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開 会

○宇賀神計画課長 水産庁計画課長の宇賀神でございます。定刻となりましたので、ただ

いまから第22回漁港漁場整備分科会を開催させていただきます。

委員出欠状況報告

○宇賀神計画課長 まず、私から委員の出欠状況について御報告申し上げます。

水産政策審議会令第８条第１項及び第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、現在までに５名の委員が御出席されていま

すので、定足数を満たしております。したがって、本日の漁港漁場整備分科会は成立して

おります。なお、畠山委員は御出席とのお答えをいただいておりますので、間もなくお見

えになることと思います。

水産庁漁港漁場整備部長挨拶

○宇賀神計画課長 それでは、議事に入ります前に、橋本水産庁漁港漁場整備部長から御

挨拶を申し上げます。部長、よろしくお願いいたします。

○橋本漁港漁場整備部長 漁港漁場整備部長の橋本でございます。

委員各位におかれましては、本日、年度末の大変お忙しい時期に御出席を賜りまして、

誠にありがとうございます。また、私どもの事務の関係もございまして御依頼が直前にな

ってしまいましたこと、お詫びをさせていただきたいと存じます。

本日、日程をとらせていただきましたのは、審議事項として２件の案件がございます

が、１件は来年度事業にかかわる漁港区域の変更及び他省庁の事業との調整に係る区域の

変更、これについての御審議を賜りたいと思います。また、銚子漁港で新たに行政不服審

査請求が入ってまいりましたので、これについても御審議いただきたいと思います。

また、本日は来年度予算が各都道府県等への内示がオープンになった日でございまし

て、いよいよ来年度に向けての体制が整ってまいりました。新たな政権、「コンクリート

から人へ」というスローガンのもと、漁港漁場整備関係の予算も大幅な縮小があったわけ

ですが、あわせて地方公共団体の自主性を高める意味で農林水産業を横断的に行う交付金
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が新たに設立されたところでもございますので、お時間をいただきまして、また後ほど御

説明をさせていただきたいと存じます。

内容は以上でございますけれども、いろいろと御審議を賜りますこと、よろしくお願い

いたしまして、簡単ですが、御挨拶とさせていただきます。

○宇賀神計画課長 ありがとうございました。

出席者紹介

○宇賀神計画課長 ここで、本日御出席の委員の皆様につきまして私から御紹介をさせて

いただきます。委員の皆様はどうぞ御着席のままでお願いいたします。

まず中田分科会長でございます。

泉澤委員でございます。

櫻庭委員でございます。

櫻本委員でございます。

畠山委員でございます。

森川委員でございます。

それでは、本日の水産庁側の出席者を紹介させていただきます。

今、御挨拶をいたしました橋本漁港漁場整備部長でございます。

高吉整備課長でございます。

本田防災漁村課長でございます。

配付資料の確認

○宇賀神計画課長 それでは、議事に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただ

きます。最初に議事次第、次に資料一覧がございます。それから、右上に資料番号があり

ますが、資料１として分科会の委員名簿がございます。資料２として、諮問第174号「漁

港の区域の認可について」の諮問文の写しがございます。次に資料２－１として「水産政

策審議会第22回漁港漁場整備分科会諮問事項」、資料２－２といたしまして、「水産政策

審議会・第22回漁港漁場整備分科会諮問事項に関する参考資料」がございます。次に、資

料３として、諮問第175号「平成21年３月29日付け21水漁第1742号行政不服審査請求につ
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いて」の諮問文の写しがございます。資料３－１として、諮問第175号の諮問事項、参考

資料及び関係法令がございます。もう一つ、資料番号は打ってありませんが、委員のお手

元に「水産基盤整備の取組」という資料をお配りしておりますが、これは後ほど時間がご

ざいましたら御説明させていただきたいと思います。以上ですが、よろしゅうございます

でしょうか。

それでは、中田分科会長、これ以降の議事進行をよろしくお願いいたします。

議 事

（１）審議事項

諮問第１７４号 漁港の区域の認可について

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

ほど橋本部長からもお話がございましたように、諮問事項が２件ございますので、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、よ

