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○宇賀神課長 水産庁計画課長の宇賀神でございます。

予定の時刻よりも５分ほど早いのですが、出席予定の委員の先生方、皆様おそろいです

ので、ただいまより第29回「漁港漁場整備分科会」を開催いたします。

初めに、本日の委員の出席状況について御報告いたします。水産政策審議会令第８条第

３項で準用する同条第１項の規定により、本分科会の定足数は過半数とされております。

本日は、委員定数７名中６名の委員の方が出席されており、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。

それでは、議事に入ります前に、水産庁漁港漁場整備部長の橋本からごあいさつ申し上

げます。

○橋本部長 本日は、第29回の分科会を開催いたしますところ、委員各位におかれまして

は、お忙しい中を御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。

本日は、いよいよ漁港漁場整備長期計画の策定に向けたさまざまな御議論をいただきた

いと考えております。漁港漁場整備長期計画は、水産基本計画と併せて、５年に一度、今

回５年目を迎えて見直しを行うわけでございますが、これまで、各地方で地方公共団体の

皆様方からも御意見を伺う機会を設けるなどいろいろ議論を進めており、これらを踏まえ

て今日御議論いただきたいということでございます。

今回の長期計画には、何と申しましても、東日本大震災を踏まえた今後の我が国の防災

対策を大きく入れていかなければいけないと考えております。３月11日の東日本大震災で

東北地方の水産業及び漁村に壊滅的な被害があったわけですけれども、皆様の御努力によ

り漁港については、かなりのところまで応急復旧が進み、水産業が少しずつ再開をしてい

るという状況になっています。これからは、港を使いながら、本格的な機能復旧を行う必

要があります。

また、更に機能をアップして、未来にわたって使える漁港としてつくり直していくこと

がとても大事ではないかと思いますし、この地域一帯が地盤沈下というものが起こってい

る中で、加工業や流通業の迅速な復活、たくさんの方が住んでいらっしゃった漁村の安全

で住みやすい町づくりなどを考えなくてはいけないと思います。

また、この地域だけではなく、これから東海、東南海、南海など大規模な地震、津波の

発生が懸念されています地域を含め全国的な防災対策についても考える必要があると考え

ております。

現計画では、例えば国際競争力のある港をつくっていこうということで、漁港の衛生管

理の高度化等について一生懸命やってまいりました。また、水産資源を回復させるため、

基礎生産力、つまり海の豊かさを増大させるための施策を進めてきたわけですが、これら

についても、現状を踏まえた分析を行い未来に向かった方向性について議論をいただきた

いと考えているところでございます。

本日の議題は、長期計画の構成ですとか、基本方針の変更の視点等についていろいろ御

議論いただきますが、是非、委員の皆様のお立場から、幅広い御議論を賜りたいとお願い
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いたしまして、ごあいさつとさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

○宇賀神課長 ありがとうございました。

本日は、本分科会委員の改選後２回目の分科会でございますが、前回御欠席の委員もお

られましたので、改めまして、委員の皆様をこちらから御紹介いたします。50音順に御紹

介いたしますが、委員の皆様、どうぞ御着席のままでお願いいたします。

まず、上智大学大学院地球環境学研究科教授のあん・まくどなるど委員でございます。

前回の分科会において、分科会長代理に選任されました放送大学副学長の來生委員でご

ざいます。

近畿大学農学部水産学科非常勤講師の小菅委員でございます。

前回の分科会において、分科会長に選任されました日本大学理工学部海洋建築工学科教

授の近藤委員でございます。

北海道漁業協同組合連合会代表理事会長の櫻庭委員でございます。

茨城県旋網漁業協同組合組合長の鈴木委員でございます。

なお、全国漁協女性部連絡協議会会長理事の岡本委員は、本日は御都合によりまして、

御欠席でございます。

続きまして、水産庁側の出席者を御紹介いたします。

まず、先ほどあいさつをいたしました橋本漁港漁場整備部長でございます。

髙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。

本日、御審議いただく漁港漁場整備長期計画の担当の伊藤補佐でございます。

そのほか、水産庁の事務局が出席しております。

では、議事に入ります前に、お手元の資料の確認をお願いいたします。

一番上に、水産政策審議会第29回漁港漁場整備分科会の議事次第がございます。

次に、席次表がございます。

資料一覧がございます。

資料１といたしまして、漁港漁場整備分科会委員名簿。

資料２といたしまして、漁港漁場整備長期計画の構成案について。

その補足説明資料といたしまして、次期漁港漁場整備長期計画の検討の視点について。

資料３といたしまして、漁港漁場整備基本方針の変更の視点について。

参考資料①といたしまして、次期漁港漁場整備長期計画に関する技術検討会について。

、 （ ） 。参考資料②といたしまして 平成23年度第３次水産関係補正予算 案 の概要について

参考資料③といたしまして、平成24年度水産予算概算要求の概要について。

参考資料④といたしまして、現行漁港漁場整備長期計画。これは、現在の漁場整備長期

計画の本体でございます。

参考資料⑤といたしまして、現行漁港漁場整備の推進に関する基本方針。
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参考資料⑥といたしまして、検討スケジュール（案）について。

以上でございます。何か不足しているものがございますでしょうか。よろしゅうござい

ますか。

それでは、近藤分科会長にこれからの進行をお願いいたします。

○近藤分科会長 ただいま、御紹介にあずかりました分科会長の近藤でございます。

今回のこの漁港漁場整備分科会というものは、非常に属地性の高い漁港という反面だけ

ではなくて、地球環境問題も含めて生物・生態の保存という問題。物流を押さえる意味で

のHACCPの問題とか、そういう国際物流にも関係している。更に、我が国の資源安保とい

うことで、漁港は大きな役割を担っております。

本日は「次期漁港漁場整備長期計画の構成案について」と「漁港漁場整備基本方針の変

更の視点について」を審議することになっております。双方、非常に関連しておりますの

で、資料の説明は併せてお願いしたいと思います。

それでは、審議事項の①と②につきまして、計画課長から御説明をお願いいたします。

○宇賀神課長 それでは、次期漁港漁場整備長期計画の構成案につきまして、資料２に基

づきまして、御説明いたします。

その際、補足資料としてあります「次期漁場整備長期計画の検討の視点について」を配

付しておりますので、併せてごらんいただければと思います。

前方にスライドがございますので、お手元の資料と前方のスライドと併せて御説明させ

ていただきます。

（PP）

まず、次期漁港漁場整備長期計画の検討の視点でございます。これは、前に一度見てい

ただいたことがありますけれども、この漁港漁場整備長期計画は、漁港漁場整備法によっ

て策定することが定められております。 初、第１回目の漁港漁場整備長期計画につきま

しては、平成14年に閣議決定されまして、14年から５か年計画、18年までの計画でした。

次に、現在の計画ですが、平成19年６月に閣議決定され５年後の本年23年度までの計画と

なっております。

この漁港漁場整備長期計画と併せ、水産基本計画が同一期間で策定されております。こ

ちらの方も現在、改訂のための検討が進んでおり、その視点としては、東日本大震災から

の復興、資源管理の強化、流通・加工の持続的発展、地域資源の多面的な活用と調和した

、 。活力ある漁村地域の整備 こういった視点から水産基本計画の改訂が検討されております

また、大震災がございましたので、復興構想会議の「復興への提言 、６月末に定めま」

した水産庁の「水産復興マスタープラン」あるいは政府全体で検討されております「食と

農林漁業の再生のための基本方針」を受けまして、現在、漁港漁場整備長期計画の検討の

視点としては、被災地域の漁港・漁場の復旧・復興対策、全国対策も含め、また漁港・漁

場の耐震・耐津波強化、長寿命化、漁村の防災・減災対策の強化、新しい視点で漁港のエ

コ化の推進。それから、漁港の衛生管理対策、漁場の整備であります水産環境整備の推進
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を併せ次期の長期計画の主な視点と考え、平成24年３月に平成28年度までの５か年計画と

して閣議決定する予定としております。

（PP）

長期計画の策定の意義としましては、公共事業で実施している漁港漁場整備は多大な投

資、期間が必要となりますので、長期的な視点に立って、計画的に推進することが必要で

す。このため、一定期間に達成すべき成果目標、そのための事業量を国民に提示すること

によって、効率性・透明性・客観性を確保するということでございます。

また、長期計画を見直す必要性については、前回の計画策定からその後東日本大震災の

発生、これを踏まえた防災・減災対策あるいは漁業情勢、消費者ニーズの多様化といった

状況の変化に対応する必要があること、現行の長期計画は本年度末をもって終期を迎えま

すので、新しい計画を策定するということです。

これらを踏まえ、次の５か年の計画期間中に求められる重点課題を明確化し、事業を効

果的に推進する観点から、長期的な視点に立って、戦略的に事業を推進するということで

ございます。

（PP）

そこで、次の５か年の長期計画の構成案でございますが、基本的な考え方としては、東

日本大震災の被災地の復旧・復興、全国的な防災・減災対策の推進、水産基本計画との密

。 、接な連携の下に漁港漁場整備の着実な推進を図る 重点的に取組むべき課題を明確化して

国民にわかりやすい事業の推進を図る。こうした基本的考え方の下に、次の３つを重点課

題といいますか、実施の目標と考えております。

まず 「災害に強い安全な地域づくりの推進」ということでございます。被災地の復旧、

・復興を推進するとともに、大規模な地震・津波・台風の発生が予測される地域にある漁

港漁村の防災・減災対策を強化します。内容としましては、被災地の漁港漁村の復旧、防

波堤、岸壁の耐震・耐津波強化、漁港を利用する人の避難路・避難施設の整備、ハード・

ソフトの対策といったことで、これにつきまして、後で補足説明資料で御説明したいと思

います。

（PP）

２番目は、水産物の安定供給・国際化に対応できる力強い水産業づくりの推進です。例

えば拠点漁港においては、高度な衛生管理対策を推進する。また、漁村の振興に資する対

策を推進する。内容としましては、漁港における高度衛生管理体制あるいは漁港の施設の

長寿命化を図るための補修等の措置、再生可能エネルギーの利用あるいは６次産業化の取

組みによる漁村の活性化、漁村の生活環境の整備などが考えられるかと思います。

これについても、後で補足説明資料で御説明いたします。

３つ目の柱として考えますものが 「豊かな生態系の保全・創造による水産資源の回復、

・生産力の向上」であります。沿岸並びに沖合域において、水産生物の生活史を踏まえ、

海域環境・生態系の保全・創造を図るということでありまして、例えば藻場・干潟の保全
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・造成、魚礁の設置等の生息環境空間整備あるいはつくり育てる漁業、資源管理と連携し

