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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。

予定の時刻になりましたので、ただいまより第 回「漁港漁場整備分科会」を開催さ30

せていただきます。

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７名中現在５名の委員の方が出席されております。また、來生先生御出席の

予定とお聞きしておりますので、間もなくいらっしゃると思います。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、橋本部長からごあいさつを申

し上げます。

○橋本部長 橋本でございます。

委員各位におかれましては、お忙しい中をお集まりいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。

いよいよ、漁港漁場整備長期計画の改訂に向けて作業を進めているわけですが、地方の

方々からお話を伺い、そして、前回の審議会の方で委員各位からいろいろお話を伺いまし

て、今日はそれを基本方針見直しの素案あるいは計画の骨子案というような形でとりまと

めたものをお示しした上、広くいろいろな角度から御意見をたまわりたいと考えておりま

す。

我々現場には、震災復興を始め、非常に急がなければいけないいろいろな課題がござい

ます。これらをこれから 年度以降もしっかりとやっていくためにも、ここできちっと24

した長期計画をつくらなければというふうに思っております。

是非、今日はいろいろな角度から御意見をたまわりたいということをお願いいたしまし

て、簡単ですが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。

○宇賀神課長 ありがとうございます。

本日はあん・まくどなるど委員が御欠席でございます。來生委員は間もなくいらっしゃ

ると思います。なお、櫻庭委員におかれましては、所用により途中退席されると伺ってお

ります。あらかじめ御了承いただきたいと思います。

、 、 、続きまして 水産庁側の出席者でございますが これはお手元の資料にございますので

それでごらんいただきたいと思います。

次に、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。

まず、一番上に会議の次第、次に席次表、そして、分科会資料の一覧があります。

資料１「漁港漁場整備分科会委員名簿 。」

資料２「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針の見直し（素案）について 。」

資料３「漁港漁場整備長期計画骨子（案）について 。」

補足説明資料「次期漁港漁場整備長期計画の目指す主な成果（案）について 。」
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資料は以上であります。よろしゅうございますか。

それでは、これ以降の進行を近藤分科会長にお願い申し上げます。よろしくお願いいた

します。

○近藤分科会長 皆様、年度末にもかかわらず、多数の委員が御参加いただきまして、誠

にありがとうございます。

本日の議題は議事次第にのっとりまして、２つの審議事項が用意されております。

①漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針の見直し（素案）について。

②次期漁港漁場整備長期計画骨子案について。

前回、私の不手際で時間が大変超過してしまいまして、各委員に御迷惑をおかけしまし

たこと、心からお詫び申し上げます。本日はそういうことを考慮していただきまして、時

間を少し長めにとっていただいております。また、櫻庭委員におかれましては所用で途中

で御退場されますので、何かありましたら櫻庭委員の方から御意見を 初にいただきたい

と思いますので、よろしくお願い申し上げます。

そういうことで、議事に入りたいと思います。

初に審議事項①についてですが、事務局より説明をお願いいたします。どうぞよろし

くお願いいたします。

○宇賀神課長 それでは、お手元の資料２「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針の

見直し（素案）について」という資料につきまして御説明申し上げます。

この漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針というものの概要をまず御説明申し上げ

ますが、後に出てきます資料３「漁港漁場整備長期計画骨子（案）について」と基本方針

との関係について、まずお話し申し上げます。

まず、基本方針でございますが、内容といたしましては、漁港漁場整備事業の推進に関

する基本的な方向について記述してあります。また、漁港漁場整備事業の効率的な実施に

関すること、漁港漁場整備事業の施工上必要な技術的な指針について、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、これらについて書かれておりまし

て、農林水産大臣が定めることになっております。おおむね 年ほど先を見通して、漁10

港漁場整備事業の推進に関する基本的な考え方として示すということでございます。

一方、資料３の方の漁港漁場整備長期計画でございますが、こちらの概要といたしまし

ては、水産基盤の整備における課題に的確に対応する観点から、計画期間における漁港漁

場整備事業の実施の目標及び事業量を定める。これからの５か年間における事業の実施の

目標及び事業量を定めるということで、公共事業ですので計画的な実施を図るためにその

ような目標を定めるということになっております。

両者の関係でございますが、長期計画は基本方針に則して定めるということであります

ので、基本的なものとして基本方針がございまして、これに則して長期計画を定める、そ

のような関係になっております。

資料２を１枚おめくりいただきますと「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針目次
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新旧対照表」が１枚目にあります。この左側の欄が「新」となっておりまして、右側の欄

が「現行」ということであります。そこで、目次にアンダーラインが引いてあるところが

今回見直した部分ということになっております。

まず、 初のページの上から３行目のところに 「Ⅰ 漁港漁場整備事業の推進に関す、

る基本的な方向」とありまして、その下に、

１．災害に強く安全な地域づくりの推進

２．水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力強い水産業づくりの推進

３．豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進

この３つのところでアンダーラインが引かれております。これは前回も御説明申し上げま

した、これからの漁港漁場整備に関する３つの重点課題をこのように設定いたしまして、

それが従来の現行の重点課題と似たようではありますけれども、変えておりますので、そ

このところにアンダーラインを引いております。また、その中に（１）～（３ 、あるい）

は（１）～（５ （１）～（２）とありますが、その中の記述も一部変更しております）、

ので、アンダーラインが引かれております。

その下の方に行きまして、効率的な実施のところでも幾つか直した部分がございます。

次のページを開いていただきますと、事業評価、政策評価、民間活力の導入に関する事

項、あるいは漁港漁場施設の性能に関する事項、次のページの下の方にまいりまして、自

然環境に配慮した漁港・漁場の整備、これらのところで現行の一部見直しを行っていると

いうことでございます。

次に１ページをごらんいただきます。細かい修正もございますので、主なところを御説

明申し上げます。例えば下の方にアンダーラインが引いてあります。漁業就業者の減少あ

るいは大幅な変動、漁業用資材価格の上昇、こういったところは真ん中のところに見直し

の背景、理由が書いてあります。現在の漁業情勢を踏まえて一部修正をしたということで

あります。

その下のアンダーライン「こうした中、東日本大震災による地震・津波により北海道か

ら千葉県にかけて太平洋沿岸域にある漁港や漁村、水産業は甚大な被害を受けた 」これ。

は東日本大震災の被害状況の追加をしたものです。

１ページの一番下のところから２ページにかけて「東日本大震災の復旧・復興対策を実

施するとともに、今後発生が予測される大規模な地震・津波に備えて災害に強く安全な地

域づくりを進め 」ということで、これも東日本大震災を踏まえた全国的な防災対策の必、

要性を追加しております。

、 、 、２ページの一番下のところから３ページ ４ページにかけてでありますけれども まず

２ページの下のところに「１．災害に強く安全な地域づくりの推進」とあり、これがずっ

と３ページから４ページの上の部分まで大きく追加しております。これについて御説明申

し上げます。

「 ． 」 、 、２ページのところでは １ 災害に強く安全な地域づくりの推進 ということで 今回
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この東日本大震災によって被害を受けた地域は、豊かな漁場に恵まれているところであり

まして、全国の水産物供給においても大きな役割を果たしている地域であります。我が国

の水産業において重要な地域であります。この大震災では岩手県、宮城県、福島県、ほぼ

すべての漁港が被災したということで、併せて漁村、漁場も被害を受けております。この

ため、早期の水産業の再開、復旧・復興を推進していくということであります。

また、津波の発生が予想される全国の地域においても、今回の震災を踏まえて漁港、漁

村の防災・減災対策を強化していくということであります。

「 １）被災地における漁港・漁村の復旧・復興」については、沖合漁業・遠洋漁業の（

基盤となる生産・流通の拠点漁港を一刻も早く漁業が再開されるよう、緊急的に復旧・復

興を実施して、併せて高度衛生管理型荷さばき所の整備、岸壁の整備、また、防波堤、岸

壁の流通機能・防災機能の高度化を推進していきます。

また、沿岸漁業、養殖業、地域住民の生活の基盤となる漁港については、漁港間の役割

分担、機能の集約・強化の取組みを図りながら、漁船の係留場所の確保、地盤沈下対策の

実施など、必要性の高い事業から着手していきます。

また、漁村の復興については、地元住民の意向を尊重しながら高台への移転、集落の地

盤のかさ上げ、被災前の場所での再整備といったことにより 善の防災力を確保すること

としております。このとき、従前のコミュニティ、慣習に配慮し、併せて地域資源の再発

掘、再生可能エネルギーの活用による漁村のエコ化を推進していきます。

「 ２）全国の漁港の防災・減災対策の推進 、地震・津波に対して脆弱性を有する漁（ 」

港・漁村におきまして、漁業の継続や早期再開を図るための外郭施設、係留施設の耐震・

耐津波強化、あるいは漁港利用者が避難するための避難路、避難施設の整備、そして減災

計画の策定、推進が必要であると思っております。

また、現行のⅠ ２（１）をもとにして漁港間での支援ネットワークの構築というよう

なことも入れております。

「 ３）安全な漁村の形成 、これは現行のⅠ ３（１）をもとに一部修正をしまして（ 」

地震・津波に対する避難場所の確保、地域住民の安全を確保するという記述を加えており

ます。

次の２．でございますが、これは全体の表題を一部変えておりまして「２．水産物の安

定的な提供・国際化に対応できる力強い水産業づくりの推進」を重点課題として設定いた

します。

、 。 。修正点は アンダーラインのところでございます 現在の記述をほぼ尊重しております

５ページの一番上のところに、衛生管理のための施設や管理運営体制の構築ということ

を追加しております。漁港の衛生管理においては、運用面の対策が必要であるということ

から、これを加えております。

また、５ページの下の方にいきまして（３）のところ「現行のⅡ ４をもとに重点的に

取り組む課題の中の施策として追加」ということでありますけれども、アンダーラインを
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「 。」 、引いております 老朽化した施設の増大によるその機能低下が懸念される という表現