ろしくお願いいたします。

それでは、まず橋本部長から諮問いただくことにしたいと思います。お手元の資料２、

諮問文の写しをご覧いただきたいと思います。

○橋本漁港漁場整備部長 それでは私から朗読をさせていただきたいと存じます。

２１水港第２６６８号

平成２２年３月２９日

水産政策審議会会長 殿

農林水産大臣 赤松 広隆

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１７４号 漁港の区域の認可について
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（別添資料２－１及び２－２）

よろしくお願いいたします。

○中田分科会長 それでは、ただいま諮問がございました「漁港の区域の認可について」

の案件について、事務局から説明をお願いします。

○宇賀神計画課長 それでは前方のスライドで御説明をさせていただきます。

本日お諮りいたしますのは「漁港の区域の認可について」でございまして、第１種漁港

の渡漁港でございます。

場所は鳥取県でございまして、ここが島根半島、ここに宍道湖と中海があります。その

先に弓ヶ浜半島がありまして、その先のところの黄色く塗ってありますのが鳥取県の境港

市でございます。

ここを拡大したものがこちらの図になりますが、島根半島がありまして、弓ヶ浜半島が

ありまして、中海があって、こちらに宍道湖がございます。本日お諮りいたしますのは、

中海に面した渡漁港（第１種）、鳥取県境港市管理の漁港でございます。

それを写真で示したものです。こちらに島根半島がありまして、大山という山があっ

て、弓ヶ浜半島がずっと延びております。ここに特定第３種の境漁港がございます。そし

て境水道がありまして、ここが中海でございまして、渡漁港はここに位置しております。

これが先ほど見ていただきました特定第３種漁港の境漁港です。この辺が漁港になって

おります。アジ、サバ、イワシのまき網漁業、ベニズワイガニのカニカゴ漁業、あるいは

本マグロのまき網といった漁業が営まれておりまして、全国第７位の生産を誇っておりま

す。

渡漁港です。こういう形をしております。境港市の中に渡町という町がありまして、そ

こに漁港があります。ここに船揚場、物揚場、そして漁船が20数隻、残りの100隻近くは

プレジャー船が係留している形になっております。場所が中海ですが、法律上は一応河川

ということになっておりまして、一級河川の斐伊川で、こういう護岸、堤防が整備されて

おります。

写真で見たところです。中海がありまして、一級河川・斐伊川です。渡漁港はここにご

ざいます。中海は海水と淡水の混じり合った汽水域になっておりまして、主な水揚げ魚介

類としては、赤貝、ウナギ、ハゼ、スズキ、エビ、カニといったところになっておりま

す。
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これは先ほどご覧いただいた図ですが、渡漁港はここです。周辺にも漁港や港湾がたく