た漁場整備、沖合域の漁場整備、順応的な管理手法を導入した漁場の整備。これについて

も、補足説明資料で御説明いたします。

以上の３つの柱で進めたらどうかということでございます。また、これらを進めるに当

たっての事業量については、成果の目標を設定して、目標を達成するために必要な今後５

年間の事業量を検討していくということになります。

（pp）

以上が構成案でありますが、次に、補足説明資料に基づきまして御説明を進めてまいり

たいと思います。

まず、被災地の漁港の復旧・復興については、地震・津波により被災した漁港施設の早

期かつ計画的な復旧・復興ということに尽きます。北海道から千葉まで319の漁港が被災

し、その対策としては、地震・津波に対して抵抗できるような外郭施設、岸壁・道路・用

地の一体的な嵩上げ・耐震化。特に陸揚げがたくさんあるような荷さばき所、市場がある

、 、 。ところでは 高度衛生管理型の荷さばき所の整備 避難機能を具備した荷さばき所の整備

また、写真のような漂流物防止柵。この写真は津波によりまして、海に引かれようとした

ときに、この漂流防止柵があったために海まで行かなかったという漁船の例です。

施設の津波対策、漁港間での機能集約と役割分担を踏まえた必要な施設の整備、こうい

った施策が考えられまして、全体の目標としましては、拠点漁港の流通機能の高度化、漁

港間での機能集約・役割分担の取組みを図りつつ、地域一体として必要な機能を早期に確

保することで、拠点漁港については、平成25年度までに漁港機能を回復するということを

目標にしたらどうかということであります。

（pp）

次は、被災地の漁村の復旧であります。多くの家屋が流されております。何よりも安全

な集落の早期かつ計画的な復旧・復興というところでありまして、併せて防災・減災対策

の強化あるいはコミュニティ、６次産業化というものがありますが、必要な施策としまし

ては、集落の地盤の嵩上げ、集落排水施設や集落道、避難地などの生活基盤の整備。ただ

いまの漁港とも関連しますが、避難施設、避難路、漂流物防止柵、こういった減災施設の

整備。ソフト事業としまして、ハザードマップの作成であるとか減災計画、避難計画、あ

るいは先ほどの居住地の嵩上げ等に当たりましては、住民の意向を踏まえる必要があるだ

。 。ろうということ 被災漁村の津波防災緊急点検の実施が必要であるということであります

避難対策の見直しということも考えられるかと思います。

目標としましては、災害に強い漁村づくりを目指して、漁村の早期かつ計画的な復旧・

復興を図るということで、被災漁村の復旧・復興事業の実施率あるいは津波レベルに応じ

て防災・減災対策が講じられた集落数というところが考えられるだろうと思います。

（PP）

次のところは、漁場であります。漁場も今回の津波によりまして、被災している可能性
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があり、藻場・干潟等については実際に被害が出ております。そこで、被災地域の漁場環

境の改善、資源回復を図ることであります。漁港及びその周辺水域を利用した増殖場の造

成など施設の有効活用があります。必要な施策としましては、広域的な水域環境修復のた

めの漁場整備の推進。もう一つ、被災した漁港の泊地等を増殖場として有効活用するとい

うことも検討が必要であり、漁場施設、藻場・干潟等の被害状況をきちんと把握すること

も必要であります。また、漁場修復のための技術開発として、災害によって発生した廃棄

物例えばコンクリートがら等の有効活用についての検討も必要と考えております。

この目標としては、漁場施設の被災状況を把握して、漁場の回復・強化を図るというこ

とで、被災した漁場施設の機能回復率が考えられるであろうということでございます。

（pp）

今までは被災地でありましたが、次は全国の漁港・漁村の防災・減災対策です。全国に

ある漁港・漁村につきましても、やはり今回の被災地域同様、津波その他に対して脆弱な

状況にあります。その防災・減災対策の見直しです。例えば防災・減災計画の策定、防波

堤、避難施設、避難路等の整備、給油施設等の危険物取扱施設の配置等の再検討。

必要な施策といたしましては、東日本大震災の経験を踏まえ、 大クラスの地震・津波

を想定して防災・減災対策を検討し、具体的には「災害に強い漁業地域づくりガイドライ

ン 「減災計画策定マニュアル」の中身を見直していくということであります。」、

各漁村におきまして、避難路、避難施設、防災安全施設の整備を進めていく必要があり

。 、 。ます 繰り返しますが 給油施設等の危険物取扱施設の配置等の再検討が必要であります

避難訓練等も必要であります。

目標としては、漁港利用者の安全確保のため、漁港・漁村の防災・減災対策を推進する

ということでありますが、目標の例としましては、漁港利用者が安全に避難できるように

施設整備された拠点漁港、防災機能が強化された漁村の数等が考えられるかと思います。

（PP）

これは構造的、技術的な話ですが、全国の漁港施設の耐震・耐津波対策として、今回の

被災を踏まえた耐震・耐津波のための構造の強化あるいは施設の性能設計等新たな設計手

法の導入による外郭施設、係留施設の整備であります。

地震発生確率の高い地域において、早急な防災・減災対策を実施する必要があり、耐震

・耐津波を確保できるよう新たな設計手法の導入が必要であるということで、それに基づ

く外郭、係留施設の整備であります。

目標とては、拠点漁港の流通・防災機能の強化を図るとともに、今後の地震の発生確率

の高い東海、東南海、南海地震の対策強化地域における漁港の防災対策を推進するという

ことで、目標の例としましては、耐震・耐津波強化を実施した拠点漁港の数ということが

あるかと思います。

この事例は、防波堤が被災した例です。これは１つの対策の例でありますけれども、津

波が押す力、それから防波堤を越えた津波の流れによって防波堤の裏側の基礎が洗掘され
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堤体が倒れてしまったということから、赤いところのような捨て石によって、土留め強化

するという方法があるということです。

（PP）

これは、これまでの５か年計画におきましても重点課題としてまいりました水産物の衛

生管理体制の構築であります。課題としまして、拠点漁港の衛生管理体制の強化をしまし

て、衛生管理された水産物の割合を増加させていく必要があり、特に、特３漁港において

は、全国の約３割の水揚げがありますので、これをまず急ぐ必要があります。

必要な施策としましては、荷さばき所を整備する、あるいは清浄海水の取水施設を整備

する事業として、水産物流通機能高度化対策事業あるいは強い水産業づくり交付金といっ

た事業による施設整備。また、その施設整備に加えて、管理運営面も考慮した漁港の衛生

管理基準の策定、運用。特３漁港においては、国が高度衛生管理計画を策定します。こう

した産地において衛生管理に取組んでいるということを消費地においてもわかっていただ

くようなPRの強化、あるいは地域ブランドとしての水産物の付加価値向上、こういったこ

とをねらった施策が必要だと考えています。

目標としましては、従来から高度な衛生管理の下出荷される水産物の割合を向上すると

いうことを掲げております。現在まで、３割～４割近くになってまいりました。特に特３

漁港におきましては、更に上を目指していく必要があります。

これは、高度衛生管理型漁港のイメージでございます。例えば岸壁の上に屋根がついて

いたり、あるいは車が荷さばき所に入れなくなっていたり、清浄海水を取水したり、荷さ

ばき所に壁がついていて鳥を入れなくしてあるとか、そういった工夫がされております。

（PP）

次は、適切な機能保全対策（ストマネ）の推進についてです。課題としては、機能保全

計画の策定の推進です。これは、漁港漁場整備法が昭和25年にでき、これまで10兆円を超

える投資がされ、多くの漁港施設が蓄積してまいりました。そうしますと、施設が老朽化

して、放置しますと、矢板の部分の腐食が進行して、倒壊するおそれがありますので、そ

の一部、例えば青い部分のように、表面を覆って強化することによって全体の寿命を長く

していく、長寿命化していく。いずれは耐用年数が来ますが、こういうこまめな補修をす

るとトータルで見た場合に、全体の投資額としては少なくなっていくということがありま

すので、そういった対策を進めていくということであります。

必要な施策としましては、漁港管理者が機能の保全計画、補修の計画を作成してまいり

ますので、作成しやすいマニュアルをつくって普及させるとか、あるいは現在のこういう

状況がどのぐらい腐食が進んでいるとか痛んでいるとか、そういうものを簡便に把握する

ような技術開発であるとか、そういうものを進めていくということであります。

目標としては、機能保全計画の策定地区数あるいは機能診断済みの施設延長とか、この

ようなところが考えられるということであります。

（pp）
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次は、漁港のエコ化の推進ということで、これは新しい話題であります。漁港におきま

しては、製氷機とか冷凍・冷蔵庫であるとか電気あるいは燃油を消費する施設が立地して

おります。また、漁船では燃油が使われております。こうしたところから、地球温暖化防

止あるいはCO2排出量の削減、漁業経営の改善を目指して、漁港におけるエネルギーコス

トやCO2排出量を削減するようなことをエコ化として考えていきたいわけであります。

必要な施策としましては、そのための具体的な手法の検討、各漁港でこういったエコ化

の取組みが行われた場合の評価指標の検討、現地調査を踏まえて、エコ化に関する技術的

検討、また、再生可能エネルギー発電施設の導入、例えば風力発電施設ということが考え

られるのではないか。

目標としましては、温暖化防止・CO2排出量の削減への貢献あるいは電力の安定供給、

省エネ社会の実現への貢献、漁業経営の改善といったことが考えられます。

（PP）

次は、漁村の振興であります。漁村の振興につきましては、大きな課題としまして、６

次産業化の推進、生活・生産環境の改善、雇用の確保があります。

必要な施策としましては、藻場・干潟の創出あるいは漁場の水産資源を確保して、持続

的な生産活動を実現する。漁業と２次・３次産業との融合による地域ビジネスの展開、い

わゆる６次産業化ということ。資源生産力、漁港機能、その他の改善により、暮らしやす

さの向上。水産物の加工処理施設、直販施設、交流施設の整備。集落環境施設の整備とい

ったところがあるかと思います。

、 、漁村における６次産業化のイメージとしまして 漁業に加えて加工業であるとか旅館業

観光業、海レク業、NPO、地域住民一体となった取組みといったところがあります。

この漁村の振興の目標の例としましては、６次産業化に取組む地区の割合の向上あるい

は汚水処理普及人口の向上といったところが考えられます。

（PP）

次は、漁港の有効活用という話題であります。これは、漁業情勢の変化に応じまして、

漁港施設を柔軟に活用して、空いた土地があれば、それを積極的に活用していくという考

え方であります。また、水産都市、大きな漁港におきましては、民間所有を含む水産施設

の機能・配置の再編・高度化を行う。

写真にありますような、プレジャーボート対策については、河川、港湾での対応と連携

しつつ対応するというところです。

必要な施策としては、用地の有効活用については、規制の緩和あるいは指定漁港管理者

制度、民間への土地の貸付けによる民間活力の活用、フィッシャリーナ関連施設として既

存漁港施設も有効活用してはどうかということであります。

目標としましては、漁港におけるプレジャーボート等の受け入れ隻数の増加といったと

ころが考えられます。

（PP）
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次は、水産環境整備の推進であります。わかりやすくいうと、漁場の整備ということで