あるいは下の「長期的な視野に基づく予防保全的な対策を盛り込んだ戦略的な維持管理に

取り組む 、その下の「長寿命化」というような言葉を加えております。。」

、（ ） 「（ ） 」 。 （ ）６ページ ４ の表題を ４ 漁村における環境の改善 としております また ５

のところにつきましては、現行のⅠ ３の（２）をもとにしまして「波力、風力等の再生

」 、 「 」可能エネルギー といった表現 この委員会で御指摘がございました １次産業間の連携

あるいは「６次産業化の取組」という言葉を追加しております。

また その下の ３ 豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進 のところでは 水、 「 ． 」 「『

産環境整備』に即した表現に修正」ということで、アンダーラインを引いておりますが、

水産資源の状況は近年安定的に推移しているが、低位にとどまっているもの、あるいは悪

化しているものがあることにかんがみ、生態系全体の生産力の底上げを目指し、資源管理

施策と連携をしながら水産環境整備を進めていくという表現を加えております。

あとは、８ページの下のところに「被災地における事業間連携について追加」というこ

とで「被災地においては、関係省庁と連携しながら、漁港等の復旧・復興を行う 」とい。

うような関係省庁との連携の記述、９ページのところに「漁港の復旧・復興に関する方針

を追加」ということで「東日本大震災の被災地においては、漁港間の機能集約と役割分担

の取組を図りつつ、荷さばき所の整備に当たっては、水産物流通機能の高度化を行ってい

く 」という表現を加えております。。

ページ、これも再生可能エネルギーの活用ということで「省エネに向けた漁港のエ10

コ化の推進」という表現を、再生可能エネルギーに関連しまして記述を加えております。

ページの「Ⅲ 漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針に関する事項」12

「 ． 」 、 、の １ 漁港漁場施設等の性能に関する事項 ということで これも追加しておりますが

理由として「新たな設計法への移行に向けて記述を追加」ということであります。世界的

な設計基準等の動向に対応いたしまして、性能設計ということが 近言われております。

これへの対応を図るということで、この記述も加えております。

次の「２．漁港漁場施設等の規模と配置に関する事項」の中に、 ページの「 ６）荷13 （

さばき所」を加えております。前回５年前にこの基本方針を見直した後、公共事業におき

まして荷さばき所の整備が対象として加わっております。そこで（６）といたしまして、

荷さばき所に関する記述を追加しております 「漁獲物の量・種類や取り扱い形態等の荷。

さばき所の利用状況、野積場や製氷冷蔵施設などの関連施設との一体性を考慮して、その

機能を十分発揮させるため適切なものとする 」という表現を加えております。。

ページからは中段のところに「３．漁港漁場施設の構造に関する事項」とありまし14

て、これも先ほどの荷さばき所につきましては、 ページの下の方に（６ 、これは構造15 ）

に関する記述として荷さばき所の記述を加えております 「外力に対して構造耐力上安全。

なものとするとともに、漁獲物の量と種類、取り扱い形態等を考慮して、その機能を十分

に発揮させるため適切なものとする 」という表現を加えております。。
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ページは、一番上に「Ⅳ 漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境との調和17

に関する事項」の中に「 再生可能エネルギー』活用による省エネ対策を位置づけ」とい『

うことで、アンダーラインを引いておりますが 「漁港のエコ化を推進し、エネルギー使、

用量の削減、化石燃料使用量の削減、再生可能エネルギーの活用により、漁業活動に伴い

排出される二酸化炭素量の削減に取り組む 」というのを加えております。。

その後につきましては、大きな変更はありません。先ほども説明しましたが、振り返っ

10てみますと この 漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針 でございますが 今後、 「 」 、

年先を見通して漁港漁場整備の推進に関する基本的な考え方を整理するということであり

ます。

今回、主な追加事項といたしましては、東日本大震災を踏まえた記述を追加していると

いうこと、３つの重点課題を変更しているということ、その他再生可能エネルギーの活用

であるとか、性能設計の問題であるとか、そういったものを追加しているということでご

ざいます。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○近藤分科会長 ありがとうございました。

、 「 （ ）」ただいま 事務局の方から 漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針の見直し 素案

について説明がありました。事務局の提案を整理しますと、前回の審議において示された

変更の視点を基に、現在の基本方針と見直し（素案）についてまとめられております。見

（ ） 、 、直し 素案 については重点課題の変更に伴い 基本方針の目次が変更となっているため

目次の変更箇所を示したもの、見直し（素案）について現行の基本方針と比較して、変更

点について示しているものが資料となっております。

分量がそれなりにありますので、 初の方から御議論をたまわりたくお願いしたいと思

います。特に、 初の序文についてですが、まず、前回の基本方針の見直し以降の漁業情

勢が変化した部分について修正が行われているようです。委員の皆様方で御意見がござい

ましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

ということで、 初に序文のところの、前回の現行のところでもこれは入れ替わってお

りますし、それにプラス幾つかの案が出ております。そういうことで、何か御質問、御意

見がございましたら、よろしくお願いいたします。いかがでございましょうか。

突然こう言われてなかなか整理しにくいと思いますけれども、どなたでも結構でござい

ますので、よろしくお願いいたします。

やはり、今回の東日本大震災並びに津波被害、これによって多くの、全国の漁港ばかり

ではなくて、かつてあった千年に一度あるいは何百年、何十年に一度の地震というものな

り津波というものを見直す傾向になっておりますので、まず、働く場所、また生産する場

所としての漁港の位置づけの前に安全を高めるというところが、基本方針の序文の 初に

出てきているものと思われます。

また、水産物の安定供給ということで、流通拠点となる漁港の機能の強化とか、特に３
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番目の既存ストックの機能保全によるライフサイクルコストの縮減、こういうことも新し

い視点だと思います。それから、水産業を核とした意欲のある取組の推進ということで、

漁村漁港プラス地域周辺を入れた物流の拠点としての新たな展開をここに求めているとい

うようなものだと思いますし、また、３番目の方は資源を獲るだけではなく栽培する、そ

ういう技術の新たな視点、また、環境の整備のあり方、藻場・干潟の保全・創造というよ

うなことが新たに付け加えられていると思います。

いかがでございましょうか。

どうぞ、鈴木委員。

○鈴木委員 この素案の中身でよろしいですか。

○近藤部会長 どうぞ、結構でございます。

○鈴木委員 中身についてはそういうことはないと思うのですけれども、文言で感じたこ

とがあったので、申し述べさせていただきます。

今、漁業に従事する人は一番漁港の復旧、復興はともかく復旧、とにかく一日も早く元

に近い状態に直してもらいたいということであります。それで、１ページに「こうした中

東日本大震災による地震・津波に」云々ということで「北海道から千葉県にかけて」とい

うようなことで書いてあるのですが、中身は間違いないと思うのですけれども、その後に

出てくる文言で３ページのところに「この大震災では、岩手県、宮城県、福島県では、ほ

ぼ全ての漁港が被災するとともに 」云々ということで、復旧・復興対策を推進していく、

という文言があるのですが、ここだけ見ると、どうしても岩手、宮城、福島に全面的に復

旧するみたいに感じるところがあるんです。この３県は、間違いなくだれもが認めるほど

ひどく災害を受けたわけで、聞くところによると今月復興庁ができても、この３県には復

興局ができる、青森と水戸には事務所ができるという程度で、ニュースとか話題になると

きにこの３県がすべて話題になってくるわけです。

我々もそれに対して特別異論はないのですけれども、例えば私茨城県なんですれけれど

、 、 、 、も 茨城県なんかで知事が声を大にして言っていることは 地震の災害でも 例えば潮来

神栖、鹿島なんかは液状化がすごくて、水戸も相当災害があった。しかし、何か忘れられ

ているような、忘れるというか、どうしても話題がこの３県に集中していく。

そういう中で、漁港も青森県、北海道も被災を受けたわけですか、私、わかりやすく自

分の茨城県のことを申し上げますと、茨城県でも平潟、大津、大洗、鹿島と被災を受けた

んです。私のところを多分に言うと、私が所属しているところは北茨木市の大津港という

漁港なんですが、これはもう全壊状態です。水産庁さんの試算によると二百数十億かかる

のではないか。今まで年間３億ぐらいの予算でやってきたものですから、これは相当なお

金は入れてもらえるのでしょうけれども、何十年かかるかなというような状況で、かつて

昭和 年代イワシの大漁のときには漁獲数量の水揚数量で全国 位に入ったこともある50 10

港です。それが、開港以来、勿論明治、江戸時代のころから漁業やっていましたが、昭和

のころから始まって港という名前になって以来今年初めて、大津港にはまき網船団が６か
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統で 隻いるんですが、これが初めで自港へお正月に帰ってこられなくて、銚子港に全20