さんあります。

現在の施設ですけれども、ここに物揚場、船揚場があります。ここら辺は護岸と呼んで

おりまして、主にプレジャー船が係留しています。それから沖の入り口のところに防波堤

があって、波を防いでおります。ここに整備されているのは河川堤防ということになりま

す。

それから、問題点の一つといたしまして、漁港の周辺道路が物揚場と道路を兼ねたよう

な形になっております。３ｍ、４ｍ、３ｍというふうに、周辺道路がいずれも非常に狭い

という特色があります。また、写真でもおわかりかと思いますが、河川堤防が少し高くな

っておりますが、斜面でおりてきまして、ここまで来ると海面とほとんど違わない。つま

り、内湾側に、いわゆる堤防、海水の浸入を防ぐようなものがありません。そして密集し

た町に隣接して漁港があります。

斐伊川は、まず宍道湖に流れていきまして、大橋川を伝わって中海に来て、境水道から

外に出ていっているわけですけれども、この斐伊川は八岐大蛇に例えられるように暴川と

なっておりまして、過去、何回か氾濫をしております。例えば昭和47年の洪水では、宍道

湖の周辺で写真①②③のような浸水状況がございますし、最近でも平成16年には崎津漁港

でこういう浸水がありましたし、平成18年には松江でこういった浸水が起きています。そ

ういうことで、全体としての治水対策が必要になっているわけであります。

これが斐伊川の流域面積です。主に国土交通省の計画ですが、まず１点目として、上流

部にダムをつくって洪水を防ぐ、２点目として、斐伊川の水が全部宍道湖・中海へ行くの

ではなくて、一部はこちらに流れを変えて日本海へ直接行くようにする斐伊川放水路の整

備、そして３点目として、こちら側のルートでネックになっている大橋川の部分とか、あ

るいは後でも出てきますが、こういったところの護岸の整備、こういうものが課題になっ

ているわけであります。

そこで、渡漁港のところを見ますと、ここの護岸は海水の浸入を防げるような高さでは

ないため、住宅地への浸水被害があります。断面図でいきますと、日常的な水位はここで

すが、高潮時のように水位がここまで上がると、岸壁を越えて背後の集落に浸水するとい

うことで、今は浸水直後のところでポンプで排水するという対策をとっているわけであり

ます。

ここの堤防自体は高いのですが、一方、堤防の下は農地からの排水が排水路で排水され
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ていくため、水位が上がってくると排水口を伝わって逆流して、後ろの農地に浸水してい

きます。そのため、農地の浸水・作物被害が生じてくるという問題がありますので、ここ

については、今後、護岸の改修、樋門等の整備、排水施設の整備が必要になってまいりま

す。排水路から逆流してくるシステムを直す対策が必要だということであります。

若干わかりにくいかもしれませんが、奥の漁港については、前出しといいますか、そこ

の部分は埋め立てをして浸水被害をなくしていく。そして、排水整備をやっていく。一

方、農地については、排水設備を整備して、ポンプから排水して、樋門をつくって逆流し

ないようにする、こういう対策が検討されているところでございます。

これは上から見たものです。現在の渡漁港がありまして、進入路があるわけですが、漁

港の泊地をこちら側に持ってくる。そういう漁港の前出しをやろうとしているわけでござ

います。前に出した跡の部分については、住宅の密集したところにありますので、埋め立

てをして駐車場等の用途に使おうということです。水の浸入はここで防いで、背後地に水

が浸入するようなことはなくそうということであります。

新しい渡漁港の漁港施設です。現在はここにあるわけですが、物揚場の延長とか船揚場

の延長とか、そういうものは変えず、ここにあった船は全部収容できるスペースを確保し

まして、こっち側に持っていこうということであります。

もとの漁港の部分については埋め立てをして駐車場や防災用の避難広場として活用して

いこう。漁港機能はこちら側にきちんと確保されるということなので、漁業活動上は支障

がなくなりますし、集落の環境もよくなる。そういう考えであります。

もう一つの問題点であった漁港周辺の道路が、非常に狭くて車のすれ違いもできないよ

うなところだったのですが、漁港をこちらに移すことによって例えば赤い部分を新設する

ことができまして、漁港周辺の交通の便、集落の交通の便が大変よくなるということであ

ります。

そこで、特に審議会にお諮りいたしますのは、現在の漁港の区域は、ここを基点として

円を描いた部分になりまして、赤の部分が陸域、青で示した水域がここになります。これ

が、漁港を前出しすることによりまして、こういうふうに新しく設定するということであ

ります。特に水域については、例えばここの部分が指定から外れるわけですけれども、こ

の辺は漁業活動には一切使われていないところです。これまでは半径何メートルの円とい

うことで入っていたわけですが、ここは区域外になっても問題のない区域ということなの

で、漁港の管理上、必要な幅をとりまして、新しい漁港区域を設定したいということであ
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ります。