ありますが、我が国周辺水域における水産資源の生産力の向上、豊かな生態系の維持・回

復を図るものです。

必要な施策としましては、対象生物の生活史に対応した水産環境整備マスタープランの

導入。具体的な事業イメージとしましては、藻場・干潟の保全・造成、底質改善、魚礁設

置等による総合的な水産生物の生息環境の整備があり、沖合域においては、湧昇マウンド

礁の整備あるいは広域的に連携した漁場整備、順応的な管理手法を導入した漁場整備があ

ります。モニタリングを充実させること、漁業者自らが行う環境・生態系保全活動、資源

管理施策、栽培漁業等との連携を図るなどが考えられます。

これからの水産環境整備のすがたというものは、矢印がありますけれども、魚が卵から

生まれて稚魚として育って、成魚になると沖合に行って、また卵を産みに海岸部に来ると

いう生活史があるということで、どこかの単発的な整備ではなくて、こういった魚の生活

史を踏まえた全体的な整備を進めたらどうかということであります。

目標といたしましては、水産環境整備による生態系全体の生産力の底上げを目指して、

水産生物の生活史に対応した良好な生息環境空間を創出する整備を推進するということ

で、漁場整備による水産物生産量の増産があります。

以上が次期漁港漁場整備長期計画の構成の案と、それに関連する補足説明資料というこ

とで御説明申し上げました。

併せて、資料３に基づきまして 「漁港漁場整備基本方針の変更の視点について」とい、

うことについても説明いたします。

（PP）

まず、漁港漁場整備基本方針を作成する意義ですが、漁港漁場整備の基本的な整備の方

向を国民にわかりやすく伝えるということを目的にしております。また、この事業を効率

的かつ効果的に推進するために、計画から実施、運営までを見通した事業の考え方を規定

するということで、先ほどの漁港漁場整備長期計画は政府全体の計画として閣議決定をい

たしますが、この漁港漁場整備基本方針につきましては、農林水産省として大臣が主に10

年先を見通して策定することになっております。

今回、その一部を見直すことにしておりますが、見直す必要性でありますけれども、そ

れは東日本大震災の発生を踏まえ、被災地の復旧・復興、大規模な地震・津波の発生が予

想される全国の地域での防災・減災対策という新しい項目が入ってきているということで

す。現在、水産基本計画の見直しが進められていますので、その方向に基づきまして、今

後の漁港漁場整備に係る基本方向を一部変える必要があるだろうということであります。

そこで、漁港漁場漁村を取り巻く状況の変化を踏まえて、整備の考え方を見直して、１

つは国民にわかりやすい政策課題を絞り込み、もう１つは東日本大震災の経験等を踏まえ

た漁港漁村の防災・減災対策を強化するという視点から、今回、基本方針の一部を変えよ

うというものであります。
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（PP）

初に、漁港漁場整備基本方針の骨子のところですけれども、どこの部分を変えていく

かといいますと、１つは参考資料の中に基本方針の本体の資料がありますが、そのうち基

。 、 、本的な方向という部分があります これについては 現在の３つの柱がありますけれども

今回、特に災害ということを意識いたしまして、先ほど長期計画で説明したものと同じで

ありますが 「災害に強く安全な地域づくりの推進」ということを柱の１つにしたらどう、

だろうか。

２番目として 「水産物の安定供給・国際化に対応できる力強い水産業づくりの推進 。、 」

３番目として 「豊かな生態系の保全・創造による水産資源の回復・生産力の向上 。、 」

こういった長計の柱が変わることにより基本方針の柱も変えていく必要があると考えてお

ります。

（PP）

次に、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あります。１つは大

震災を踏まえまして、関係の公共事業、非公共事業の連携の強化、例えば漁港漁場整備事

業の実施と流通・加工関係の復旧・復興事業等もあります。そうした連携の強化であると

か、拠点漁港における流通機能の強化ということで、例えば宮城県では、石巻、気仙沼、

塩釜、いずれも全国的な拠点漁港において、高度衛生管理型の漁港、荷さばき所整備につ

いてそれぞれ考えていきたいというお考えがあります。そうした拠点漁港における流通機

能の強化。再生可能エネルギーの活用による漁港のエコ化の問題であるとか、事業仕分け

を踏まえた取組みであるとか、プレジャーボート、用地の有効活用、こういったことが考

えられます。

（PP）

３番目としまして、施行上必要とされる技術的な指針というところで、高度衛生管理型

の荷さばき所が技術的にどのようなものか、あるいは水産環境整備の進め方の技術的な考

え方、こういったところを追加したらどうか。構造についても、高度衛生管理型の荷さば

き所の構造について追加したらどうかという考えを持っております。

（PP）

次は、漁港漁場整備事業の推進に際して、配慮すべき環境との調和に関する事項であり

ますけれども、ここのところには、特に漁港・漁場を取り巻く自然環境の整備に関する事

項に関しまして、今回、漁場整備、生態系全体の生産力の底上げを目指す水産環境整備を

推進することとしておりますので、これらの考え方を追加したらどうかというところであ

ります。

以上、漁港漁場整備長期計画の構成案について、また、その検討の視点について、加え

まして、漁港漁場整備基本方針の変更の視点について御説明申し上げました。

○近藤分科会長 長時間にわたりまして、御説明ありがとうございました。

事務局から、本日の審議事項に関する資料の説明がありました。事務局の提案を整理い
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たしますと、次期長期計画の基本的な構成につきましては、現行の長期計画と同様な構成

にしたいということでございます。その中で、３つの重点課題を設定し、被災地域の復旧

・復興対策等の検討の視点を位置づけたいということだと思います。

委員の皆様から、効率的に御意見をいただきたいと思います。論点を分けて御意見をい

ただければと思っております。

初に、長期計画の構成案について御意見をいただけたらと思います。その中で、重点

課題の設定につきましては、３つの柱ということでございますので、重点課題の設定は次

期長期計画の重要部分となりますので、課題ごとに御意見をいただきたいと思います。

そういう形で、長期計画の構成案について、御意見がありましたらお願いいたします。

どなたでも結構です。

質問と併せてディスカッションする前に私の方から１つ、拠点漁港というお話が何回も

上がってきたのですけれども、拠点漁港というものは、昔いわゆる特定第３種漁港とか第

３種という位置づけがあったわけですが、ここでいう拠点というものはどういう意味でし

ょうか。

○宇賀神課長 ここで拠点と言っておりますのは、一番わかりやすいのは全国の船が利用

するような全国的な拠点漁港でありまして、具体的な漁港名で言いますと、気仙沼とか石

巻とか、岩手県で言いますと大船渡であるとか釜石であるとか、全国の船が水揚げに利用

するものが一番目のわかりやすい拠点であります。

、 、 、２つ目は 地域の拠点漁港としまして その地域の中で特に水揚げ量が多いところとか

あるいは避難のときにそこの漁港を使うとか、いろんな施設が充実しているとか、漁港の

種別でいうと、２種漁港、３種漁港のイメージです。そういったところが地域の拠点とな

ってまいります。

○近藤分科会長 ありがとうございます。

ある意味で、広域化あるいは地域性というもので分けて、その中の機能特性みたいなも

ので更に細かく分かれているのかと思うんですけれども、５年後、10年後ということのタ

ーゲットがあるということなのですが、できれば拠点漁港の定義づけと分類に新たな視点

が必要になってくるのかなという感じがして、今回のディスカッションの主要なテーマで

はないのですけれども、今後５年後、漁港の新たな位置づけというものがあるのかなと思

うんです。

例えば漁獲高は少ないけれども、国際的な食料安保の問題で日本は今後、この間も地球

人口が70億人という話があって、一方我が国は人口が減っていくという話があって、その

中で100億に近くなる地球人口に対して、日本の水産業は何を担うべきなのかというとき

に、生態系のナーサリーみたいな拠点漁港というものが必要になるのかなと。

そうすると、今までの分類ではなかなかできないのです。そういう意味で、国際社会を

見ながら、単なる物流だけではなくて、食料を供給する拠点としての漁港の在り方あるい

は漁場ということもあると思うんです。そうすると、今までとは違うのではないか。
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今、インターネットとか情報化といって、水産庁も漁港の新たな情報化戦略というもの

も出ているのですけれども、単に通信の話だけであって、例えば国際的なマグロの値段と

いうものは日本で決まると思うんです。同じようにエビもそうですし、カニもそうだと思

いますし、パールも恐らくそうだと思うんです。そういう国際的なジャパニーズ・スタン

ダードでもって国際的な値段が決まっているものというものを、海外のスタンダードでは

なくてジャパニーズ・スタンダードという中で日本から発信しながら資源管理、値決め、

こういうようなものも今後考える必要があるのかなと。

そうすると、今までの考え方とは違う拠点というものが出てくるし、伊勢湾とか瀬戸内

海とか東京湾とか大阪湾、そういうところで阪神・淡路の事例もありますとおり、実際に

はプレジャーボートとかあるいは漁船がすごく活躍したのです。ところが、全くかえりみ

られていない。そういう意味で、大都市に近いところの都市漁港といいますか、そういう

ところの防災上の拠点というものも漁港に求められているのかな。

特に水難救助というものはほとんど漁民の方が担っているのです。そういう意味で、是

非この辺の防災拠点、特に湾を抱えているようなところにおける漁港の位置づけというも

のも、新たな位置づけが出てくると思います。そういう意味で、漁港の価値をもっと社会

的に認知させていく活動が必要かな。是非、それを今すぐではなくていいのですが、そう

いう視点を持って長期計画を立てる必要があるのかなと。

今は、どうも規模別とか機能別に分けている分類が多いので、別の視点でこの際、今後

二、三年考えて、５年以降の次の長期計画に生かしていくような方向性もこの委員会では

求められているのかなという気がしますので、御検討いただければと思います。

前置きが長くなりましたけれども、長期計画の構成案について、御意見をいただければ

と思いますので、特に重点課題、３つの柱ということでございますので、何か意見がござ

いましたらどうぞ、よろしくお願いいたします。

鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 今の拠点漁港のお話なのですが、この拠点漁港というものは、水産庁の方で

はここを拠点漁港だと、大事なことで被災地の拠点漁港については、平成25年度末までに

漁港機能を回復するという大きな命題が出ていますので、当然、予算その他大きく変わっ

てくると思うんです。この拠点漁港というものは、今、おっしゃられたようにだれでも認

める石巻、気仙沼、大船渡とかというものか、それとも400ある被災した港で、ここを拠

点漁港とすると今から決めるのかあるいは水産庁の中で案というか考えがあるのかどう

か、お聞きいたします。

○宇賀神課長 水産復興マスタープランの中では、この被災した地域の漁港の復興につき

まして、拠点的な漁港については今年度中に着工して、25年度末までの完成を目指す。そ

、 。の他の漁港については 27年度までの完成を目指すということを基本的に考えております

どこを拠点漁港にするかということにつきましては、現在、それぞれの被災各県と話を

しておりまして、地元の意向も踏まえまして、やってまいりたいと思っております。
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○近藤分科会長 よろしゅうございますか。