船入れてもらって、バスで帰ってきた。

震災以来は本当にちょっと入るぐらいで、勿論、水も仕込みませんし、電気も通じない

からなのですが、そういうことで３県以外でも１つの漁港をとってみると、この３県に負

22けない 負けないというとあれですが 被害としては全壊を受けている ちなみに ４月、 、 。 、

日にも天皇皇后陛下がいらしてくれて、漁港に対してお見舞いいただきましたが、そうい

う状況なものですから、そういうことはないのはわかっておりますけれども、この文言の

ところで岩手、宮城、福島で全面的に復旧・復興を推進していくという文言を、下に書い

てありますからわかるのですけれども、ここに何かプラスしてもらえば、この３県のほか

にも被災を受けた北海道から千葉県までのところも直していくというような、やってくれ

ているのはわかっていますけれども、ここにちょっと入れていただければありがたいなと

思います。

○宇賀神課長 そこは工夫したいと思います。

○近藤分科会長 工夫していただけるということですので、恐らく、被害なり漁港の復興

あるいは再生というようなことでは、普通の復興案とは違う意味を持っていまして、いわ

ゆる表で水面に上がっている漁港という施設と、水面下にある養殖漁場とかナーサリーの

ような海面あるいは海底、これは実は三重県まで影響しているのです。ですから、磯根漁

港漁業についてもかなりのダメージがあって、いまだにその環境が元に戻っていないとい

う問題があって、この辺で港湾とは違う漁港としての目というか、あるいは水産業、漁業

としての目を少し追加していただいて、実は、非常に広域なダメージを受けている。だか

ら、表面波で来ているのではなく、そこの一つの大きな流れとして、衝撃波として三重県

の辺りまでは、英虞湾もある意味で磯根漁業は壊滅的に被害を受けているところがあると

いうことですので、そういうことも含めての見直しをしていただければと思います。

何か、ほかに御意見ございますか。

どうぞ、岡本委員。

○岡本委員 私も鈴木委員さんと同じく、震災の方の復旧・復興は一日も早くやっていた

。 、 、 。だきたいと思っています でも その３県に限らず やはり危険な漁港もあると思います

小さいところで私も秋田県なんですが、私のところは地震で被災したわけではないんです

けれども、とても怖い港なんです。地形の関係上だと思うんですが、前にも言ったと思う

のですけれども、船が港に入って荷揚げするときに危険なんです。若くて足の長い人が船

と岸壁に両足をかけて渡すんですけれども、横揺れでなくて縦揺れの本当に怖い港ですの

で、そういう小さいところも見直しをしていただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。

○近藤分科会長 今お二人の委員から意見が出ておりますけれども、もうかなり実際の序

文の方から、素案の方の具体的基本方針に入っておりますけれども、その手前の方で何か

大項目、中項目につきまして、御意見ございますでしょうか。
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もしなければ、私の方から１つ、荷さばき所というのを付け加えていただいたところは

大変すばらしいと思いまして、今までこれが、本当は重要な施設なんですけれども、意外

とこういうところが抜けていたりなんかいたします。特に の問題で魚等の魚介類HACCP

の取扱いの清潔の問題なんかもありますし、そういうことでいけば、荷さばき所の整理と

いうのは非常に大きな課題だと思っておりますので、これを取り上げていただいたことは

感謝申し上げます。

これと併せて、この辺で細分化された文章の中に入っていくことでは、後ほど出てくる

と思いますけれども、洗浄水というのか、漁港の中で汚れた水を循環させて使っている洗

浄水なんかも出てきますので、この辺が荷さばき所の中の位置づけで考えていただければ

、 。なというようなところもありますので 後ほどまた御検討いただければと思っております

ほかに、この辺で何か新しく付け加えられたところにつきまして、大項目、中項目の辺

りでは何か御意見ございますか。

特別なければ、先ほどの方向性についてこれから具体的にお話をしていただきたいと思

います。いわゆる今回の見直しにおいて、長期計画とも関連しておりますので、重点課題

に対する方向性が具体的に１ページからずっと示されております。

１つ目の課題は、先ほど御指摘いただいた「１．災害に強く安全な地域づくりの推進」

ということで、 の東日本大震災並びに津波についての漁港・漁村の防災あるいは減災3.11

という視点で、復旧・復興と併せてこのところが大きな課題となっております。

２つ目が「２．水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力強い水産業づくりの推

進 、これについては水産物の流通拠点、漁港の機能強化、地域の中核的な漁港の機能強」

化、既存ストックの機能保全、漁村の環境改善、水産業を核とした６次産業化の取組みな

どが具体的に含まれてございます。

３つ目の課題は「豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進」ということで、漁場の

再生や水産資源の向上に関する課題となっております。

この辺をもう一度見直していただきまして、先ほど宇賀神課長さんがおっしゃいました

詳細な線を引いたところでの重点課題、これにつきまして何か御意見ございましたらよろ

しくお願いいたします。どなたでも結構です。

先ほど、序文のところでの範囲の話、東日本大震災の地震・津波の範囲の問題ですが、

もう少し広くとらえていただきたいということが具体的に挙げられておりますので、これ

、 。が序文との関連で各項目の中で どう文言を整理していただくかということだと思います

これは事務局にお任せいたしますので、よろしくお願いいたします。

ほかにこの文章の中で何か具体的にございませんか。

あと、大きなところでは３ページの「 １）被災地における漁港・漁村の復旧・復興」（

の中で再生可能エネルギーというものが出てきているわけですけれども、この復旧・復興

の中でどういう形で再生エネルギーを活用するのか、それから、これは被災地だけではな

くて、全国の漁港・漁村で自然再生エネルギーを使っていくということが大きな重点課題
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だと思います。これがもう少しほかにもうまい具合に出していただければ、より具体的な

事業化として推進できるのかなと。

あと、漁業の中で自然再生エネルギーが具体的に漁港の中あるいはどういうような形で

これが展開できるのかというのも大きな課題だと思いますので、文章の中にもう少し細か

く再生エネルギーというのは入れておいてもいいのかなという感じがいたしますので、そ

れと、技術開発の中でもこういうことがうたわれていればいいのかなと思っておりますの

で、御検討いただければと思います。

いかがでございましょうか。ほかに何かございますか。

○小菅委員 ちょっと戻るかもしれません。

○近藤分科会長 どうぞ、戻って結構です。

○小菅委員 ３ページの「 １）被災地における漁港・漁村の復旧・復興」のところなん（

ですけれども、以前の会のときでもお話が出ていたかと思うのですけれども、漁港の拠点

化というのがあったと思うんです。４ページのところで上から４行５行目の辺り、また、

地震等の後で「漁港間での支援ネットワークの構築」と書いていますけれども、市場など

の統合により漁港を拠点化するというのはここに含むという理解でよいのでしょうか。

○宇賀神課長 ３ページの「 １）被災地における漁港・漁村の復旧・復興」の文章のち（

ょうど中間ぐらいのところに沿岸漁業・養殖業ということで始まるところの２行目の終わ

りのところで「機能の集約・強化の取組を図りつつ 」という表現がございまして、従来、

からも例えば陸上の市場であるとか、冷凍冷蔵庫であるとか、カキの処理場であるとか、

すべての漁港に整備しているというわけではなく、まとまったところにあるという性格の

施設もあります。

今回、多くの施設が被災してしまいそれを復興するときに、まとめた方が効率的でいい

というものはまとめていく。個々の漁港にあった方がいいものは個々の漁港に置くという

ことを一度考えた上で、機能の集約を図って、それによって地域の水産業が強化できるの

であればそういう方向に持っていくということをここに書いております。

○小菅委員 わかりました。

○近藤分科会長 よろしゅうございますか。

（ ）、（ ） 、 、「（ ）１ ２ は今お話の中でいろいろと言われていることでございますが あと ３

既存ストックの機能保全によるライフサイクルコストの縮減」５ページになります。これ

も前から言われていることで、なかなか手につきにくいといいますか、道路と橋脚、橋梁

については具体的に補助事業として各省庁が国土交通省の中でこういうことが具体的にさ

れていますけれども、漁港の中でライフサイクルコストを具体的に、非常にお金のかかる

ことで老朽化してきた漁港も増えてきていると思いますので、これは護岸もそうですし岸

壁もそうですので、この辺が今後大きな課題になるのかな。この辺をもう少し推進できる

ような文言をもっと強力に書いていただいてもいいのかなという感じがするのですけれど

も、具体的にはどういう言葉に置き換えてどうやれということは今、アイデアはないので
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すけれども、非常に重要な課題で、どこもそうなんですけれども、メンテナンスコストで