これが新しい区域です。先ほどご覧いただきましたように水域全体としては減るわけで

すけれども、陸域の部分はほぼ変わりません。水域は減りますが、漁港の機能上は支障が

ないところなので、変更しても機能的なものは維持されるということでございます。

そういうことで、渡漁港は、防災対策の観点から現在の漁港を前のほうへ持ってきて、

これまで何回も起こっていた浸水被害を防止するとともに、道路もきちんと整備して、流

通関係、アクセス関係の改善を図ろうということですが、区域を後ろから前に持ってくる

ため漁港区域が大幅に変わりますので、審議会の御意見をいただきながら決定していくと

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 どうもありがとうございました。

説明がございましたように、斐伊川の河川整備計画に伴って渡漁港の機能を前出しする

ので、それに伴う区域の変更についての諮問でございます。ただいまの説明につきまし

て、御意見、御質問等がございましたら、お受けしたいと思います。発言をお願いしま

す。

○宇賀神計画課長 ただいまスライドでご覧いただいたものをプリントしたものがござい

ますので、ただいま配付させていただております。

（スライド資料配付）

○中田分科会長 それでは、もう一度、今のスライドの資料をご覧いただきながら、御意

見、御質問等がございましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。

○泉澤委員 渡漁港を整備して、漁業活動をされる漁業者の人口といいますか、大体の規

模はどういうものでしょうか。

○香取管理班長 資料２－２の２ページ、３ページに渡漁港の港勢を添付しております

が、漁業者数は登録で50名となっております。漁船は県内の漁船が21隻と、漁船以外のそ

の他船舶が93隻ということで、全体としては漁船勢力のほうが少し薄くなっておりますけ

れども、現在はこうしたベースで活動されているということでございます。

○櫻庭委員 このようにしたいというのは、もちろん、これは地域の人たちの要求なんで

しょう。

○宇賀神計画課長 現在も浸水被害が起きているので、基本的には浸水対策としてやって

いく必要があるということです。それで工事としては国の直轄事業で整備を進めていくわ
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けですから、漁港を後ろから前に移動する工事も国でやっていただけるということです。

地元の漁業者は、そういう計画に関して、治水対策にもなり、便利にもなるので、賛成を

されているということでございます。

○橋本漁港漁場整備部長 国土交通省の河川のほうで補償工事的にやるために、これを実

施するということでございます。

○櫻庭委員 地元が強く要望しているのであれば、そのことについて異議はありません。

○中田分科会長 基本的に今ある漁港の機能を保障するために前出しをしようということ

です。それに伴って、漁港の区域の切り方が、昔は半円形にとってあったりして実際には

漁業活動に使われていない水域部分も含まれていたわけですけれども、そういう意味で水

域と陸域の面積の変更が結構大きいので、認可を得る必要があるということでございま

す。

ほかにどなたか御発言はございませんでしょうか。

○櫻本委員 これは水域が40％くらいになっていますけれども、それは半円のとり方でそ

ういうことだったということですね。

○宇賀神計画課長 はい。この辺の面積が多いものですから、こういうふうに切ると、こ

の辺の昔は漁港区域であったところが減りますので40％減となりますけれども、機能上は

支障がないということです。

○中田分科会長 よろしいでしょうか。

○森川委員 中海の方への影響はないんですか。大丈夫なんですね。

○宇賀神計画課長 中海への影響はないと思います。

防波堤等の構造物はそう大きく変わるものではないので、漁港が前へ出てきても、中海

に与える影響はほとんどないと思います。

○櫻本委員 予算規模はどのくらいでしょうか。

○香取管理班長 予算規模につきましては、こちらも地元に確認したのですが、全体計画

としては３つの大きな事業を抱えているということで、確認できませんでした。ただ、背

後に単独で埋め立てる部分、市が広場等を整備する部分については約10億円と聞いており

ます。その前の機能を整備する部分についての正確な数字は確認できなかったところで

す。

○中田分科会長 よろしいでしょうか。ほかにどなたか御発言はございますか。

特段ないようですので、諮問第174号につきましては原案どおりというふうにしたいと



- 9 -

思いますけれども、よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○中田分科会長 それでは、特に異議がないようですので、そのように決定をさせていた