まくどなるど委員、お願いいたします。

○まくどなるど委員 ありがとうございました。会長がいろいろお話してくださったこと

に大変同感しているところはあります。質問というか戸惑いというか、どちらか定かでは

ないところもあるので大変恐縮ですが、今までと本当に違う漁港漁場づくりがここから生

まれるのかな。Business as usualが多いような気がしていて、国内と海外もだんだんグ

ローバル化していく世界ですから、3.11以降は更に日本に向けて、沿岸海域に向けている

目が増えたりしている中で、技術のイノベーションをもう少しうまく活用して、すべての

漁港漁場をイノベーティブな漁港づくりに当てはめることは不可能だと思うんですけれど

も、何か所かでもいいからBusiness as usualのコンクリート、鉄をいっぱい使うような

漁港漁場づくりではなく、テクノロジーをもう少し導入した形で幾つかのモデルプロジェ

クトに挑戦してみることも大事なのではないかという気がします。それが欠けているよう

な気がするのです。国民の理解を得るためには、まだ弱いような気がします。

○近藤分科会長 部長から何か御意見がありましたら、よろしくお願いいたします。

○橋本部長 今のあん委員の御指摘、適切かどうかはわかりませんけれども、私たちも被

災地の漁港の復活をさせていくということで、漁港の機能というものはどういうものがあ

るかということをよく考えていて、その中で先ほどの説明にも少しあったかもしれません

が、漁港は漁場の中にあって、いろいろな機能を果たしているというところにメリットが

あるので、漁港がある意味魚の子どもたちがそこで生まれて、その周辺で生きるというこ

れらの機能というものもあると思いますので、漁港の復活の中でそういった機能ができな

いかというものは、これから研究、検討していこうということで、やっているということ

でございます。

ですから、そこら辺のところは、もう少し技術の面でこれまではない、何か違う目線が

あれば勉強したいと思うのですが、１つとしては、そういうことをやっているということ

です。

、 、先ほど来の拠点漁港の話をもう一回させていただきますが 拠点的な漁港というものは

私たちからすると２つの意義あると思っていまして、１つは流通の拠点ということで、こ

れは合理的に物が集まって、そこである程度商行為が行われていくためには、ある程度集

約化されて、機能的に高まる必要があるのではないかと思っていて、こういった意味での

全国的な拠点の漁港というものを大事にしなければいけない、また、機能を高めなければ

いけないと考えています。

もう１つの機能という意味では、漁場の中にあって効率的に漁業を行う上では、そこに

漁場を利用する上でのいろんな機能が集約していくという意味での拠点的な漁港というも

のがあると思っていまして、これは周りの漁港と一緒になってその漁場の機能を使うわけ

ですけれども、全部が同じようなものであった方がいいとは限らないと思いますので、漁

業作用を行うとか、周辺の漁場開発をしていく上でもいろんな機能が集まってくるところ
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もあるのではないかということで、今後、先ほどマグロとか日本の冠たるものとして頑張

れという分科会長からもそういう話をいただきましたが、我々も漁場をうまく利用して、

我が国の周辺の水域をうまく使って、魚というものは世界的にも価値があるものになるの

ではないかと思っていますので、こういうところで漁港と漁場をうまく活用してやってい

きたいと考えています。

○近藤分科会長 ほかの委員の方からも御意見を賜りたいと思います。この資料２にあり

ますとおり、①災害に強い安全な地域づくりの推進ということと、②水産物の安定供給・

国際化に対応できる力強い水産業づくりの推進、③豊かな生態系の保全・創造による水産

資源の回復、生産力の向上ということでございますが、何かこれについての御質問あるい

は御意見でこうしたらどうだろうか、御自分の活動されている水域についてから、漁港か

ら、あるいは漁村から切り出して、例えば災害についてはこうあった方がよりベターでは

ないだろうかということがございましたらお願いしたいのです。

來生委員、どうぞ。

○來生委員 私、こういう議論に参加することは初めてなので教えていただきたいのです

けれども、資料の読み方なのですが、今の①、②、③とあります。①の一番 初の黒ポツ

とそのほかに３つ黒ポツがあるのですが、拠点漁港との関係で一番上は拠点漁港における

漁港機能の集約とそう書いてあるから拠点漁港が対象になっているのだということはわか

るのですが、その後の３つは拠点漁港であるかどうかということにかかわらず、こういう

ことをやっていく、そういう計画として読んだらよいのか。

②も同じで、黒ポツの付いていない柱書きのところに拠点漁港においては高度な衛生管

理対策を推進するということで、一番上が漁港における高度衛生管理体制の構築で、そう

するとこれは拠点漁港だけの話と読むのか、それとも拠点漁港ではないところでも程度の

違いはあれこういうことをやっていくという読み方をすべきなのか。先ほどと同じで、そ

の下の４つぐらいある黒ポツは、拠点漁港であるかどうかということにかかわらず、すべ

ての漁港にこういうことを考えていくということなのか。

③は、特に拠点漁港であるかどうかということにかかわらず、漁場全体についてこうい

うことをすると、そう読むのかどうかということをお教えいただきたいのです。

○宇賀神課長 例えば①のところでありますけれども、基本的には被災地の漁港の復旧・

復興ということですので、拠点漁港にかかわらず全体に適用するというのがまず基本であ

ります。ただ、機能の集約というところにつきましては、例えば拠点漁港のような、ある

一定の勢力を持っているところにその機能を集めることはあるだろうと思いますので、ど

ちらかというとここだけ拠点漁港というのが効いてきます。

その下の防波堤、陸揚岸壁の耐震・耐津波強化、これらも拠点漁港以外についても、あ

り得ることとは思います。

特に下から２番目の避難路・避難施設ということになりますと、これはそれぞれの漁港

に適用されるということであります。



- 15 -

一番下についても、ハード・ソフトの対策の推進ということですので、特に拠点漁港の

特色はそこに市場とかがあったりいたしますので、次の②のところがわかりやすいのです

が、高度な衛生管理対策というのは、市場、荷さばき所及び岸壁に対して言っております

ので、こういうものが存在する拠点漁港になってきますけれども、その他の漁村の生活環

、 、 、境の改善であるとか ６次産業の取組みであるとか あるいは再生可能エネルギーの導入

長寿命化ということについては、一般の漁港・漁村全般に適用されます。

また、③については、先ほど先生の方からおっしゃったとおり、特に拠点漁港というこ

とではなくて漁場整備でありますので、これは全般的なところであります。

○來生委員 もう１つだけ関連して。大体わかったのですけれども、①の黒ポツの２つ目

の防波堤・陸揚岸壁の耐震・耐津波強化というのは、今の課長の御説明だと拠点でないと

ころでもあり得るというお話だったのですけれども、それは大分違うと思うのです。

先日の基本計画の中で、産業施設としての漁港機能の集約という話と、それから生活拠

点としての漁港という区別で、それはそれで非常によくわかる説明で、防波堤とか陸揚岸

壁の耐震・耐津波強化というのは、むしろ産業施設ではなくて生活基盤としての漁港とい

うところに関わるのかなと。そうだとすると、これは全部なのかなという気がしないでも

ないし、あり得るということの説明をお願いします。

、 、○宇賀神課長 陸揚岸壁というところに目が行きましたので 特に大きな陸揚げがあって

荷さばき所があるところが拠点漁港というところなので、その陸揚げがあったところに注

目しますと、やはり拠点漁港中心ということになるのですが、おっしゃるとおり、そうで

なくても津波によって防波堤あるいは岸壁が流されるということになりますと、復旧にし

ばらく時間がかかるということでありますので、次に津波に襲われたときに壊れないよう

な施設というのは、拠点漁港だけではなくてすべての漁港に共通するテーマでありますの

で、そういうふうに理解していただければと思います。

○近藤分科会長 ほかに、どなたかよろしいですか。

私もその辺がかなり重要なテーマではないかと思っていますのは、例えばすべての漁港

・漁村をあまねく同じ水準で1000年に一度あるいは100年に一度の津波に対して防御すべ

き水準でやっていくのかどうか。これはちょっと疑問なんです。恐らくそうではなくて、

やはり拠点を中心に重点的に整備すべきところに集中してやるというように理解している

のですけれども、それでほかのところは、とにかくソフト対応で逃げるというか、あるい

はそのために環境整備事業で避難路の確保とか、山の階段とか、バリアーフリーの斜路と

か、そういうところをできるところでやっていくという具合に理解しているのですが、そ

の辺はどう考えたらよろしいんでしょうか。

つまり、あまねくではないのではないかと。

○宇賀神課長 今回の津波におきましても、例えば青森県の南部の方では、防波堤を津波

が越えていったわけですけれども、まだまだあの辺では津波の大きさが小さかったという

ことがありまして、防波堤が破壊されずにそのまま残ったということがありました。
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それが宮城県になってきますと、大きく壊れたというのがありますので、そういうこと

を考えますと、少しの工夫で何とかできるようなところにおいては、必ずしも拠点漁港で

はなくても、こういった津波対策の強化を、物すごいお金がかかるような構造の場合は別

でしょうけれども、少しの工夫でできる場合にはあり得るのではないかと思います。

○近藤分科会長 どうぞ。

○來生委員 私まだ十分理解できてないのですけれども、施設基準を多重化するのかどう

かということだと思うのです。もっと極端に言うと、拠点漁港についてはすごく施設基準

を大きな津波に耐えられるようにがっちりつくる。そうでないところは逃げることを前提

に、もう少し緩やかな基準でという考え方なのか、それとも施設基準は同じで、投資のタ

イミングとか規模、そういうものが違うと考えるのか。それはどちらなのでしょうか。

。 、○橋本部長 考え方をもう一回整理させていただきたいと思います 耐震強化については

通常の漁港施設をつくるときにも100年に一度来るぐらいの地震にはもつようにつくられ

ております。ただし、今回の地震や前回の阪神・淡路のときもそうですが、震災後、漁港

が全部壊れてしまうと漁業が復活するのに非常に時間がかかってしまう。これは問題だと

いうことで、かなり大きな地震に対しても、例えば陸揚げをするところのメインの岸壁で

あるとか、先ほど分科会長からもお話がありましたが、防災上、漁港を拠点として使うべ

きところだとか、こういったところは更にレベルの高い基準をつくって岸壁をつくる必要

があるのではないかということがありまして、こういうものを広めてやっているというこ

とで、今回の大きな地震を受け、いろいろなことがわかってまいりましたので、それらに

ついて更に対応していきたいということが１つです。

それから、今度は津波の高さの問題とか、それに対する強さの問題とか、その２つは我

々の説明が輻輳しておりますが、津波の高さの問題については、中央防災会議で100年に

１回程度の津波に対してはある程度守られ、それより大きなものの場合には避難が確実に

できるといったような形で漁村を守ろうと考えております。

残念ながら漁港は海に接しておりますので、津波に関してはＬ１が来たときも、なかな

か避難という観点では考えられるのですけれども、水が入らないようにつくるのはなかな

か難しいと考えております。

そういう中で、漁港の背後に住まわれている方は、何とかこのＬ１でも守られるように

というのは、漁村をつくるときにはそういう基準で考えたいと思っております。

更に、今度はこれに対する強度の問題ですが、これまで防波堤等をつくるときは、津波

というものの力に対抗できるようにということは全然考えていなかったものですから、今

回、各省庁とも波浪に対してもつようにということで、波を止める施設なものですから、

今回、津波の防波堤はなかなか止められないのですけれども、先ほど計画課長も申し上げ

ましたように、もし壊れなければ、後ろの堤防を更に越えて人が亡くなることはなかった

のではないかということも考えられ、防波堤と海岸堤防を合わせた形で後ろを守ることが

できるような場所があるのではないかと我々も考えておりまして、そういうところでは防
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波堤は波だけの力にもつのではなくて、津波は乗り越えますけれども、津波によってみん