終わってしまって、つくりかえるということがなかなか今後しにくいので、この辺を今後

どういう形で再整備していくのか、この辺がかなり重要な課題かなと思っています。恐ら

く、戦後整備されてきて 年、 年経ってきているものは、もっと経っていますね。そ50 60

ういうものが今後どう再整備するかというのは非常に大きな課題でして、下手すると拠点

漁港は拠点なので整備しやすいと思うのですけれども、それ以外の拠点漁港から外れたと

ころが今後どうそれを整備していくのか。地方自治体が中心となってやっていただけると

思うけれども、漁港まで手が回るのかなという心配もありますが、文言には是非、たくさ

んそういう課題も出してほしいし、逆に後ほど御説明があると思うのですけれども、パワ

ーポイントでいろいろと具体的な目指す成果とか方向性について数値目標をつくったりな

んかするのですけれども、ネガティブなインパクトの要素も、例えば築後 年経ったも50

のがこれだけありますと、これはストックなので、これをどう有効にするか、あるいは再

生するか、どうするんだというところも大きな課題になるのかなと思いますので、あくま

でもこれは具体的なものではないので、目標、基本方針ですので、もう少し大胆にそうい

う必然性があるみたいなところのことを書いていただいてもいいのかなという感じがいた

しました。

ほかに何か御意見ございますか。

実際に鈴木委員や小菅委員も櫻庭委員もそうだと思いますけれども、皆さんの周りでも

漁港が古くなってきたりとか、岸壁の修繕が必要になってきたり、あるいは防波堤をもう

少し伸ばしてほしいとかという御意見があると思うのですけれども、まさにここに既存ス

トックの機能保全によるライフサイクルコストの縮減ということで、皆さん直接投資はし

ないでしょうけれども、地方自治体なり国が直轄でやるにしても、もっと積極的にやって

ほしいという御希望もあると思います。先ほどの港の再整備もそうだと思うのですけれど

も、岸壁の整備のところで、もしくは静穏度を高めるための漁港の外郭施設をもっと延長

してほしいとか、まさにそういうところではないかと思うのですけれども、岡本委員、何

かほかに付け加えることはございますか。よろしいですか。

○橋本部長 今の話、まさにおっしゃるとおりでございまして、我々の試算でもこれから

新しく更新していかなければいけない、つくり直していかなければいけないというニーズ

がどんどん増えてまいりますと、これから 年とか 年とか経ってしまいますと、恐ら10 15

く事業費のほとんどがそれにかかってしまうというような時代が来るのではないかとい

う。 年から 年ぐらいで寿命を迎えると仮定しての話でございますが。したがいまし40 50

20 30て、ここで書かれているように、まず、選別いたしまして、今ある施設を更に 年、

年と長く使うことができれば、これから大量に来るであろう更新需要を少しなだらかする

ことができるので、こういったことを考えなければいけないと思います。

また、これから新しくつくるものにつきまして、これまではある意味の寿命というもの

を考えながらやっていたのですが、ライフサイクルコストを意識しながら長期的に社会に
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対する負担が少ないようなものができるのかどうかというようなことも議論をしなければ

いけないと思っています。

今ある漁業の中の機能を守らなければいけないところは守らなければいけないわけです

から、そういった中で、人口が減っていく中で、いかにこの施設を有効に活用していくの

、 、 、かは 非常に重要なことと思っておりますので 分科会長に御指摘もいただきましたので

一生懸命考えていきたいと思います。

○近藤分科会長 ほかにいかがでございましょうか。

○橋本部長 あともう一点言っていいですか。

○近藤分科会長 どうぞ。

○橋本部長 あともう一点、先ほど委員長から再生可能エネルギーの話を御指摘いただき

ました。被災地のところで再生可能エネルギーの活用については、今回ゼロからスタート

する部分があるわけでございます。その復旧に当たっては、海辺にあって風だとか太陽だ

、 、とかいろいろほかに比べて手軽に入るエネルギーが 利用ができるものがあるのであれば

基本的な方向の中に書いているのですが、技術の中の方でも全国的に考えるべき点などを

書かせていただいておりまして、まず、 ページのところに「 １）自然環境に配慮した17 （

漁港・漁場の整備」ということで、今後の話のところにも漁港でエコ化というのを推進で

きないかということで記載しております。例えばこれから燃油代が上がるときに電動漁船

利用の可能性などをいろいろ調査検討しているわけですが、含みまして漁港自体でかかる

エネルギーを減らして、化石燃料に極端に偏重しているので、特に沿岸漁業や養殖業など

は、ある程度減らすことが可能ではないかというふうに考えており、地元とともに考えて

いきたいというふうに考えております。

○櫻庭委員 よろしいですか。これで私退席しますので。

○近藤分科会長 どうぞ、よろしくお願いいたします。

○櫻庭委員 基本方針については、私はこれで結構だと思います。今、話されていること

と、部長も話されたことというのは、具体的に今度運用するときにそのことが出てくるこ

とであって、それはこの文言の中である程度整理されていますね。ですから、そういう意

味では基本方針として、私は結構だと思います。

○近藤分科会長 わかりました。

基本方針ですので、逆に余り固定的にがんじがらめに法律をつくるようにやるよりも、

ほんわかとしながら要点を外れない、また、ちょっと近未来的だけれどもこういうものは

入れておいた方がいいのではないかというのもあると思うのです。そういうのでキーワー

ド的な文言を５か年といえども、その５か年が次の 年にもかかわってきますので、漁10

港の整備という水産業の根幹をなす基盤ですので、ここのところでこういうことを出して

ほしいというものがあれば入れるべきだと思っています。今、たまたま部長がおっしゃっ

ていただきました自然再生エネルギーのを活用した電動漁船について、実は、つい 近レ

ンタカーで日産の電気自動車を借りたところすごくトルクがあって坂道でもどんどん平気



- 13 -

で上っていけるのです。ところが、走行距離が短いのです。とにかく坂道ならば に30km

１回充電していかないとすぐだめになる。そういうことで電動漁船などは実験的に今後使

われていくと思いますので、そういうときのネットワークで充電する場所が必要となりま

。 。 、す 拠点港にすべて戻ってこないと充電できないとなると問題なのです そういう意味で

どこかでモデル事業で将来そういう省エネ的な漁船の開発と併せて、そういうエネルギー

供給のネットワーク化といいますか、ガソリンとかそういうものは漁船の燃料はある程度

そういうことはできるのでしょうけれども、そういうものが、たとえ電動漁船ができて、

それこそ 分乗っていたら蓄電しなければいけないということになったら、どこに寄っ30

たらいいかということになるわけですね。

そういうことで、どこかにそういう文言が触れられた方がいいのではないか、そういう

ので皆さん組合とか何かでいろいろ漁港に直接かかわっている方は、将来こういうものが

あったらいいなと今後、５年と言わず 年後でもいいから、基本方針、長期計画の中に10

そういうものがほしいなというものがあったら、また、事務局の方にこの会議とは別にま

た出していただくというのも重要なことだと思うのです。是非、それはお願いしたいと思

います。櫻庭委員は途中で退席されるということですが、他に何か気がついたことがあり

ますでしょうか。

○櫻庭委員 いや、結構です。

○近藤分科会長 いかがでございましょうか。

どうぞ、鈴木委員。

○鈴木委員 ちょっとこの部会かどうかわからないのですが、とんちんかんになるかもし

れないけれども、総体的なことでいろいろなグローバルな世界になってきまして、水産業

としても守りばかりではなく攻めていかなければならないのではないか。

我々がとっているサバ類などは、中国にも相当急激に輸出が増えてきまして、福島の問

題、原発の問題なんかがいろいろありましたけれども、ここ何年間で急激な右肩上がりに

なっています。それから、中近東、アフリカ辺りにもサバがいろいろな料理の仕方をして

増えている。マグロのお刺身なんかはもう有名ですが。

そういう中で、消費者あるいは水産加工業者、水産冷蔵業者さんなんかが将来において

漁港の形成の中でそういうのに対応するような冷蔵施設とか、それから、例えばそういう

ことになればトラックとか何かではなく船で運ぶとか、拠点港に冷凍コンテナが来て、そ

れが直接アジア、アフリカへ行くというようなことをした場合に、今、輸出業の問題はど

うだかわかりませんけれども、やはりそういう漁港から直接行けなければ港湾まで行くコ

ンテナ施設をつくるとか、専門でないものでよくわかりませんけれども、そういう将来性

において日本の近海の魚が世界中で食べられるようになるための漁港整備と漁港の後背地

整備なんかも、これから先になるかもしれないけれども、現実には非常な勢いで輸出もさ

れている、水産庁さんの方がよくわかると思うのですけれども、そういうのをこの漁港の

一環として整備の題目に入れてもらえるとありがたいなという感じがします。
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専門でないのでよくわからないけれども、みんなから聞くとそういう話が水産業者さん