だきます。

この件につきましては、異議なく決定された場合にということで答申文を用意していた

だいておりますので、それを朗読させていただきます。

答 申 書

２ １ 水 審 第 ３ ３ 号

平成２２年３月２９日

農林水産大臣

赤松 広隆 殿

水産政策審議会

会 長 櫻本 和美

平成22年３月29日（月）に開催された水産政策審議会第22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１７４号 漁港の区域の認可について

（別添資料２－１及び２－２）

よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○中田分科会長 それでは、答申書をお渡しします。

〔答申書手交〕

諮問第１７５号 行政不服審査請求について
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○中田分科会長 それでは、続きまして本日２件目の諮問案件に移ります。

銚子漁港における審査請求の案件です。前回と前々回も同じ銚子漁港の案件について審

議を行い、答申をしたところでありますけれども、本日は新たな諮問案件として提出され

ておりますので、橋本部長から諮問をいただくこととします。よろしくお願いします。

○橋本漁港漁場整備部長 お手元の資料３、諮問文の写しをご覧いただきたいと存じま

す。諮問文を朗読させていただきたいと存じます。

２１水港第１７４２号

平成２２年３月２９日

水産政策審議会会長 殿

農林水産大臣 赤松 広隆

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21

年８月14日付けで審査請求人 Ａ 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

千葉県銚子市銚子漁港における漁港管理者である千葉県が行った漁港区域内の

水面占用申請不許可処分に係る平成21年８月14日付けの行政不服審査請求

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○中田分科会長 それでは、続きまして諮問第175号につきまして、事務局から説明を受

けます。よろしくお願いします。

○宇賀神計画課長 それでは、お手元の配付資料３－１、少し厚い資料になりますけれど

も、これに基づきまして御説明申し上げます。今回の内容は、千葉県銚子漁港におきまし

て、 Ａ さんより審査請求がなされたものであります。

平成20年12月15日付けで、千葉県銚子漁港事務所に提出されました漁港漁場整備法第39

条第１項に基づく許可願、すなわち同法人傘下の船舶であります「 Ｂ 」、「 Ｃ 」、

「 Ｄ 」、「 Ｅ 」の４隻による水面の一部占用の許可申請に対する、千葉県知事による

平成21年６月26日付けの不許可処分に対する審査請求となっております。

お手元の資料３－１につきましては、中身として、①審査請求人から提出された審査請
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求書、②行政不服審査法に基づき提出された審査請求書に対する処分庁である千葉県によ

る弁明書、③その弁明書に対する反論書がございまして、それぞれ資料３－１の中に添付

されております。

説明は以上でございます。

○中田分科会長 ただいま事務局から概要について説明をしていただきましたけれども、

この案件は審査請求にかかわる内容でございまして、水産政策審議会議事規則の第６条に

よりますと、不服審査にかかる内容であることから非公開の審議ができるとなっておりま

すので、以後の審議につきましては非公開の場で行うこととしたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○中田分科会長 それでは、異議がないとのことですので、これから後は非公開の会議と

したいと存じます。傍聴者につきましては一たん会議室の外に出ていただきますよう、お

願いします。

〔非公開審議〕

〔暫時休憩〕

○中田分科会長 委員の皆さんがおそろいですので、公開での審議を再開させていただき

ます。

諮問第175号、行政不服審査請求の案件につきましては、本来であれば本日の審議会で

審査請求人から意見をお聞きするところですけれども、事務局から審査請求人に出席を求

める通知をしたところ、審査請求人は都合により出席できない旨の連絡が入っています。

漁港漁場整備法第43条第３項によりまして、「水産政策審議会は、審査請求があったとき

は水産政策審議会の意見を聴いて、裁決又は決定をしなければならない。」という規定に

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。したがいまして、本日、当審議会としての決定をすることはできませ

んので、次回、改めて審査請求人の意見聴取を行いました上で決定をしていきたいと思い

ます。よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕
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（２）その他

