魚食拡大の一助になればということでやっています。現にＪＦ島根

とイオングループとそういうことをやって、まだ月に１回程度らしいんですが、そのとき

はスーパーに並べると、すぐ完売してしまう。

、 。 、流通段階を経る数が少ないので それだけ鮮度がいいということかもしれません かつ
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今まで食べたことのない魚も含めて売れるということで、そういったものもなるべく支援

していこうという動きはあります。

それと、漁村の活性化と魚食普及というのは別の問題というよりは、やはりリンクして

います。消費者の皆さんに食べていただくことで活性化を図ろうということが当然あるべ

き姿だと思います。そういった取り組みも先ほどご紹介した中で、まだ点ですが、実際に

消費者の方に来てもらって、魚のさばき方なんかも教室でやったり、こちらから出向いて

行って大消費地でＰＲをするといったこともやっております。

両方ともうまくいくような形での取り組みも、我々としてもすべきであると思っており

ます。

○中田分科会長 いかがですか。よろしいですか。

ほかに何か、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。

・生育環境が厳しい条件下における増養殖技術開発調査事業の取りまとめについて

○中田分科会長 ないようでしたら、もう一つございますので、そちらをお願いしたいと

思います。生育環境が厳しい条件下における増養殖技術開発調査事業の取りまとめについ

てです。

よろしくお願いします。

○田中課長補佐 整備課でございます。

お手元の資料で、プレスリリースと左肩に記してあるものです。この事業の取りまとめ

のプレスリリースを本日記者クラブでさせていただきます。その資料に基づきまして、沖

ノ鳥島におけますサンゴの増殖技術の開発について情報提供をさせていただきます。

サンゴにつきましては、これまで水産資源を育む場として非常に重要だということで保

全のための場の造成であるとか、保全の活動を進めておりました。また、サンゴにつきま

して藻場・干潟と同様に、非常に南方海域では豊かな生態系であったり、あるいは水産資

源を育む場をつくるという意味で非常に重要な役割を果たしております。

サンゴにつきましては、それを増やすということはそれまで実験室レベルで産卵をさせ

て、稚サンゴ、子供のサンゴをつくるということは取り組まれておりました。また、一般

的にとられているのは、挿し木のような方法で骨格を折って、それを別のところへ持って

いくという形で増やすことも行われておりました。
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それは、親のサンゴを傷つけるということもありますので、我々としては種苗生産、そ

して、それを増やす技術開発に当っては産卵をさせて、子供のサンゴをつくるという有性

生殖による方法を開発すべく、この事業に取り組んでまいりました。

、 、 、事業としては平成18年から20年ということで ちょうどこの３カ年 場所としましては

東京から南南西に下りますこと約1,700キロメートルの沖ノ鳥島がございます。ここは非

常に生育環境が厳しいということで、そこのサンゴを対象にその種苗生産技術の開発に取

り組んだということでございます。

一枚おめくりいただきまして、非常に難しい仕事でございました。そういった意味でサ

ンゴの生態にかかわる方など専門家の皆様のご指導をいただく委員会をつくりまして、取

り組んでまいりました。

もう１枚めくりまして、そこで具体的な仕事の中身をご紹介したいと思います。１枚目

右肩にこの事業の模式図を示してございます。沖ノ鳥島におきまして、親サンゴを採取い

たしまして、人工的に産卵をさせるために沖縄県の慶良間諸島の阿嘉島という島に種苗生

産のための設備を設けまして、そこで親サンゴを飼育し、人工的な生育環境のもとで産卵

をさせまして、その幼生を付着させる着床具をおき、子供サンゴに育てる。

それを再び船で沖ノ鳥島に運びまして、そこに子供サンゴがついた着床具を設置しまし

て、今、その生育状況を見ているところでございます。

サンゴというのは、ミドリイシ類といわれる３種類のサンゴを対象といたしまして、こ

れは沖ノ鳥島では非常に優占な種であるということとともに、沖縄県等でも非常に一般的

に生育しているサンゴと言われております。このサンゴを平成18年５月及び８月と19年５

月に沖ノ鳥島の礁内で採取をいたしまして、沖縄県の阿嘉島の施設に持ち帰り、産卵をさ

せたということであります。

１枚目の下の表に、平成19年度に実施しました種苗生産の結果が示されております。

ちょっと太字で示されております という種類につきましては、受精した卵ｔｅｎｕｉｓ

のうちの約54％が幼体として着底しました。ほかの２種類については、なかなかうまくい

かなかったというのが、平成19年度の結果でございます。

１枚おめくりいただきまして、その裏にあります平成20年度の結果です。

ｇｌｏｂｉ若干、着床器具への改良等を加えまして、平成19年度にうまくいかなかった

という種類につきましても、約３割ほどの幼体を得るということができたというｃｅｐｓ

のが、現在のところの結果でございます。
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着底した幼生を約１年間ほど育てまして、その結果がこのページの中段の表に示してあ