から出ているものですから、分科会長さんがそんな話があったらと言ったもので、今、思

いついたというか、聞いていたことを思い出したもので、よろしくお願いいたします。

○近藤分科会長 何か來生委員が企画委員のお一人でもありますので。

○來生委員 直接関係ないのですけれども、先ほどの再生可能エネルギーの活用による省

エネ対策の位置づけというところとの関係で、ここの記述はそれはそれでわかって、でき

上がった再生可能エネルギーを使っていろいろなことをやって、今、再生可能エネルギー

でいろいろな省庁が取り組んでいることの１つは、例えば洋上風力発電みたいに横の空間

そのものをうまく活用するという、漁港が持っている空間としての機能を再生可能エネル

ギーのために活用するというような視点での漁港・漁場整備ということが、どこかで触れ

られているか触れられていないか。触れられていないとしたら、そこに触れなくてよいの

かということがちょっと気になりました。

○近藤分科会長 いかがでしょうか。

今、２つ出されたのですけれども、どなたか。

○宇賀神課長 それでは、１つは、鈴木委員御指摘の輸出の関係でございますが、今、漁

港の分野で重点化して取り組んでおる項目に衛生管理型の荷さばき所ということで、例え

ば青森県の八戸で取り組んでいますのは、サバとかそういうものが にも輸出できるよEU

うな水準のものをつくろうということで、フィッシュポンプで船から荷さばき所内に取り

入れて自動的に選別する仕組みなどにより少しずつ衛生管理に取り組むことにより将来は

輸出につなげるチャンスも考えていこうというふうな取組みが行われていますので、我々

としてもそういった魚を衛生的に扱うということに力を入れてやっているところでありま

す。

また、來生委員のお話の再生可能エネルギーでございます。我々の漁港・漁村の分野で

再生可能エネルギーをどのように使うかといったときには、漁港では冷凍冷蔵庫であると

か、あるいは製氷機であるとか、そういった電気をたくさん使う漁業協同組合等が所有し

。 、 、ている施設がございます これを 再生可能エネルギーにより賄っていくことができれば

その分、電気代の節約になるし、また、 の排出削減にもなる。こういうところが一CO2

番大切かと思います。

ただ、漁港の区域はそれほど広いものではありませんので、例えば洋上風力発電で一般

の電力会社が漁港の区域で発電を行うということについては、なかなか現実問題としては

そう多くないのかなというような感じがいたします。洋上ということでありますと、漁港

、 、からかなり離れてきますので これはまた別の調整の問題等があるかと思いますけれども

我々がここで一番考えますのは、漁港の中で使う電力を再生可能エネルギーで賄っていけ

ないだろうかということをメインに考えております。

○近藤分科会長 よろしゅうございますか。

鈴木委員に対する御回答だと思いますので。
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○橋本部長 いろいろなことを言うので恐縮ですが、これはまだ今、たたき台で、これか

らどうやっていこうかというところ、御意見もいただきながら考えてまいりたいと思いま

す。

今、宇賀神課長から市場の話が出ましたけれども、鈴木委員がおっしゃっていますよう

に、加工とか流通にわたって拠点の港とその周りの港でどうやっていくのかは非常に大き

な問題だと思います。問題というか、非常にメリットのある課題だというふうに思ってお

りまして、我々もここに国際化に対応できるというのをあえて一生懸命書いているのは、

まさに輸入から守るというよりは、外に攻めていくということが我が国の水産業はできる

のではないか、そのための中長期的視点で漁港を整備するものですから、今回の震災復興

に当たっても各地で市場が壊れてしまったときには、港をつくるにも何とかこれからの未

来を見て復興していこうという話を各地でやっておりますので、そういう話も含めて実現

できるよう位置づけしていきたいと思っております。

それから、再生可能エネルギーについては十分な検討ができていないのですが、宇賀神

課長が申し上げましたように漁港のエリアは海との接点があって、これまでも我々は風が

強いとかいろいろなそういう意味でのメリットがあるのではないかと思っていたのです

が、更にもっとかなり広い面で開発するというような形になると、漁港の場合、面的な広

がりがやや足りないのではないかというふうにも思うのですが、陸と海との接点にある漁

港施設なんかと一体的にいろいろなことができないか検討する余地はあると思っておりま

す。

○來生委員 よろしいですか。

何というか、ウインドファームのような大規模なものでなくても、漁港ニーズに対応し

たものを少しつくれるようなことということは可能なのかな。実は、数日前、波崎の漁業

協同組合がお作りになった風力発電等を見させていただいて、あれは陸上につくりました

、 、けれども 状況次第では違う場所ということもあれぐらいの規模だったら可能なのかなと

そんなふうに思ったということです。

○近藤分科会長 ありがとうございます。

私も文言で技術的とか空間的に、制度的に今すぐ準用できなくても、指針ですので、あ

るいは基本方針ですので、そういうことがどこかに盛られていて、時代とともにそれが変

化していくというのかな、そういうものに対応できるものであればいいのかなと思ってい

ますので、国際漁港でもいいと思うし、エネルギー基地としての漁港ということでも私は

いいのかなと思います。ただ、あえてそれはどう今後展開するかは時代とともに変わって

いくものですので、ただ、キーワードとしてそういう目標もしくは社会的なエンジニア、

ある会社がそれだったらうちではこういうものをつくってあげましょうとかという、挑戦

するきっかけになって、では、漁港ではこういうことをやろうよとか、そういうものにな

ると思いますので、やはり指針としては長期計画の骨子の素案ですので、そういうものが

どんどん含まれていっていいのかなと思いますので、是非、事務局としてもその辺の未来
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を見通しながら入れられるキーワードは入れてみよう、実際それが動くかどうかはわから

ないけれども、時代とともに技術が開発されたり空間のニーズが出てきたり、また、漁業

組合、漁民の方々が便益としてそれが享受できる仕組みに組み入れられる、それが法律制

度としてもうまい具合に動いていくように変換されていくことが求められると思うので

す。そういうことで、そのための基本方針だと思いますので、そういうものがあればとい

うことで、皆さんにお聞きしたいと思ったので、今すぐここで回答が出ることではござい

ません。

ただ、基本方針として、先ほど櫻庭委員がおっしゃったように、私もこれは一つの見識

でいいものがまとめられているなと思っていますので、これをよりよくするために何か新

しいキーワードを追加できて、それは否定するものではなくて、今後発展するための礎に

なるようなものではないかと信じておりますので、あえてそういう御発言をいただきまし

た。

ありがとうございました。

ほかにはございませんか。

どうぞ、小菅委員。

○小菅委員 まだ、まとまりがないのですけれども、漁港漁場を取り巻く社会環境という

ところで、私も常々思っていますのは、今、漁業界においては業者数がどんどん減ってい

る、あるいは若手の業者がいないということから思っていたのですけれども、これから漁

港建設をする場合は３つ私は思っているのですが 「訪れたくなる漁村づくり 「働きた、 」、

くなる漁村づくり 「暮らしたくなる漁村づくり 。こういったものを一つキャッチフレ」、 」

ーズか何かで、一般の方でも漁港へ足を運ぶ、漁業というものをそこで知っていただくと

いうことで、漁業と都市との交流という感じにもなるのですけれども、そういうことで漁

港の利用の仕方をしたらいかがかなと思っています。

そういう文言をまたどこかに考えていただけたら。

○近藤分科会長 そうですね。漁港と漁民がメインですので、働きたいというのはまさに

そういうことで、あと、若い人が継承していくということもあるでしょうし、新規参入で

今まで別なところで働いていた人たちが、では、老後でもいいからここで働きながらやっ

てみようかということもあり得ると思います。まさに観光ということでの観光漁業という

のはもともと水産庁でも推進する一部でございますので、訪れたくなるということで、そ

れをどういう形で入れていくか。文言として入っているのですけれども、この３つの要素

をうまい具合に、そうすると序文の方なのかどこかで出てくるかなという気がいたします

ので、また一つ新しい視点として「訪れたい 「働きたい 「住みたくなる」という３」、 」、

つのキーワードがうまく展開できるようなものになるかなと思いますので、事務局の方で

また御検討いただければと思います。

事務局の方で、何か御意見ございますか。

○山本課長補佐 防災漁村課の山本です。
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御指摘ありがとうございます。今、御提言があった３つの視点は非常に大事なことで、