平成22年度予算の概要について

○中田分科会長 それでは、ほかに委員の皆様から何かございますか。

特にないようでしたら、せっかくお集まりいただいておりますので、その他の事項とし

て、まず来年度の水産基盤整備予算の概要について説明をしていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○宇賀神計画課長 それでは、スライドでもお示しをしておりますが、お手元の「水産基

盤整備の取組」という資料をご覧いただければと思います。

来年度予算につきましては、24日に国会を通りまして成立しておりますので、本日の

朝、話題の箇所別の内示表などもホームページにアップしております。

言わずもがなでありますが、まず「漁港・漁場・漁村の役割」です。

漁場としては、世界第６位の広さを有する排他的経済水域を持つとか、あるいは世界第

５位の漁業生産量であり、世界屈指の好漁場でもありまして、藻場・干潟が広がっており

ますが、減少していることが問題であります。そして漁港につきましては、漁業生産額1.

6兆円は米の生産額に匹敵するとか、漁船が23万隻、プレッシャーボート等も７万隻が利

用している。離島においてはなくてはならない生活の航路になっているということです。

漁村としては、漁業者22万人の暮らしを支える生活の場でありますし、水産関係産業を

合わせて3.1兆円の生産がある、そして沿岸域の保全などの多面的機能を有しているとこ

ろであります。

そして共通の話として、国民への動物性たんぱく質の約４割を水産物で供給している。

自給率は全体よりも少し高くて62％でありまして、こういう役割を支えるのが水産基盤だ

ということであります。

この絵は基盤整備事業のイメージ図でございまして、漁場では浮魚礁や保護・育成礁の

整備、それから養殖場の消波堤の整備とか魚礁の整備、そして漁港では防波堤等、ここで

黄色く塗ってあるのが水産関係の公共事業、水産基盤整備事業で実施している事業でござ

います。漁村におきましては集落排水とか集落道の整備を行っています。

漁場の整備としては大きく３つありまして、魚礁や増養殖場の整備、藻場の造成あるい

は干潟の保全、干潟に砂を入れたりします。それから、漁場の効用回復のための堆積物除
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去ということで、浚渫とか海底耕耘、作れい、こういった事業を行っております。それぞ

れに事業量がありますのは、現在の第２次漁港漁場整備長期計画（平成19年～23年）の間

に、例えば藻場・干潟であれば5,000haの整備を行うという目標で整備を進めておりま

す。

紫の部分が日本の排他的経済水域でありますが、ここの資源が減っているということ

で、これの資源の増殖をする事業として、水産庁直轄事業としての漁場整備が平成19年か

ら始まっております。その第１号が、日本海西部地区でアカガレイとズワイガニの保護・

育成礁を整備しようということで、現在進めております。また、22年度からは、五島西方

沖にこういうイメージの施設をつくって湧昇流を起こし、海域全体を豊かにして資源を増

やそうと。目的とする資源はマアジ、マサバ、マイワシということで、こういうものを来

年度から始めようとしております。

これは磯焼けの関係ですが、環境・生態系保全活動を今年度から始めました。これは漁

業者自らが参加する事業ということですが、例えば磯焼けの現場では、ウニが海藻を食べ

てしまう。そのウニは中身がない状態です。これは長崎の例でありますが、ムラサキウ

ニ、ガンガゼを除去したところ、ウニも少しずつ増えていきますけれども、ウニの除去を

したことによって海藻の幼体が出現してきたということです。こういう漁業者の取り組み

に対する支援も始めております。もちろん基盤整備による藻場・干潟の造成もあわせて行

っております。

次は漁港の整備です。漁港を圏域で区分していきますと、産地市場があって地域の流通

拠点となるような漁港と、その周辺に生産の拠点となるような漁港、その他の漁港、こう

いうふうに構成されておりますが、現在の長期計画の中では、流通の拠点となる漁港150

地区、養殖・沿岸漁業の生産の拠点となる漁港485地区、これを対象に行っております。

目的としては、衛生管理された状態で出荷する水産物の割合を23％から50％まで上げよう

とか、また岸壁の耐震化についても平成16年の段階で９％までできているのを40％まで上

げようとか、こういうことで実施しております。

実施例がここに出ていますが、高知県の田ノ浦漁港、これは後で出てまいります。

それから、これは青森県の八戸漁港です。少し見にくいのですが、市内に分散している

幾つかの市場をこの地区に集中させまして、衛生管理型の市場を整備していこうという例

です。

これは愛知県の鬼崎漁港の例で、ここに用地を整備して、集落内にある個人のノリ加工
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施設をここに集めて、加工集中処理をやるようにしようということであります。