な倒れてしまうということがないようにしっかりつくろうではないかということを考えて

おりまして、これはまた漁港の機能として、海岸堤防と連携して背後の町を守る必要があ

りますので、防波堤の強さを少し、そういうところは付加してもいいのではないかという

ことを考えています。こうした考え方で進めていきたいと思います。

○近藤分科会長 まくどなるどさん、どうぞ。

○まくどなるど委員 言葉は適切ではないかもしれないのですけれども、ちょっとジレン

マを感じています。自然と共生しなければいけないと同時に、強く自然から守られていく

ということで、バランスをどう取ろうとしているのでしょうか。

この中で、CO2削減とか、美しい言葉はいろいろあるのですけれども、ただ、そちらの

部分と、では防波堤をもうちょっと強くつくるとか、ああいうものをつくる自体はCO2排

出にもなるし、温暖化をつくる原因の活動と、異常気象現象が悪化していく中で、そこか

ら守らなければいけないということで、そこのジレンマをどうこの中で漁村で暮らしてい

る人々に対する言葉と、また国民と国際社会をどういうふうにやっていけばいいのでしょ

うかね。個人的にジレンマを感じているだけなのかもしれないのですけれども。

○近藤分科会長 どうぞ。

○宇賀神課長 なかなか難しくてうまく答えられないかと思いますけれども、１つは防災

の方は、何といっても対象とする津波の大きさが小さい場合は防波堤等で防げるように、

それから、大きい場合は自然に逃げるしかないということなので、その条件を整えていく

ということではないかと思います。

この中にエコ化ということもありますけれども、これはこれで分野が別になっておりま

して、漁村におきましても、漁港におきましても、いろいろエネルギーを使う施設があり

ますので、できればそのエネルギー源として自然の風力発電とか、あるいは太陽光発電と

か、これらは漁村におきましても発電する能力がありますので、できたらそういうことも

今後の未来社会に向けては活用していきたいということであります。

○橋本部長 私もお答えになるかあれですが、合わせ技で話をさせていただきたいと思い

ます。

１つは、津波に対して、皆さんがおっしゃっているように、コンクリートで完全に我が

国の国土を守り切るというふうに考えておりません。やはり我々は海に開いて漁業を行う

町をどういうふうに復興するか考えた場合、全部コンクリート壁で守ることはできないだ

ろうと思っています。ですから、ハードウェアでやるのだけれども、考え方は津波からう

まく逃げるのかということで、少し高台にみんなで移るとか、それから、津波が来たとき

にはもっと早くみんなで認識して逃げるということを織り込みながらまちづくりをする必

要があると考えております。

また、漁業というのは非常に自然を生かしているのですけれども、たくさん油を使って

魚をとりに行って、そして衛生管理ということをやるとすると、例えば温度の管理なども
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やりますから、またそういう意味でCO2を出すようなコストをかけて魚を保存しなければ

いけないということがございます。そういうところを再生可能エネルギーとかを多用する

ことによって、負荷を減らしていくということができないかという部分も考えたいと思い

ます。

まだもっと考えることが必要かもしれません。頑張ります。

○近藤分科会長 ありがとうございました。

小菅委員、いかがでしょうか。

○小菅委員 ちょっと私の視点が違うかもわかりませんけれども、今までのお話ですと、

どちらかというとハード的な面が多かったと思うのですけれども、この漁港漁場整備事業

で扱うものは、沿岸の漁場であり、漁港であり、あるいは施設であるというお話であるん

ですけれども、これらを生かすためにはやはり漁業者自身が幸せな気持ちで働ける場所、

幸福を感じる場所としてものをつくらなければいけないと思います。

勿論、今までのお話にありますように、漁港そのものは強固な、安全な、安心な漁港を

つくる必要があるのですが、漁業者が実際に生活して、こういう港、こういう漁村で働い

て幸せだと思うものが何だろうか。その辺にもう少し視点を置いていただいたらいいので

はないかと思います。

例えば環境の問題も出ています。今、私もあまり多くの漁村を見ているわけではないの

、 。 。ですけれども 非常に狭隘な場所で生活されている 経営的にも非常に厳しい状況にある

話があちこちになりますけれども、拠点的な漁港ということになりますと、今のお話で

すと、今あるものを拠点化していくという話に聞き取れるのですが、今の漁業者の生活か

ら見れば魚価が低い、低迷している。そういう意味からも拠点漁港をこちらの整備事業で

つくってしまう。そこへ魚を集めさせて、魚価の単価を高めるということも考えなければ

いけないのではないかと思います。

勿論、漁船の安全・安心もありますけれども、彼らの生活の面でももう少し考えてあげ

た方がいいのではないかと思います。

○近藤分科会長 櫻庭委員、どうぞ。

○櫻庭委員 ちょっと単純なことなのですけれども、私は漁業者として、東日本大震災の

件はよくわかります。ただ、北海道は御案内のようにぐるり海に囲まれていて、今ある漁

場なり漁港の整備、私どもの意識の中で漁港というのは、とにかく生産物を揚げて、そこ

で生活して、しっかりとした生活基盤をつくっていくということなのですが、この中で、

それでは北海道の既存の漁港に対してはどういう整備をされるのか。どういう考え方があ

るのか。エゴではなくてね。

、 。 、 、拠点というのは どういうものかもう一度 北海道での拠点 本当の漁港としての拠点

その辺のところはどういうとらえ方をしたらいいのか、その辺のところがわからないと思

います。

○宇賀神課長 北海道の漁港は、ひとつひとつの漁港の規模がかなり大きいので、内地と
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単純な比較はできないのではないかと思いますけれども、ここの計画でもって一貫して目

指しておりますのは、高度な衛生管理という魚の扱いを高度化していく、漁場整備におき

ましても、藻場・干潟のところから沖合までの総合的な視点をとらえてやっていこうとい

うようなところでありまして、今、拠点という二文字に注目がかなり集中しておりますけ

れども、特にそれにすべての施策が連携しているわけではありません。そういう拠点を生

かす面も必要なところはあります。

例えば先ほどからお話に出ている荷さばき所などは、従来からこれはできるだけ、ある

拠点に集合させていって、取扱う荷を増やしていって魚の値段をよくしていく必要がある

だろうという計画がありますので、これからも伸ばしていこうと思いますし、拠点化した

方がいい施設については、そのようにしていきますけれども、それぞれの漁港に必要な施

設については、やはりそれぞれのところで整備してまいります。

ただし、全体の事業予算が非常に厳しい状況にありますので、それはある意味では予算

的にはどうしても重点化をせざるを得ないところはありますけれども、基本的にはそこで

漁業が行われていること、それから、施設もかなり老朽化しています。これは大規模な漁

港であろうが、小規模な漁港であろうが、老朽化は進んでまいりますので、これらをうま

く補修して、更に機能を発揮し続けるようなことを考えていかなければならないと思って

おりまして、なかなか難しいのですが、自ずからある意味での重点化はあるかとは思いま

すけれども、ここしかしないと 初から割り切ったことではなくて、全体を見てやってい

きたいと思っております。

○近藤分科会長 この委員会そのものが難しいところは、先ほど価格の話と生きがいの話

が小菅委員から出ていたのですけれども、この委員会は漁港漁場に焦点が絞られています

ので、もっと長期的な政策論の話は來生先生がおっしゃっているような政策の中でいろい

ろと考える。

そうは言っても、どこかにそれが関わっていることは確かなので、そういうところでの

兼ね合いの中で、ハード整備はどう考えていくか。特に安全については、基本的に皆さん

お役人の方は頭のいい方が、また高学歴の方がいらっしゃいますので、その辺は本当にい

い方向に向かって進んでいくと思うのですけれども、ただ、私が危惧しているのは、従来

のコンクリートと鉄の構造物だけではなくて、別な構造物の在り方もあり得るのではない

か。

それから、ただ、港を直立岸壁でどうこうということではなくて、もっと波をかわせる

ような構造形式とか、あるいは波の向きを事前に変えるような形とか、ごみがどこかに集

まる方法とか、何か違う技術、そういうものがあると思うんです。どうもその辺が、今の

安全・安心な防災という話、あるいは減災という話も、どちらかというとハードで抑え込

もうという思想になっていて、別な言葉で言うと粘り強い構造物というんですけれども、

余りにも抽象的で、具体的にどうするのかというところがどうも明確ではない。これはエ

ンジニアの方々が本気になって考えると、もっと違う方向が出てくるかなという感じがい
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たします。

それから、テストコンクリートでは今、ＦＲＰのほかにもカーボンファイバーとか、い

ろいろなものが出てきているので、そういう耐久性の高いものとして地震の前、津波の前

に、例えば突然ふくらむとか、水枕のようなものが出てくるとか、そういうものもあるの

かなと思うんです。

その辺は今後の技術課題で考えていただければ、①の課題については皆さんにお任せす

るしかない。ただ、視点を変えていただきたいというところです。

実は前に厳島神社に行きましたら高潮対策で、歴史的、ましてや世界遺産なものですか

ら、ハードな高い鉄筋コンクリートで護岸整備、高潮対策をやっているのではなくて、は

。 。 、ね上げ方式なんです 板がばんと立ち上がる あの技術はなかなか大したものだと思って

ああいうものも１つあるかと思います。

普通の生活においては、コンクリートで囲われるよりは、そういう何か災害があるとき

にぽっと立ち上がるような構造物も必要だと思いますので、そういう柔軟な考え方も入れ

て災害に強い安全な地域づくりを考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

ほかに何か、鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 震災に関連していろいろお話を伺っていまして、私も漁業に携わる者として

は、浜で魚を買ってくれる人の魚の流通の問題、冷蔵庫の問題、いろいろありますけれど

も、被災後でも、今まで漁港に揚げられた魚をできるだけ早く揚げられるようになるとい

うことが一番急がなければならないのではないかと思います。

防災面については、こういうことが起こったから、だれでも防災ということを考えるか

もしれませんけれども、これはお金は膨大にかかるでしょうし、あるいは先ほどから申さ

れていましたように、今までのような考え方でいいのかどうか。被災を受けた市町村が住

民の命を守るために徹底的に各自治体で議論しています。その中において、また防波堤も

何とかしてくれということがあれば、またそれはそれとしまして、今、水産関係で考えら

、 。れることは とった魚を揚げられるということを一番考えなければならないのではないか

それでないと漁民が、私も身近な人を知っているのですけれども、やめていってしまう。

これは魚を揚げられないし、船も出られなければやめていってしまうというような考えに

なってくる。そして実行していってしまう。そうすると、漁民がいなくなったときに、港

ができても漁民がいなくなっていたり、あるいは船も何とかしますといっても船に乗る人

がおらず、今までのような水産が成り立たなくなってしまうと思います。

防災に関しては、今度の大震災においても、非常に昔から考えていたところでは、小学

校、中学校で一人も犠牲がなかったという大きな町がございますし、同じぐらい大きな町

でも、10万を超える町でも右往左往して、結果的にすぐに逃げられるところだったのに、

どうしていいかわからなくて亡くなったというところもあります。

そういうソフト面は自治体がやっていますから、早く来る場合は奥尻などでも、10分、
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20分で津波が来たということもあるから一概に言えませんけれども、今度の場合、津波の