ります。

ついては、平成19年の６月８日、９日に産卵したものが、20年の４月11日ｔｅｎｕｉｓ

ということは約10カ月ほど経過して、大きさとして１３ミリほどまで育ったということで

ございます。

こんな形でうまく着底した幼体を稚サンゴとしまして、この３種類のサンゴにつきまし

て、平成20年５月に沖ノ鳥島に持って行きまして、実際の天然のサンゴがついているノル

と言われる岩礁に着床器具を設置しました。

それが、次のページの上段に、その状況が写真として示されております。

左側の写真で網のようなものがかぶっていますのが、魚による食害を防ぐための網でご

ざいます。こういう形で稚サンゴが付着したタイル状のものをこの岩礁に取り付けて、そ

の生育状況を観察するということでございます。

一番最初は平成20年の５月に移植を行ないまして、21年の１月に生産状況のモニタリン

グを行いました。その結果が、そのページの中段の表でございます。

、 、 という３種類のサンゴについて、被度といｔｅｎｕｉｓ ｓｐ．４ ｇｌｏｂｉｃｅｐ

、 、うのは サンゴが育ったかどうかをこれで見ていると理解していただければと思いますが

それを載せています。

については約３分の１が生長しましたということであります。中には、やｔｅｎｕｉｓ

、 。 、はり被度が下がったもの あるいは死んでしまったものもあります についてはｓｐ ４．

約63％、 については数は少ないんですが、75％がサンゴに育っているｇｌｏｂｉｃｅｐｓ

という状況であるということであります。

このように大規模に稚サンゴを有性生殖でふやすという方法に、この事業の中で初めて

成功したということは、今後のサンゴ増殖にかかる知見が広く普及していくために有益で

あろうと考えております。

最後のページにございますが、ここで得られた方法、こうやったらできるというような

ところを、このサンゴ増殖の手引きという形でまとめております。また、この事業を進め

るにあたりましては、さまざまなサンゴに関する勉強も私どもはしました。そういった成

果も取りまとめて、こういう形で手引きをまとめておりまして、関係県、あるいは水試、

サンゴの増殖に取り組んでおります研究機関に広く提供して、お役に立てていただこうと

いうふうに考えているところでございます。
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説明は、以上です。

○中田分科会長 どうもありがとうございました。

何か委員の皆さんから、質問はございますでしょうか。

○櫻本委員 一番最後から１枚目のモニタリングの調査結果がありますけれども、これの

被度が低下しているケースというのも結構多いですよね。その考えられる原因は何がある

のかということ。

それから、被度が０％と被度の増減なしの区別がちょっとよくわからなかったんですけ

れども…。

○田中課長補佐 １点目の被度が低下した原因でございます。

これは、やはり稚サンゴという幼い状態でございます。そういったところで、例えば食

害を受ける。これはすべてに食害防止の柵を設置したわけではないので、魚に食べられて

しまったり、あるいは競合してしまう藻がついてしまったり、多分強い波とかの流れの中

で、砂などに当って死んでしまうというものが原因として考えられます。しかし、完全に

これだというものは特定されておりません。

また、被度の増減なしと被度０％の違いでございます。

最初に設置したときの被度というものがございます。そして、約８カ月後に調査しまし

たけれども、そこで被度が変わらなかったものが増減なしということになっています。被

度が０％というのは、あったんだけれども、今回なくなってしまったというところであり

まして、これはサンゴが死んでしまったということと同じでございます。

○櫻本委員 被度が低下しているとは、移植したものが全部死んじゃったという意味です

か。それとも移植したけれども全体の被度が低下したということなんですか。

○田中課長補佐 １枚のタイルの中にいるサンゴの面積がふえていれば、被度が増加した

ということです。

被度がわからなかったというのは、移植したときと今回モニタリングを行ったときで差

がなかったということです。

それは、おそらく幾つかの稚サンゴはついていますので、一つは死に、一つは大きくな

れば、トータルとしては被度はふえていないということもあるわけです。

、 、 。一方 被度０％というのは そこにいた稚サンゴが全部死んでしまったということです

○櫻本委員 ありがとうございました。

○中田分科会長 ほかにどなたか、質問、その他ございますでしょうか。
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よろしいでしょうか。

・次回日程について

、 。○中田分科会長 ほかにないようでしたら 次回の日程について事務局からお願いします

○髙吉計画課長 次回の分科会の日程でございます。

漁港の指定内容の変更についてと行政不服審査請求についての諮問を予定しておりま

す。時期につきましては、６月頃にお願いしたいと考えておりますけれども、後日、事務

局から委員の皆様にお諮りさせていただいて決定させていただくということにしたいと思

います。

以上でございます。

○中田分科会長 次回の日程につきましては、今、説明がございました。

年度がかわって６月頃にお願いをしたいということですが、後日、日程調整を事務局で

していただくということでよろしいでしょうか。

それでは、また日程調整など、ご連絡がございましたら、ご協力をよろしくお願いいた

します。

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。

今日は委員の皆様が全員出席ということでもございます。この機会に何かございました

ら、ご発言いただければと思います。いかがでしょうか。

特にないようでしたら、以上をもちまして、本日の分科会を終了させていただきたいと

存じます。

どうもありがとうございました。

閉 会