これまでも我々の方の漁村のあり方の検討会ということで、提案してきた視点でございま

す。今回の指針の中では６ページに１つ、漁村の交流等の視点を入れていきたいというこ

とで「 ５）水産業を核とした意欲のある取組の推進」ということで、漁港の方々との交（

流、それから、漁村での地域資源を活用した６次産業化といったような視点をここに盛り

込ませていただいているということで、これを１つの目標として、いわゆる基盤整備の方

でもそれを支援するような整備を進めていきたいと考えております。

○近藤分科会長 どうもありがとうございます。

確かに、ここに含まれて書かれておりますので、もう少し夢のある言葉で書いてもらい

たいというのが希望としてあるのかなと思ったのですが。それと、私個人も気になったの

ですけれども、第６次産業化というのはある意味でわかりやすいような、わかりにくいよ

うな言葉なんですけれども、何か別な言葉で表現できないかとか、今の若い人たちにもわ

かりやすくて、これだったらおれも１つのライフスタイルとしてここで過ごして働いてみ

ようかというようなイメージの湧くような言葉というか、あるいは産業の新しい姿みたい

なことを彷彿とさせるような言葉、それが括弧して第６次であればよくわかるのかなと思

うのですけれども、これは私もアイデアはすぐないのですけれども、検討することが必要

かもしれないですね。特に若手の行政マンが集まって酒飲みながらこれどうだろうかとか

考えていただくのも、まさに知恵のある仕事だと思いますので、御検討いただければと思

います。よろしくお願いいたします。

ほかにいかがでしょうか。何かこの資料２について付け加えたいこと、あるいはこの視

点でどういうことを言っているのかということで御質問がございましたら、どうぞよろし

くお願いいたします。

あと、具体的には減災と防災という話になっているのですけれども、こういう言葉が表

現されていれば今後各施設に対しての防災・減災というのが、より技術的に今後発展する

余地がたくさん出てくると思いますので、それは次の世代なり技術開発を待って展開して

いくということになると思いますので、そこに荷さばき所を付け加えたというのは大変す

ばらしい見識ではないかと思っております。このままこれは残していただきたいと思いま

す。

ほかにはいかがでしょうか。何かございませんか。

特別御意見がなければ資料２についての討議を終了したいと思います。ありがとうござ

いました。

それでは、次の課題であります②の方の資料について、次期漁港漁場整備長期計画骨子

（案）につきまして、御説明を事務局からしていただきたいと思います。

よろしくお願い申し上げます。

○宇賀神課長 それでは、お手元の資料３「漁港漁場整備長期計画骨子（案 、続きま）」

して、補足説明資料を説明させていただきます。
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まず、資料３です。この漁港漁場整備事業長期計画は、先ほど御審議をいただきました

基本方針に則して策定するということでありますが、今回はその骨子と考えられる部分を

整理しております。

１ページの一番上のところからですが 「第１ 漁港漁場整備事業についての基本的考、

え方 。まず、この東日本大震災、北海道から千葉県の漁港・漁村に広範囲かつ甚大な被」

害が発生した。

この被災地、先ほどの繰り返しのところもありますけれども、水産業にとりまして非常

に重要な地域でありますので、漁港・漁村の早期復興を果たすことが必要である。

一方、我が国の水産業をめぐる情勢をかんがみますと、高齢化の進行であるとか、ある

いは食品の安全・安心、品質・衛生管理に対する消費者の関心の高まり、そして資源の低

迷、悪化等があります。

このため、水産資源の回復、生産力の向上を図るために、漁場の環境整備、それから、

生産の場としての漁場のみならず、生態系全体の生産力の底上げを目指すような水産生物

の生育の場の機能の強化・充実が課題になっています。

また、新鮮、良質な水産物を消費者ニーズに対応して提供するということで、出荷体制

の構築あるいは海外への我が国の良質な水産物の輸出体制の構築による国際競争力の向上

が必要であると考えています。

また、漁村については防災力の強化、あるいは生活・労働環境の改善が重要である。

こうした点を踏まえて、今後５年間に重点的に取り組むべき課題につきまして、先ほど

から申し上げております３点、

（１）災害に強く安全な地域づくりの推進

（２）水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力強い水産業づくりの推進

（３）豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進

という、１番の基本的な考え方であります。

それから「第２ 実施の目標 。次の基本課題に重点的に取り組むということで、１番」

「 」、「（ ） 」 、の課題 １ 災害に強く安全な地域づくりの推進 １ 実施の目標 につきましては

「ア 東日本大震災の被災地における漁港・漁村の復旧・復興 、これは先ほどのものと」

基本的に同じでありますけれども、沖合・遠洋漁業の基盤となるような全国的な生産・流

通の拠点漁港、これについては早期の漁業再開に向けて平成 年度末までに漁港施設等25

の復旧にめどをつけるとともに、流通の高度化に対応した荷さばき所、岸壁、また、用地

の地盤のかさ上げ、あるいは地震津波に対する防波堤、岸壁の機能強化といったものを実

施することとしています。

次に、地域水産業の生産・流通の拠点となる漁港については、 年度末までに復旧に25

めどをつけ、沿岸・養殖業、地域住民の生活の基盤となる漁港におきましては、 年度27

末までに必要な機能を回復させることとしています。

こういった漁港間での機能の集約、強化、役割分担の取組みをしながら、漁船の係留場
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所の確保、地盤沈下対策など必要性の高い事業から実施していきます。

また、漁村の復興については、地元住民の意見を尊重して漁村の被害状況、復興の進捗

状況に応じて防災力の強化、生活環境を改善することとしています。

「イ 東日本大震災を踏まえた災害に強く安全な地域づくり 、これは全国的な範囲で」

の防災対策という意味です。

１つ目のポイントですが、東海・東南海・南海地震等大規模な地震・津波の被害が予想

される地域におきましては、外郭・係留施設の構造の強化、避難施設の整備、こういった

ものをソフト施策と一緒に推進します。

また、災害発生時に避難地となるような緑地・広場の整備と一緒になった漁港漁場整備

を推進して、漁港・漁村の防災力を向上していきます。

（２）としまして、これらのための目指す主な成果といたしまして、１番目のポツです

が、水産物の流通拠点となる漁港における産地市場前面の陸揚げ用岸壁の耐震化、これに

より災害発生後速やかな水産物流通の再開に寄与します。

２番目のポツ、地震防災対策強化地域等における漁港・漁村において、避難路、避難施

設等を整備して防災機能を強化します。

事業量としましては、水産業の早期再開のための事業ということでアとして漁港施設の

耐震化の整備の地区数、それから、イとしましてソフトと一体となった漁村の防災機能の

強化を図る整備の地区数というのが事業量として考えられるということであります。

次に、２つ目の大きな課題としまして「２ 水産物の安定的な提供・国際化に対応でき

る力強い水産業づくりの推進」のところ （１）の目標ですけれども、水産物の生産から、

陸揚げ、流通・加工までの一貫した供給システムの構築に当たって、生産コストの縮減、

鮮度保持対策、衛生管理対策に取り組む水産物流通拠点漁港への重点化を図り、輸出の促

進あるいは輸入水産物に対する我が国の国際競争力の強化、消費者に信頼される水産業づ

くり、これを実現していくこととしています。

２番目のポツですが、水産物の安定的な提供に向けた漁港機能の適切な保全のために既

存漁港施設を計画的に補修・改修します。

３番目のポツですが、水産業を核として漁村にある地域資源を活用して、新たな付加価

値を生み出す６次産業化の取組みの推進とともに、集落排水施設との一体性を考慮した漁

港漁場整備事業を推進して、漁村の生活・労働環境、漁港・漁場の水域環境の改善を図る

ということであります。

３ページ目の「 ２）目指す主な成果」についてです。（

１つ目としましては、漁獲物を衛生的に取り扱う岸壁・荷さばき所を整備することとし

ています。

２番目としましては、漁港施設の計画的な機能保全対策で漁港施設の機能を維持してい

きます。

３番目としましては、漁村における漁業集落排水施設の整備によって漁港・漁場の水域
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環境の改善に寄与していきます。

これを実現するための事業量といたしまして、ア、イ、ウとあります。

アとして、水産物流通の拠点となる地区における衛生的な取扱いに対応した岸壁・荷さ

ばき所の整備地区数です。

イとして、漁港施設の機能を保全するために必要な補修・更新工事を盛り込んだ機能保

全計画を策定して整備を推進していく。この機能保全計画を策定するというその数です。

ウとして、漁港・漁場の水域環境の改善を図るために実施する漁業集落排水処理施設の

整備、その整備量については、ア、イ、ウの事業量として考えています。

「３ 豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進」です。

「 １）実施の目標」です。（

１つ目のポツですが、資源管理等と連携しまして、水産生物の生活史に配慮した漁場整

備に努めていきます。そして良好な生育環境空間を創出するということで、その際、水産

生物の生育場ネットワークが構築されるよう、地方公共団体間の広域的な連携、あるいは

モニタリングの実施とその結果に応じた対策を推進していきます。

２つ目のポツですが、効率的な漁業活動に資するよう、漁港と一体となった漁場整備に

配慮していきます。

「 ２）目指す主な成果」でありますけれども、水産物の生活史に対応した良好な生息（

環境の整備により、水産資源の回復や生産力の向上に寄与します。

事業量としましては、水産資源の生産力の向上のため、下にア、イ、ウとあります。

アとして、水産生物にとって良好な生息空間を創出するための計画に基づいた事業を促

進します。

イとして、魚礁や増養殖場の整備を推進します。

ウとして、漁場の効用回復に資するたい積物除去の実施、そして藻場・干潟の造成を推

進します。

以上が漁港漁場整備長期計画の骨子ということになっております。

続きまして、お手元の「補足説明資料」という横の紙をごらんいただきます。これは、

今、縦の紙で説明いたしました骨子の中の「目指す主な成果」というところをもう少し詳

しく説明したものであります。

（ ）PP

これは、この長期計画につきまして、全体を説明したものでありますが、これは前回御

説明申し上げましたので、次にまいります。

（ ）PP

成果目標、３つの大きな重点課題ごとに検討の課題としており 「災害に強く安全な地、

域づくりの推進」ということでありますと、検討課題としまして「被災地の復旧・復興対

策」そして「全国的な漁港漁村の防災対策」ということが課題となります。

これをどういう目標で実施するかというときに、目標として考えられるのが２点ありま
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す。１つは「流通拠点となる漁港において陸揚岸壁が耐震化される漁港の割合（％ 」も）