来襲まで30分も40分も１時間もあったということもありますので、どういう形で逃げるか

ということに一番専念してもらって、漁港はその後、その外港をがっちりつくるお金と時

間とがあれば、それはいいですけれども、今はとりあえずは魚を水揚げできるようしても

らうことが一番先ではないかと思います。

拠点漁港については、そういったことがいろいろあるのですけれども、はっきり言いま

して漁業協同組合でも組合員の数が足りなくて、自動的に解散に追い込まれている漁協な

どもあるわけです。そういうところへ、人もいない、船も無くなったところへ立派な漁港

、 、 、をつくっても それはつくってもらったり つくる方はそれで済むかもしれないけれども

、 、 。効率的なことから言って 今のスピード感から言って 物すごくどうかなと思うわけです

拠点漁港というのは、この前聞いた話では、特に宮城とか岩手はリアス式で入り組んで

いますから、目の見えるときに５つも６つも漁港がある。その５つか６つの漁港の中で、

、 、 、話し合いができるかどうかは別にしまして １つのところに どこから言っても魚が安い

あるいは船が行き来できるところを、拠点漁港と指定したり、名前を挙げると、それから

外れたところといろいろ問題が起こると思って 初の質問はしたのですけれども、そうい

うことで、そういう考えの下に、とりあえず全部できないのであれば、そこらの周辺の漁

民の方が魚を揚げられるようなところは是非急いでつくってもらわなければいけない。

それから、海外との関係とかいろいろありまして、私も６か月経ちまして、石巻から女

川、南三陸をずっと歩いてきたのですけれども、勿論、気仙沼も大船渡も行ってきたので

すけれども、どこにも通じていることは漁港として岸壁が極端に下がってしまっているの

です。私の地元では50センチ下がってしまったということで、船が付けられない状態にあ

るのですけれども、壊れていることもありますけれども、50センチ下がってしまったため

に船のお尻が乗っかってしまうような形になって付けられない。

私のところは、ここで論議することではありませんけれども、福島の原発という非常に

大きな問題がありますから、ここでは除いておきますけれども、そういう問題もあって福

島県は、私のところも小型船、５トン未満船は３月11日から漁に１日も出ていません。年

内は休みに決まってしまいました。それは別としまして、それがなくても岸壁が壊れてい

る、あるいは地盤が下がってしまって魚があげられないんです。特に石巻、気仙沼、年に

よっては日本でも一番揚げられる。ただ、石巻辺りは海外まき網漁船なども入るし、気仙

沼もそういうことでサンマ船だ、カツオ船だということで相当入るのですが、大きい船が

やはり難しい。この漁港の地盤沈下に関しては、早急にやってもらわなければならないの

ですけれども、普通の地盛りするわけにはいきませんから、私は下を壊して基礎から積み

上げのような形でやらなければいけないのではないか。そうすると膨大な、お金はともか

く時間もかかるのかなと。急いでつくってもらわなければいけないと思うのですが、拠点

漁港の全部が下がってしまったわけですから、１メートル以上も東に出てしまって、あと

50センチから１メートルも地盤沈下しているわけですから、これに対する考え方はどのよ
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うになっているのでしょうか。

○近藤分科会長 どうぞ、よろしくお願いします。

○橋本部長 ２点お話をさせていただきます。

１つは、拠点漁港の話がいろいろ出ていたので、もう一回私の方で整理をさせていただ

きたいと思うのですが、漁港の拠点化という考えには幾つかの考えがあると思うのです。

１つは、経済的な側面、お金がなるべくかからないようにするには、まとめた方がお金

がかからないのではないかと考えていらっしゃる方がいると思います。

また、もう１つは、災害復旧の観点になると、急いで機能を取り戻すには、やはり幾つ

か順番を、どこから直していった方が早いのではないかという発想があると思います。

それから、もう１つあるのではないかと思うのですが、それは機能の集約化のようなこ

となのですけれども、直していく間に５年、10年を見ながら港を直していくのであれば、

まとめた方がいい機能はまとめた方がいいという議論が現場に出ておりますので、そうい

、 、 、 、う機能を集約すべきか それから 災害で優先的にやるべきか あるいは経済的な面から

いろいろなものがあって漁港の集約化というのはどうなんだという議論が出ているのだと

思います。それぞれいろいろなお考えもあるので、ニュアンスが大分違っているようなと

ころがあると思います。

我々は、やはり３つとも重要だと思うのですけれども、今おっしゃっていただいた漁業

は２年も３年も待っていただいたので、それは再開できないところが非常に重要だと思っ

ていて、いかに迅速に復旧・復興を図るかというところで優先順位を付けて復旧しなけれ

ばいけないけれども、災害直後から言ってきたところがございまして、それは純粋な漁港

の集約化に 後になるかどうかわからないけれども、優先順位を付けて、とにかく直して

いくんだということを強く言ってきたという実態があります。

地盤沈下したところについて、どう見直していくかということでございますが、今やっ

ておりますのは、少なくとも陸揚げをするところでは、船が１隻、２隻付けられる程度の

範囲内に、まず土盛り板を通して、何とか市場のところに魚が揚げられるようにするとい

う応急復旧をやっておりまして、三百幾つあったうち二百余りの応急復旧をしなければい

けないところがあるのですけれども、もうかなりの部分でそれができつつあるということ

で、まずそれをやろうということです。

それから、次に本当に直すには、その岸壁を壊しながら直していかなければいけないで

す。今ある岸壁の中を、例えば三等分のような形にして、それを順番に、漁師さんにはそ

の３分の１を使っていただいて、遠いところから直していくということができると３か年

間で基本的なところは直るのではないかと考えています。漁港がほかの施設と違うところ

は、直ったところから魚を揚げてもらって、使いながら直すことが可能ですので、これか

らそういうところで漁港の機能、それから、背後に住んでいらっしゃる方もなるべく早く

戻っていただけるといいと思うのですが、そういうところをスピーディーにやるという努

力をしていきたいと思っています。
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○近藤分科会長 ありがとうございました。