これが高知県の田ノ浦漁港の例です。これは新しいパターンでやっておりますが、黒丸

一つ一つがそれぞれ漁港であります。従来はそれぞれのところに水揚げをして販売をして

いたのですが、ここでは15ある産地市場を田ノ浦漁港に統合して、こういうところは船で

直接ここへ持ってくる。こちらのほうは陸上に一回揚げて陸送で田ノ浦漁港に持ってく

る。そういうことで、ここが田ノ浦漁港ですけれども、新しい荷捌き所をつくって衛生管

理型のものにする。水も外海からきれいな水をとってくるような形にしまして、衛生管理

型の漁港をつくっております。15ある産地市場を統合しましたので、年間１万6,000トン

規模の取り扱いを実現しておりますし、値段も従前より少し上がっているということがあ

ります。

「長寿命化」と言っておりますが、漁港も、漁港漁場整備法が昭和25年に整備されてか

ら60年近くが経過してストック量が10兆円を超えたということで、特に鉄の構造物のとこ

ろで老朽化する施設が増えてまいりました。従来のパターンでありますと、どんどん機能

が低下してきて、ついに壊れたときにもう一回つくり直すという形でしたが、これからは

傷みが見えたら少しずつ直していく、そのほうがトータルでは安い価格で済むということ

でありまして、21年度は12億円だったところ、ストックマネジメント事業、長寿命化関係

の予算として44億円が出るようにしております。

ちょっと見にくいのですが、漁村の現状です。過疎地域とか離島とか、そういったとこ

ろに立地する割合が高いということ。それから、下水道の普及率、水洗化率を見ても、田

舎の場合はどうしても低いということがあります。それから、漁村の特色として、農村に

比べて集居・密居といいますか、家が密集した斜面に立地する割合が高いことから、地震

などの場合に災害を受けやすい環境にあります。

漁村の生活環境の整備もこれまで随分やってきましたけれども、未だに、例えば和歌山

県の衣奈地区では、河川に生活排水がたれ流しになっているとか、くみ取り口が道路側に

見えているとか、こういう状況です。それから道路が細いので車も入れない。そういうこ

とで、ここではとりあえず排水を集めて終末処理場を設けて処理しようということで、環

境整備を行おうとしております。

そこで、平成22年度水産基盤整備事業の当初予算ですけれども、御承知のとおり、重点

としては、大変厳しい中でも、低位水準にある水産資源の回復、魚を何とか回復したいと

いうことで、漁場整備その他に充てようということであります。もう一つ、漁港の分野で
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は、安全・安心な水産物供給のための衛生管理型漁港を重点的に整備しようということで