「 （ ）」、う１つは 地震防災対策強化地域等において防災機能が強化された漁村の人口比率 ％

という目標の数字があります。

これを実現するために、耐震化される漁港の割合の事業量につきましては、耐震化を実

施する地区数というのが事業量になります。また、防災機能が強化された漁村人口比率、

これを上げるための事業量としまして防災機能強化対策を実施する地区の数ということが

事業量になるという関係になっております。

２つ目の課題であります「水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力強い水産業づ

くりの推進 、これについては課題としまして「漁港の衛生管理対策」あるいは「漁港の」

ストックマネジメント 「地域資源の活用 「漁港漁村のエコ化」があります。」、 」、

この目標とする成果目標としましては、１つは「流通拠点となる漁港において、高度な

衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合（％ 」これは現在も目標の数字としており）

ます。それから、これは新たに設定しようと思っているところでありますが 「機能保全、

計画が策定されている漁港の割合（％ 、そしてこれは継続でありますが 「漁業集落排）」 、

水処理を行うことによる漁村の処理人口比率（％、人 」を考えています。）

この目標を達成するための事業量としましては、１つは衛生的な取扱いができる施設の

整備を実施する地区数、それから、漁港の機能保全計画の策定地区数、集落排水処理施設

整備の実施地区数といったところが事業量になります。

３番目の「豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進」というところで、検討課題と

しては、まさに「水産環境整備の推進」ということです。

成果の目標としましては 「漁場再生及び新規漁場整備により新たに提供できる水産物、

の量（トン 」これは現在も指標として使っております。）

これを実現するための事業としまして 「水産資源にとって良好な生息環境空間を創出、

する計画に基づく整備海域 「魚礁や増養殖場の整備面積 「たい積物除去等の実施面」、 」、

積 「藻場・干潟の整備面積 、前回も御説明申し上げましたけれども、こういうことが」、 」

それぞれの課題において成果目標、事業量として考えられるところです。

（ ）PP

順に見ていきますと、１つは「流通拠点となる漁港において、陸揚岸壁が耐震化される

漁港の割合」ということであります。これについては平成 年度で ％ということにな21 20

っています。現在の計画でもこの指標を使っておりまして、現在の計画では平成 年の19

を まで向上させる計画になっております。黄色い棒グラフが実績値ということに13.3 40

なっておりまして、目標値よりも若干下回っていますけれども、今回これを平成 年度28

までについて設定をしていく必要があります。

（ ）PP

次は「地震防災対策強化地域等において防災機能が強化された漁村の人口比率」という

24 30 16ことであります これも現行の計画では 平成 年度において ％を目標としており。 、 、
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年において で、 年の実績が ％ということであります。今後、この 年の目標20.9% 21 26 28

を設定するわけですけれども、このたびの東日本大震災という大きな災害が生じましたの

で、このことを踏まえて、一番大事な防災機能の強化ということもありますので、これは

、 。このまま伸ばすということではなく もう少し強化した形で検討が必要と考えております

（ ）PP

「流通拠点となる漁港において高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合」と

いうことでありますが、平成 年度で 、これも現在の長期計画において指標化して21 29.5

おりまして、 年度末で ％という目標を掲げております。実績値は少し下回って推移23 50

をしております。これらを踏まえて、 年度の目標を設定していくこととしています。28

（ ）PP

これは、新たに設定をしたらどうかと考えている指標でございます 「機能保全計画が。

策定されている漁港の割合 、先ほどから議論されておりますように、施設は老朽化して」

まいります。それを計画的に補修していって長寿命化させる。これが重点事業となってま

、 、 、いりますので 新たに指標を起こして これを 年度でどうするかというところですが28

この機能保全計画、計画的な補修をするための事業の計画でありますけれども、これが策

定されている漁港の割合、現在７％ということでありますが、その後 、 というふう15 26

にパーセントが増えております。これを踏まえて 年度における目標のパーセントを決28

めていくということであります。

（ ）PP

次は「漁業集落排水処理を行うことによる漁村の処理人口比率（処理人口 」というこ）

とであります。これも現行計画で指標化をしております。平成 年度で ％までいって21 49

おります。現在の計画では 年度で ％を目標にしております。目標を若干下回った形23 60

で推移しております。これらの実績を踏まえて 年の目標を設定するということであり28

ます。

（ ）PP

次は 「漁場再生及び新規漁場整備により新たに提供できる水産物の量」です。計画期、

間内において水産物を新たにおおむね何万トン提供ということでありますけれども、これ

も現在の計画において目標とされておりまして、現在の計画では平成 年度に 万ト23 14.5

ンの増産ということを目標にしております。実績の推移はほぼ目標に近い形になっており

ます。こういった実績も踏まえまして、今後５か年間で漁場の整備により新たに提供でき

る水産物の量というものを設定していくということでございます。

以上で漁港漁場整備長期計画の骨子、そしてその骨子の中で示しております目指す主な

成果のイメージにつきまして、御説明申し上げました。説明は以上でございます。

○近藤分科会長 ありがとうございました。

それでは、委員の皆様方には「漁港漁場整備長期計画骨子（案 」という資料３を基に）

ご討議いただきたいと思います。いかがでございましょうか。
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どうぞ、鈴木委員。