何か①の災害に強い安全な地域づくりの推進というところで、御質問、御意見はござい

ませんか。もしなければ②に移って②③といきますが、まず１つだけ、経済的な機能につ

いてはリダンダンシーというんですか、それに代替する機能がいろいろとつくられるわけ

です。情報もそうですけれども。ところが、この漁港漁場整備のところでは、今、鈴木委

員がおっしゃったように、とにかく桟橋をつくってほしい、そうしたらすぐに水揚げでき

るではないか。そうすると、今までの普通の漁港施設ではなくて、外郭施設ではなくて、

、 、例えばフローティングの 浮函の基礎をどこかでつくってすぐに持っていくというような

いわゆる機能の代替機能を早急につくって、すぐ持っていけるようなリダンダンシーが必

要になってきているのではないか。

それは、どこにつくったり、あるいはどこかに置いておくのかは別としまして、そうい

う考え方も必要ではないかという御発言だったと思います。

それともう１つ、これを実際に具体的にやるときに、地方自治体の人材がいないという

のが一番問題で、やはりそのためのリダンダンシーというのは、ますます合併などをする

と、それを専属でやっていた方が、もう全然違うところに移ってしまって、漁港を整備し

よう、あるいは新たな復興をしようと思ったときに人がいない。これもやはり大きな問題

かなと思います。

ですから、人材と少なくとも機能のリダンダンシーは、どこかで持つべきかなと。その

ときに、ここに出てないんですね。災害に強いということはわかるけれども、どうもハー

ドな構造物のイメージがあって、そこにソフトな人材とか、そういう機能のリダンダンシ

ーをどうやって受け持つかというところを是非補足説明の要素の中にも入れていただきた

いということが皆さんあるのかと思いますので、お考えいただければと思います。答えは

必要ないと思います。

それでは、２つ目の水産物の安定供給・国際化に対する力強い水産業づくりの推進。３

つ目の豊かな生態系の維持、回復による水産資源の生産性の向上。もう既にあん委員がこ

の話をされている部分があるのですけれども、何かこの辺で視点として新たな視点を考え

てほしい、あるいは実際の生活上、こういう困っていることがあるので、この辺はどう考

えてくれるのかというような御質問でもいいのですけれども、いかがでしょうか。

まくどなるど委員、お願いいたします。

○まくどなるど委員 先ほどのお話の中で、１と２が別になっていくという話なのですけ

れども、本来は別ではないんですね。これをどうもうちょっとうまくつながるのか、統合

性、本来、インテグレーティッドのものが関連しているものを別々、別枠扱いのような形

にしないようにできるのでしょうか。

○近藤分科会長 私個人の理解は、本当はインテグレートすべきだし、していると思うん

です。ところが、その辺を説明しようと思うと非常に複雑になるので、一応分けてやった

方が、特に国民はこの辺のことの説明を聞いたときにごちゃごちゃになってしまうという



- 24 -

ところで、わかりやすく、整理しやすく、目的なり目標を決めて分類しているのかなと思

っているんですけれども、今後、予算がなくなればなくなるほど、どうやってインテグレ

ートしていって、効率よくやっていくか、あるいは集中すべきかというところが求められ

ると思いますので、ですから、今すぐというよりも、恐らく次期５か年計画の中にうまい

具合にこの辺が入ってきて当然ではないかと、私自身そう理解しているのですけれども、

事務局としてはいかがでしょうか。

○宇賀神課長 漁港漁場整備の公共事業全体としてやっておりますので、たまたまわかり

やすく柱を３つ立てるということで、こういうふうに分けてはいますけれども、勿論全体

が一体となって漁港漁場の整備を進めようということでありますので、本来は一体なんで

すけれども、わかりやすく３つに分けたということであります。

○近藤分科会長 それと日本の法制度上、來生先生が御専門なのですけれども、予算と事

業が一体化しているので、目的外で予算が付かない。でも、その裏には実は一緒になって

やってもらいたいところが、財政上の仕組みの中ではなかなか引き出せないところがあっ

て、具体的な目標と法律に基づいて予算化されるものをうまくマッチングされながら、少

しずつ具体化していこうという事務局の苦肉の策というか、本当のルールに基づけばこう

ならざるを得ないところがあるのかなと思います。

どうぞ。

○來生委員 私は余り不自然ではないと思っているのは、要するに漁業をやっておられる

方の生活としては全部インテグレートされているというのは当然なんだけれども、これは

政策手段の性格によって分けていて、生活するたちとか産業に携わっている方の立場から

の分類ではなくて、まさに政策で、手段が違えば柱立てが違っていると理解すると、それ

ほど不自然でもないのかなと見ました。

○近藤分科会長 ありがとうございます。

この辺でいかがでしょうか。②、③を合わせて、小菅委員、どうぞ。

○小菅委員 ②のところなのですけれども、ここに書かれています漁村の振興と漁村の生

活環境の改善ですが、同じ、またちょっと違う視点ですけれども、よく多面的な機能とい

うお話を漁村が持っているということを言われておりますから、それと６次産業、あるい

は先ほどからもお話が出ています漁業者の高齢化も出ております。そうした方々の技術、

知識、智恵、そういうものを生かしたもの、いわゆる都市住民との交流といいますか、そ

ういったものの内容もここに入れていただいたらいいかなと思います。

○近藤分科会長 ありがとうございます。まさに６次産業というのは、２次産業と３次産

業をかけ合わせて６次産業という表現をしていると思いますけれども、ある意味で１次産

業的なものを高次化して、サービス業化していくということにほかならないと思うのです

けれども、もう少し大胆にうたってもいいのかなと。例えば観光漁業とか、漁港の観光化

とか、というのは、結構美しい景色の中に漁港・漁村があるんです。ただ、水産業という

立場で言うのではなくて、もっと地域の活性化とか、漁民の生きがいとか、そういう中で



- 25 -

見るとかなり切り出し方が違うような気がいたしますので、もう少し大胆にこの辺を切り

出しても６次産業という言葉を使っているので、もう少しわかりやすい言葉を使った方が

いいかなという感じがいたしますが、その辺は、鈴木委員はいかがでしょうか。

○鈴木委員 私もわからなくて聞いたら、１×２×３で６次産業だと言われたんですけれ

ども、ここで６次産業の取組みによる漁村の活性化ということであれば、今、分科会長が

申されましたように、どういうものか具体的に挙げた方がいいと思います。６次産業と聞

いてもわからないならば、今、言われた、例えば水産業と観光業と宿泊のようなものが結

び付くような観光ツアーのようなことをやる。今は急で思い付きませんけれども。

私のところでは、５トン未満船の引き網漁というのがありまして、これは主な産業はシ

ラスとコウナゴなんですけれども、シラスの漁に体験漁業といって、数字が間違えたらあ

れだけれども、2,000円ぐらいいただくのかな、これは日曜日は乗り切れないぐらいの応

募があるらしいです。帰りにシラスをお土産にやると。

それがなぜそうなったかというと、市場で市場食堂というものを経営していまして、こ

れはシラス丼というのが１つの目玉というか、これは朝早く出て、11時までに水揚げする

んです。そのものしか売らないですから、しけの日とか、そういう日は当然漁がないわけ

です。その日に食べるものですから、そうするとお客さんが来て、シラス丼と言ったら、

、 、今日はしけだからありませんと言ってがっかりしたと その後そういうのが広がったらば

必ず今日はありますかという予約の電話が入るということで、そこで働いている人は海に

出いるお父ちゃんのお母さんなものですから、そういうことで漁村が経済的に発展してい

くという意味では、この６次産業というのか知りませんけれども、要するに漁業と観光と

が食事とか宿泊とか、それからツアー、考えればそれだけではないでしょうけれども、そ

ういうものを組み合わせたものを将来に向かってやっていくといいと思います。

今ちょっとありました、都会との交流なども、ブルーツーリズムというように水産庁で

考えてくれたことで、今やっているんですけれども、それは大きな成果はどうか知りませ

んけれども、それなりに根付いてきて、少しずつ漁業民宿ですかね、そういうものでも、

これも将来においては自然との共生という意味では大事なことかなということで、地元で

は努力しているつもりです。ここはやはりそういうふうな名目で、観光でもいいですし、

何でもいいですから、観光と漁業を結び付けたと書いた方がわかりいいかと思います。

○近藤分科会長 ありがとうございました。恐らくそれがうたわれて、初めて漁港の土地

利用の問題とか、PPPというか、民間と官との活力、一緒に共同して何かをやっていくと

、 、 。か 事業の方針というか こういうところも問題解決型で動いてくるのかなと思うんです

６次というと何をやったらいいのか。何かやろうと思うと、だめだということがあって、

うまくいくと皆さん、国も県もどんどんお金を出してくれるような仕組みになっていくん

、 。 。だけれども 初の初めてやる人がなかなか思い切って投資ができない 組合もできない

何か三すくみになっているようなところがあるので、何かわかりやすい、ましてや国民に

第６次産業と言ったとき、何だよという話になるのかと思いますので、何か適切な言葉、
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造語でもいいと思いますけれども、観光というのはどうも嫌われているのかなと、でもマ

リーナ事業のようなものがフィッシャリーナ事業と言っているわけですから、定義の仕方

によってはどうにでも解釈ができるので、是非新しい言葉でもってイメージが湧く言葉に

置き換えていただくとか、そういう努力も必要かなという感じがいたします。

どうぞ。

○來生委員 今の問題に関連するのですけれども、ちょうど10年ちょっと前に、水産基本

、 、 、法ができるときに たまたま私は途中から委員に加わって そのときも同じような議論で

要するに十数年前から三浦の市長さんが漁業ではなくて「海業」という言葉を使って、魚

をとるということが中心ではなくて、海において生活するという、もっと幅の広いとらえ

方でということでいろいろ議論されたということもあって、ただ、やはり組織名が水産庁

だし、１次産業である海の生物を採捕するというところから、どこまで離れられるのか。

そこから自由に離れて、今日における漁業をしておられる方の生活をありのままに見て何

かするという、白地に絵を描くのだったらいろいろなコンセプトがあると思うのですけれ

ども、過去のいろいろな積み重ねの中で、やはり１次産業からまだ離れられない。将来離

れられるかどうかわからないんだけれども、まだ離れられないから１というのが基本にな

って、掛け算でも足し算でも同じ６になるという話で６次産業と、苦心の策なのかなとい

う気がします。それはそれでいいのですけれども。

逆に私が気になるのは②の３つ目のポツにある再生可能エネルギーの関係で、今日も午

前中、実は総合海洋政策本部の再生可能エネルギーの各省庁の集まりの会議があって、私

も企画委員会の方で漁業をやっておられる方が、ある意味で積極的にステークホルダーと

して参加すべきだという話をさせていただいてのですけれども、そういうものが果たして

どういう形で１次産業と結び付くのかということが若干気になったりしていて、なかなか

海で生活することの１つの形態で漁業があるというのは、今日的に見るとすごく自然に見

えて、その中に漁業だけではなくて観光もあるし、ほかの海の管理というか、そういうこ

とに直接携わっている業だと見るというのが、ある意味では自然なんだけれども、なかな

かそこが水産庁の方も割り切れないでいらっしゃるのかなという、余り意見にならないよ

うな意見なのですけれども。

○近藤分科会長 ほかにはいかがでしょうか。

櫻庭委員の方から、何か御意見ございますか。

○櫻庭委員 特別はないのですけれども、漁村の活性化という表現をされているんだけれ

ども、この漁村の規模にもよると思うし、６次産業というのは既に漁業者にしてみれば付

加価値を付けるとかということで、ある意味では取り組んでいる人たちもいるんです。だ

から、そういう中で改めてまたこういうものが、表現は別にしてどうなんだろうかという

思いで見ていました。

○近藤分科会長 あん委員、どうぞ。まくどなるど委員と言った方がいいですか。どちら

がよろしいですか。
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○まくどなるど委員 お任せします。自分でもまくどなるどと言えないときがありますの

で、あんさんでも構いません。

くどくて大変恐縮ですけれども、気候変動に関する政府間パネルの政府レビューチーム

の第３次、第４次評価報告書に関わっていた人間の一人として言えば、実はCO2削減は本

、 、 、当は①に入れてもいいと思うんですけれども この間 気候変動に関する政府間パネルの

今、第５次評価報告書をつくっているところなのですけれども、かなりミティゲーション

のところで以前よりいろいろ出ていたりしているのですけれども、この間会議に出ていま

したけれども、また今年、異常気象現象の悪化についての特別レポートも出したりしまし

たので、そういうものを参考にして考えてもいいのではないかと思います。それはもう終

わりにします。

漁港のエコ化とか、漁村の振興で見たりすると、都市と漁村との交流を充実していこう

という動きは、とても重要だと思うのですけれども、私は農山漁村をいろいろ歩いていく

中で、第１次産業同士の連携ももうちょっと図ってもいいのではないかと思います。

今、小さな例にすぎないのですけれども、石川県能登半島で実験的にやっているもので

はあるのですけれども、この間、農業世界遺産の認定を受けた佐渡と能登、能登は里山・

里海ランドスケープとして申請を出して、それが正式にFAOの方で６月に認定されたので

すけれども、農林水産省北陸農政局と石川県と国連大学で、それを出したのですが、今、

認定された後どうするかという中で、森から海までの第１次産業政策づくりをもうちょっ

と横断的にやっていきましょうということで、いろいろ政策づくりを考えていたりはして

、 、 、 、 、いるところではあるのですけれども その中で いかに林業 農業 漁業をもうちょっと

循環型は、昔の徳川時代は無理にしても、新たなそういうものをつくっていく中で何がで

きるか、いろいろ考えていたりしているのですけれども。

例えば漁業、カキ養殖、かなりの湾でやっているんですけれども、そのカキの貝殻が上

がっていて、廃棄物にしないで有機農業のための肥料を漁港で生産したりしていて、農業

で使っていくとか、もうちょっとそういう工夫が、またいろいろな法律を変えなければい

けないのですけれども、そういった農業、漁業、林業における活動が何らかの形で、それ

が交流の活動と、子どもから大人までのコミュニティ交流も含めて、いろいろ考えていけ

るのではないかと思います。

この中に入れるかどうかはまた別の課題だと思うのですけれども、ただ、この６次産業

化のイメージを見ると、隔離された漁港、漁村がまだ印象に残るから、もうちょっと開か

れたという言葉は嫌いですけれども、私は漁村は割と開かれていると思っているので、そ

うではないのですけれども、もっといろいろなクモの巣のようなネットワークが、もうち

ょっとこちらで見えられたら面白いのではないかと思います。

○近藤分科会長 インボービングするネットワークをちゃんと考えなさいということです

ね。

時間がなくて、委員の方々も事務局の方々もイライラしていると思うのですけれども、
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いかがでしょうか。もうこの辺で①②③は、一応各委員お話ししていただきましたので、

大体のコンセンサスは取れて、このまま進めて、将来に向けて少しずつ見直しをしていた

だきたいというのが、各委員の御意見かと思います。

どうぞ。

○小菅委員 ここに入らなかったら、該当しなかったらお許しください。３番のところは

藻場・干潟とか、いわゆる増殖場のことが書かれているわけですけれども、ここにミティ

ゲーションの研究、いわゆる環境影響の研究と、それに伴う指導というものがここに当た

るかどうかなんですけれども、そういうものがもし入るなら入れてほしいと思います。

、 、と申しますのは ここでよく出ている藻場・干潟が減っていると言っていますけれども

それは過去から見れば、安易と言ったら失礼ですけれども、埋め立てがどんどん行われて

います。それに対するアセスメントが当然あるのですけれども、そこでは軽微とか影響は

ないということでパスしているんですけれども、そこをもう少し水産の関係から、こうい

うことをしないと許さないという、またそういうときにこういう技術がありますというも

のを研究していただきたいと思います。

○近藤分科会長 面白いですね。是非やっていただきたいということはあれなんですけれ

ども、事業制度が違うということもあるのでしょうけれども、やはりそういうものも水産

の立場から言っていくのも重要な視点ですね。

どうぞ。

○橋本部長 私どもで言える範囲がいろいろあると思うのですが、我々は水産環境整備と

いう言葉をあえて数年前から使わせていただいているということは、魚が生まれてから育

っていく全体がどういう環境にさらされてこうなっているのかということを見ながら、漁

業をきっかけにして、どのような沿岸にしていくかというようなところを、我々は目指し

ているところがございますので、書き方がどうなるかはわからないのですけれども、環境

をいかにミティゲートするかというところも、いろいろ考えるべきところは考えたいと思

います。

、 、 、 、さっきのまくどなるど委員の話ですけれども 我々は森 川 海の連携のようなものは

どちらかというと３番に含めたいと考えてやってのですけれども、先ほどおっしゃった１

次産業の農水のようなものは、ちょっと抜けていたかもしれません。またいろいろと勉強

してみたいと思います。

○近藤分科会長 どうぞ。

○來生委員 １つだけ質問をさせてください。②のところに６次産業化の取組みが入って

いることの意味なのですけれども、例えば補助とか、事業として漁港施設にも入らないよ

うなもので、観光用の施設をつくることの補助をしたりすることをイメージされているん

ですか。

ここにわざわざ入れることの意味というか、政策としてこういうのがあるのはわかって

いるんですけれども、漁港漁場整備計画の中に入っていることの、施設で何かこれに関連
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するものに対する国の政策的な援助のようなものが想定されているのかということです。