す。３点目として、漁港施設が古くなってきておりますので、それの老朽化対策に重点を

置きましょうということで、大変厳しい予算でありますけれども、当初予算額822億円

（対前年度比0.686）が国費として確保できました。

このほか、新しい政権の考え方として、漁港とか農業とか林業という分野は特定しない

で、都道府県あるいは市町村で何に使ってもいいようにということで、農山漁村地域整備

交付金1,500億円が創設されました。これだと農業・農村、森林、水産各分野における公

共事業を都道府県なり市町村が自由に選択して実施ができるということで、このような新

しい予算も確保されております。

駆け足で恐縮ですが、予算の状況は以上でございます。

○中田分科会長 22年度の水産基盤整備予算の概要について少し駆け足で説明をしていた

だきましたけれども、これについて何か質問その他ございましたら、お願いします。

最後の対前年度費0.686という数字ですが、全体的にこういう感じなのでしょうか。

○宇賀神計画課長 公共事業全体が大体２割減ということが言われておりますので、その

くらいかなと思います。前年度比0.7くらいで３割減ですけれども、交付金がありますの

で……。地方がどういうものを選んでいただけるのか、わからないので、何とも申し上げ

られませんが、大体２割減といったところで動いているのではないかと想像できます。

○中田分科会長 委員の皆さんから、何か質問等はございますか。

○泉澤委員 ここでも「漁港施設等老朽化対策」と書かれていますね。漁協の合併とか市

場の統合などで使用頻度の落ちた施設が結構あるわけですが、そういったものの処分・処

理といいますか、後ろ向きの予算といいますか、そういったものについて国としてはどん

な形で考えられているのか、その辺をお尋ねしたいと思います。

○宇賀神計画課長 公共事業でつくる防波堤とか岸壁等の施設はコンクリートでつくられ

ていることが多く、30年たったから急にだめだ、危険だということはないと思うのです

が、一部は穴があいたり、鉄でできたところは壊れそうになっているものがあります。そ

ういったところは直さないと活動に危険なものですから、これについてはストックマネジ

メント予算を確保しています。早目にキャッチして、危ないと思うところは直していく、

そういう事業を立ち上げておりますので、今後、そこのところを重点的に増やしていこう

と考えております。

○橋本漁港漁場整備部長 泉澤委員のお話は利用頻度がなくなったものをどう処理するか
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ということだと思います。我々は今、一番それを悩んでいるところです。物をつくること

に関しては補助という助成制度があるのですが、つくったものをいかに使ってもらうかと

いうところまででございまして、それを壊すとかなくすということについては、国あるい

は都道府県の制度が不備であるというふうに考えています。

よくある話といたしまして、先ほどもお話がございましたが、利用頻度が下がったので

別なものに使ったほうがいいのではないかということになったときには、例えば中で蓄養

を行うとか、あるいはプレジャーボートの対策のために一部を使ってもらうとか、若干改

良を行うようなことをして別なものに活用してもらおう、そして地域のために役立ててい

ただこうと考えているところです。建物等については、目的を変えて改良していくことは

できるので、こういう利用を一生懸命考えているわけです。ただ、御指摘のとおり、将来

的に頻度が著しく下がったものをどういうふうにしていくか。これは多分ほかの公共事業

も含めて、人間が減っていきますので、いろいろな議論が出てくるところではないかと思

いますし、我々も勉強したいと思っております。

○中田分科会長 ほかに、どなたか御意見はございますか。

○森川委員 「再生」という言葉が出てきたのですけれども、私のところで言わせてもら

うと、湖のことはちょっと違うかもしれませんが、うちはシジミ等がもっと採れるように

なってほしいなという願いを込めてやっているんです。再生への希望が持てるように、組

合員さんたちも頑張っています。みんな行政にかかわっていると思うのですけれども、そ

ういうことも入れて、子供たちがこれからもずっと魚介類を食べられるような状況になる

ようにしていただきたい。いろいろとやっておられると思いますけれども、ぜひともお願

いしたいと思っています。

○中田分科会長 ほかに、どなたか、ありますか。

次回日程について

○中田分科会長 特にないようでしたら、次回の審議会の日程について、事務局のほうか

らお願いします。

○宇賀神計画課長 次回の漁港漁場整備分科会の日程でございますが、時期といたしまし

ては６月から７月ころにお願いしたいと考えております。後日、当方からお諮りをした上

で決定していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○中田分科会長 それでは、次回の分科会の日程につきましては、後日、事務局のほうか

ら提案していただいて、日程調整をするこということです。よろしくお願いします。

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けれども、この機会に

何か御発言がございましたら、お願いしたいと思います。よろしいでしょうか。

それでは、特に御発言もないということですので、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。

どうもありがとうございました。

閉 会