○宇賀神課長 そうです。必ずしも公共事業としてではありませんけれども、非公共事業

も含めますとこういったことも入っております。

○近藤分科会長 大体、次の大きな視点であります、次期漁港漁場整備長期計画の検討の

視点で、特に漁港漁場整備基本方針の変更の視点についてということも、既に皆様方から

、 、御意見をいただいた中に入っていて あとは具体的に前の論点と基本方針と違うところが

具体的に赤で改正案という形でまとめられているのですけれども、特にここでここの部分

は触れておきたいというところがございましたら、各委員から一言ずつ御意見を賜りたい

のですけれども、私の座長としての不手際で時間があと数分しか残ってないということに

なっておりまして、５～６から10分ぐらいは延びてもいいかなと思うんですけれども、よ

ろしいですか。

（ はい」と声あり）「

○近藤分科会長 御了承を得ましたので、それぞれ何か御意見がございましたら、ここの

部分だけは重要なので、ちょっと考えてくださいというところを御指摘いただければと思

います。

特に資料３の赤字で書かれたようなところ、それは補足説明資料にも書かれているので

すけれども、分厚い方を読むのは大変なのですけれども、少なくとも赤字のところで、こ

の辺の指摘が追加するならば、こういうこともあり得るのではないかというところがあり

ましたら、御意見を賜りたいと思います。

私は１つだけ、再生エネルギーの活用に関わる規定等の追加、これは大変重要なものな

のですけれども、特に漁港においては一番電力がかかる、もしくはエネルギーとして必要

なところは、常温のものを冷凍化する、あるいは氷をつくったり、そこの部分が物すごく

エネルギーが必要なので、その辺をどうするのか、ほかのところではそれほど大きなエネ

ルギー、エンジンを直接回すというのは燃料としての問題がありますけれども、将来自動

車のモーターが変わっていけば、当然、水産関係の漁船を動かす動力も変わると思います

し、エネルギーも変わると思うんですけれども、こういうものが、例えば冷熱としては天

然ガスというんですか、LNGとかそういうものがたくさん都市にはあるのですけれども、

こういうものと組み合わせて冷凍技術がいけば、かなり省エネ化できるのかなという感じ

もいたします。なかなかこの再生エネルギーを、冷熱を利用してやるというのも、今後の

課題かなという感じがいたしました。

この辺の視点で、皆さんの方から改正のところで御指摘するものがございましたらお願

いします。

どうぞ。

○來生委員 ⑦のプレジャーボート対策の後ろの「幼稚」というのは何ですか。

○宇賀神課長 失礼いたしました 「用地」で漢字の間違いです。。

○近藤分科会長 さっきのプレゼンテーションで課長さんが御指摘されたのですけれど
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も。

どうぞ。

○鈴木委員 これが直接関係するかどうか知りませんので、改正とか、この問題はこうし

てくれという問題ではないのですけれども、やはりちょっと関わるのかと思って頭の中に

入れておいてもらいたいと思いますのは、こちらは計画課となりますから、違う分野で、

例えば漁政課とか経営課の問題だから分野が違うと思うのですけれども、いろいろな効率

をよくするために、漁業協同組合の方で１県１漁協にしようかと進めているんです。今、

。 、富山県とか山形県は富山県漁業協同組合という１漁協になったんです そういうところで

なかなか漁港は分散しているし、自分に近いところがなくなってしまったり、歴史などが

あるもので進まないところがほとんどなんです。

それがいいかどうかはわかりませんけれども、少なくとも 終的には１県で１組合ある

いは１連合のような形に持っていかないと、IT化の問題とか何か進んでいく場合に、効率

化もないし、逆に言えば疲弊していくというか、高齢化でもって職を離れていったところ

は、さっき言ったように港としても機能しなくなってしまう。

そういうのは、やはり大きな意味で１県でもってそこを救うということもやっていかな

ければならないと思うんです。

それがここに関することは、早く言えばすべての漁港にすべての機能を備えるのではな

くて、集約して、この地域はここでいいのではないかとか、あるいは隣り合っているなら

ば、こちらはこちらの機能を生かして、こちらはこちらの機能を生かすということで、将

来全体が助け合えるような漁港づくりを、例えば極端に、極端過ぎるかもしれませんが、

水揚げはここの港でやる。そこには冷蔵庫なり流通業者が集まる。しかし、安全な船だま

りはその隣の、車で行けば５分か10分で行けるんですから、安全な船だまりは右側のＡ漁

港にする。水揚げはＢ漁港にする。そうすると、船を安全に確保するには、こういう仕組

みでその漁港をつくっていけばいい。しかし、こっちはやはり流通も大事だから、流通も

こちらに集約する。そうすると、買人も分散しない、冷蔵庫施設も分散しない、例えば計

量器をこちらにはつくらなくていいとか、例えばの話で、そういうグローバル的に漁港を

どうしていくかということを、将来の漁港設計にはやっていただきたいと思います。

それは、漁政課の方で一番進めている１県１漁港に将来つながっていくのではないかと

いう感じで、どこにどう入れたらいいかわかりませんけれども、漁港整備の中でそういう

ことも頭に入れておいていただきたいと思っています。それが、やがて県単位で漁業が救

われる道かなと思っております。

○近藤分科会長 どうもありがとうございました。これは実は経営の問題で非常に重要な

要素だと思いますけれども、具体的に長期展望で、特に見直しの部分で、それをどう組み

入れるかというのは、また事務局の方で御検討していただくということで、よろしゅうご

ざいますか。

○鈴木委員 結構です。
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○近藤分科会長 ありがとうございます。

どうぞ。

○櫻庭委員 資料３の４ページですが、高度衛生管理型という表現は、安全・安心のため

には確かに衛生管理型というのは早急に必要ですけれども、高度というのは今までと違っ

て新しい大きな壁でも、そんなものをつくりますということですか。

○宇賀神課長 言葉が高度というとわかりにくいかもしれませんが、我々で一定の基準を

設けまして、水質ならこれ以上とか、鳥が入らないように工夫がしてあるとか、それぞれ

の分野で荷さばき所のつくり方に関しまして、一定の基準を設けて、それに該当するもの

を高度と呼んでおります。

○櫻庭委員 今まではなかったのですか。

○宇賀神課長 これはもう５年前から使っております。

○櫻庭委員 失礼しました。

○近藤分科会長 あん委員、いかがでしょうか。何かよろしいですか。

○まくどなるど委員 もう言い過ぎたので、これで結構です。

○近藤分科会長 小菅委員は、いかがでしょうか。

○小菅委員 結構です。

○近藤分科会長 來生委員、いかがですか。

○來生委員 結構です。

○近藤分科会長 私の方から１つだけ、よくPDCAサイクルとかと言われているのですけれ

ども、今年でこの５か年計画が終了で、見直しで次の５か年計画ということになるのです

けれども、では過去５年間の評価は当然来年度ぐらいには出てくると思うのですが、遂行

率というか、５か年計画を立てて、それをどれだけ実行できたのか、その上で反省すると

ころで、このぐらいは遂行できなかったので、次の５か年計画で引き継ぐところと、当然

次に新しいこととしてこういうことをやっていこうと、特に①の安全が一番大きな、津波

と震災の復興が大きな課題だと思うのですけれども、これは全く新しく明確に入れるので

すけれども、ほかの②③については、どうなのかというところを、私たちも 低２年間は

委員を仰せつかっていると思いますので、来年度には是非この辺の過去５年間の実行率、

この辺の次の課題をどうするのかという評価をやっていただければと思うのですけれど

も、またお考えになっていただければと思います。

それぞれ皆様から御意見をいただきましたが、少し時間が過ぎて申し訳ございませんで

した。

でも大体、委員がこの委員会に期待するべき内容につきましては、ほぼ出そろったかな

と思いますので、それについては事務局の方で御検討いただければと思います。

宇賀神課長、よろしくお願い申し上げます。

どうもありがとうございました。

それでは、一応私の座長としての役割はこれで終了いたしまして、事務局にマイクをお
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返しいたします。

○宇賀神課長 どうもありがとうございました。

、 。それでは 参考資料を時間も経過しておりますのでごくごく簡単に御紹介申し上げます

まず、参考資料①でございます。こちらにつきましては、１ページから３ページまで見

ていただきますと、10月に各ブロックで各都道府県の担当の皆様、あるいは地元の漁業者

を代表される方から、次期の漁港漁場整備長期計画に関しまして、それぞれテーマを設け

て御意見をお聞きしております。

例えば３ページにあるような御意見をいただいております。

、 。またそれ以降のページにつきましては そのときに使用いたしました資料でございます

参考資料②ですが、こちらは本日成立するのではないかと言われている、第３次の水産

関係の補正予算の概要でございます。

開いていただきますと、１ページに水産庁関係で総額4,989億円という第３次補正予算

となっております。

そのうち、漁港の関係でいきますと２ページの下の方の「Ⅴ 漁港、漁村等の復旧・復

興」で2,560億円、大部分は①の災害復旧事業でございます。

後ろの方に行きまして、この対策の中では、先ほど話が出ました、９ページ、防波堤・

岸壁等の耐震化、改良の話、あるいは大きな流通拠点の漁港につきましては、高度衛生管

理型の必要性とか、あるいは11ページにまいりますと、漁村の復興、特に地盤のかさ上げ

の話が出ておりますので、ごらんいただければと思います。

続きまして、参考資料③でございます。こちらの方は、平成24年度、来年度の水産関係

予算の概算要求でございます。

、 、 、１ページ ここではまず水産庁全体では 今年の予算が2,002億円でありますけれども

来年度は1,941億円ということで97％、それに別枠で被災地の復興・復旧の枠が1,495億円

要求しております。

、 、 、そのうち 本日の御審議に関係の深い水産基盤整備については 下から３行目のところ

水産基盤整備というのがあります。23年度予算額の723億円に対しまして、来年度の概算

要求額として761億円、105.2％としております。これに別枠で復旧・復興枠が491億円、

合わせて1.7倍の要求になっております。

、 、 。中身につきましては その後のところでありますので ごらんいただければと思います

あと参考資料④と⑤は、先ほど申し上げました漁港漁場整備長期計画、それから基本方

針の本体があります。

後に参考資料⑥といたしまして、検討のスケジュールがございます。

８月３日に諮問いたしまして、本日２回目の審議をしていただきました。

次は来年、平成24年の２月上旬に骨子のとりまとめを行うこととなっております。２月

下旬に本体の検討です。そして、３月上旬に答申をいただければと思っておりまして、３

月下旬に閣議決定ということで、水産基本計画と一緒のスケジュールで考えております。
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以上、参考資料についての御説明をさせていただきました。

ありがとうございます。

○近藤分科会長 不手際で本当に申し訳ございません。ついつい意見が白熱しまして、で

きればもう30分ぐらいは別に時間を取っていただきたいと思いますので、次期長期計画で

ございますので、大体の方針はお伺いして、この方向で間違いないと思いますけれども、

ちょっと委員としてももう少し発言したいという方もたくさんいらっしゃると思いますの

で、次回は30分ほど余裕を持っていただければと思いますので、遠路はるばる北海道から

来られている方もいらっしゃいますので、なるべく早く終わりたいと思いますけれども、

そうは言っても国の方針で、魚価それぞれ個人個人も豊かにならなければいけないという

大きな目的を持っていますので、御了承いただければと思います。

今日は、本当にどうもありがとうございました。