○鈴木委員 この骨子は、すばらしいと思います。特にすばらしいと思うのは、漁港の復

旧・復興なんですが、拠点漁港については 年度末まで、それから沿岸漁業あるいは養25

殖漁業などの漁港においては平成 年度末までに必要な機能を回復する。これは数字が27

入っていますし、間もなく 年度に入るわけですが、 年、 年という長期といえば長24 25 27

期ですが、喫緊にこれをやるという表れだと思って感謝もするし、また、この数字が入っ

ていることがこの骨子でいいなと思うのですが、これは１つの漁港に対してこういう計画

を漁港と相談してつくられたものと思っております。それに対して当然、予算が一番大き

いかと思うのですが、予算その他のことも含めて水産庁の方では確実という言い方、この

25世の中で確実という言い方をしていいかどうかわかりませんけれども この拠点漁港の、

年度あるいはほかの 年度というのは自信あるんでしょうかね。27

○宇賀神課長 そういうことで、この目標の数字を掲げまして、これに向かってこのとお

りになるように 大限の努力をしていくということで、予算も確保しておりますし、その

ための支援もしていきたいと思っております。

○鈴木委員 というのは、どこもそうかもしれないですけれども、先日二、三日前に石巻

の漁港関係者の人と言っていたのですけれども、計画は示されているのだけれども全然進

むような気配がないという話がありましたもので、それはやはり計画立てるのに時間がか

かって、やり始めたら一気に莫大な資金を投入して一気にやれるのではないかというよう

な話をしております。これからかさ上げも計画が決まるというような、石巻、気仙沼、そ

の他でも落ち込みましたけれども、そういったところでは、加工屋さんが、これ以上時間

が待てないということで、自分でやるにしてもお金が大変だしというようなことで言って

いましたけれども、やがてはそれを応援もしてもらえるものと期待しておりますが、大切

なのは、スピード感ということで、 年度というともうすぐですから、仕事始まったら25

ぱっとできるということと理解しておりますが、いかがですか。

○近藤分科会長 どうぞ。

○橋本部長 済みません、石巻もこの週末お邪魔して、かさ上げについていろいろ決める

ことは決めてきたいと思いますが、勿論、今、おっしゃっているように 年という目標25

はかなり現場でもタイトだというふうにお考えなのではないかと思いますが、我々の意思

として流通にかかわる重要な港ですので、今、応急でまず使えるようにしようということ

でやっていますが、引き続き、陸揚げであるとか、そういった機能が差しさわりがないよ

うに早く復旧する必要があるんだろうなというふうに考えています。

港の中でも大規模に被災しているところが、本当に耳をそろえて元のとおりになるのに

年までにできるのかということを申し上げているわけではないのですけれども、御相25

談をしながら港としてきちっとした機能が保てるように、優先的にやらなければいけない

ところは、一刻も早い復旧をということで、ここに書かせていただいている次第でありま

す。
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○近藤分科会長 どうぞ。

○鈴木委員 今、部長さんおっしゃられたように、完全な復旧だけでも私は 年 年の10 20

スパンだと思います。もしかしたら 年ぐらいかかるかなという感じがするんですけれ30

ども、機能として使えるようになるのにこれだということですから、それはそれで結構な

のですが、よろしくお願いしたいと思います。

それと、危惧することは過去にあったことなんですけれども、予算が付いても予算を消

化するのに、要するに工事ができるのに３年ぐらいかかったという経験もしておりますの

で、今度の場合は１港でありませんし、被災を受けたのが宮城県だけでも 港というの142

ですけれども、そのうち 港直すということなのでしょうけれども、とにかく、そうい60

う膨大な数なもので、水産庁で予算はとりました、しかしながら、工事業者の手が足りま

せんからできませんでしたでは、なかなか地元で大変なのではないかと思いますので予算

が付いた後の工事の完成度合いも含めまして、十分なる対処をしていただきたいと思いま

す。そういう意味で、ここに数字が入った骨子は大変すばらしい。これで期待にたがわな

いようにお願いしたいと思います。

○近藤分科会長 ありがとうございました。

単年度決算ではなく、３年、４年かかってもその予算を確保してやってくれということ

だと思いますけれども、それでよろしゅうございますか。

○鈴木委員 いや、付いた予算が消化できなかったという例が過去にあるものですから、

今度は膨大な数量ですから、水産庁でせっかく予算とってくれたけれども業者さんの方が

間に合わないというようなことで伸びるようなことのないように全日本的、北海道から沖

縄までの、向こうは向こうで仕事があるのでしょうけれども、一時期この東日本の復旧に

全国的な調整をしてやっていただきたいということです。

○近藤分科会長 部長、よろしくお願いいたします。

○橋本部長 長期計画の話とは別に御説明いたしますが、おっしゃるとおりで、今、人が

足りないのではないか、材料が足りないのではないかとか、いろいろ心配だという声が出

ておりますので、我々もなるべくせっかくのお金を迅速に使えるようにということで、ま

ずは公共事業を発注するということがうまく進まなければいけないのですが、そういう意

味では地方公共団体に他の県の職員を派遣するなどして人出を確保したり、あるいは工事

をなるべく大きな形で発注したり、人手が少なくてもうまくできるようにするなど国土交

通省や都道府県の皆さんと一緒になって検討していきます。

これから、確かに少し心配なところがあるのですけれども、加工場に関しては時間との

闘いだと思うので、我々も一生懸命努力をしていきたいと思います。

○近藤分科会長 ありがとうございました。

いかがでございましょうか。特に基本方針と今回のものが長期計画の骨子と整合性がと

れているかどうかというのが大きな課題でございますが、感想的なもので結構ですので、

いかがでしょうか。
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どうぞ、來生委員、よろしくお願いします。

○來生委員 私のように今まで漁業にコミットしていなかったというか、今年度からこれ

をやらせてもらった人間の感想というか、考え方の整理を教えていただきたいのですけれ

ども、横長の資料の２ページがわかりやすいので、一覧表になっている重点課題と検討課

題と成果目標というのは、この重点課題の横にあるものそれぞれ、一番 初が災害に強く

安全な地域づくりということで、これは何となく一番 初の柱立ては地域づくりという言

葉が 後にあるのでそういうところかなと。２番目の柱は、これある意味での漁業という

産業の基盤としての部分に力点があってというようなことで仮に理解するとして、これ全

体の構成の考え方になるんですけれども、災害に強くというところの柱の中で、これはす

ごく難しいんですけれども、ある部分、特に復旧・復興のところはある種の産業政策的な

配慮というのが入っていますね。そこはきれいに切り離せないというのが多分、漁業の特

徴だろうと思うんですけれども、私のように今までもっぱら産業政策のサイドからいろい

、 、ろなことを考えてきた人間にとって ここで一番勉強させていただいたのは漁業の特殊性

そこがうまく切り離せない側面があるということが、非常に大きな漁業の特徴だというふ

うに認識をしたんですけれども、こういうものをだれが読むかということを考えると、漁

業内部の関係の方がお読みになるということも当然なんだけれども、漁業がほかの産業に

対するいろいろなアピールをするということを考えると、漁業を今までやっていない人も

読む可能性は結構あると思うのです。

そのときに、総論のところでいいから私のような人間もいるので、産業政策と生活基盤

の維持というところが切り離せない密接不可分な関係にあるというところを漁業の特徴と

して総論的に強調しておく必要はないのだろうか。それがある意味で、こういうものの全

体の構成の理解を深めることになりはしないか。

それとの関係で、ここはちょっとよくわからないところなのですけれども、２番目の柱

のところに今日の資料２の方でいうと６ページの「 ４）漁村における環境の改善」とい（

う項目がありますね。この漁村における環境の改善というのは、何となく素人考えだと産

業政策というか産業基盤の整備ということよりは、むしろ地域づくりという方に大きなウ

ェートがあるのかもしれないという気がして、そうするとこの配置の関係というか、どの

柱の中にどの項目が入るかという観点で見たときに、ここに入るのだとすればもう少しこ

の項目が持っている産業政策としての意味みたいなところの説明が必要だし、何となくこ

のタイトルを見ると漁村における環境の改善というのは、産業政策というよりは一つひと

つの生活基盤である漁村の漁業をやっておられる方の生活環境をよくするというところが

大事だということだとしたら、項目が違うような感じもするというようなことで、全体に

何を言いたいかというと、そこが密接不可分に重なっているというのが漁業の１つの大き

な特徴で、それはそれで漁業の専門家ではない人間が読むことを考えたら、総論的にどこ

かで強調しておくという必要はないのかということと。

、 、仮にそうだとしても項目の整理というのが これでよいのかという単純な疑問があって
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そこがこれでよいとしたら、少し記述の工夫のようなものが要りはしないかということで

あります。

○近藤分科会長 ２つの課題について。

○宇賀神課長 この長期計画、今後５か年間の計画ということになっていますので、そう

しますとこの５年間における非常に重要な項目としまして、今回の東日本大震災を踏まえ

、 、た防災 災害に強く安全な地域づくりを大きく取り上げる必要があるだろうということで

この点は今後５年間では非常に重要と考えています。

それから、今、先生がおっしゃった産業政策としての漁港の関係でいきますと、水産物

の安定的な供給、国際化に対応できるという項目と漁村の生活環境整備との関連につきま

しては、水産業の振興を考えた場合には、特に小さな漁港になりますと、漁港と漁村が一

体になっておりますので、漁港の充実と併せて漁村の生活環境整備を進める必要がある。

これは、例えば集落排水の整備であったり、あるいはその集落の中の道路の整備であった

り、そういったことで、漁港と漁村の環境整備というのは一体のものとしてやってきてお

ります。

この前の５か年計画ですと、それらは分けられて漁港と漁村と漁場という３つの分野で

課題が分けられておりましたけれども、今回、この防災という観点からの災害に強く安全

な地域づくりは、今後５年間は大変重要だと思っておりますので、これを重点課題の１つ

に位置づけ、内容としては岸壁の耐震化、あるいは被災に遭わないような避難施設の整備

その他、防災力の強化を推進し、そして２つ目の重点課題として力強い水産業という中に

漁業者の生活環境整備も含めて、産業政策と生活環境政策を一緒にして真ん中のところで

まとめました。また、３つ目の重点課題として、海の中の豊かな生態系を目指した水産環

境整備、これは漁場の整備ということで海の中の整備をどのように推進させるかという３

つの柱に整理しております。

○近藤分科会長 追加することがありましたら、どうぞ。

○伊藤課長補佐 全体の構成としては、計画課長の説明のとおり考えて構成させていただ

きました。我々からすると漁港と漁村というのは一体だという考えがあって、漁村も産業

を支える基盤の一部として役割を果たしているという観点から、資料のように書かせてい

ただきましたが、先生おっしゃったとおり、漁村を２つ目の柱に位置づける背景とか漁港

と漁村の一体性といった記述については不足している部分があるかと思いますので、検討

させていただきたいと思います。

○近藤分科会長 よろしいですか。

○來生委員 私も漁港と漁村と分けないというのは非常に大事なことだと思うのですが、

それだけに産業政策的観点と切り離して議論すると、例えば漁村の問題というのは大きい

小さいにかかわらず、基本的にある種のナショナルミニマムを実現するためにどこに対し

てでもやらなければいけないものということだし、その産業政策的観点というのは当然、

それぞれの漁港が持っている機能に応じて、いろいろな区別がなされてしかるべきことだ
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ということで、政策の体系というか、そういうものもかかわってきて、多分、あることを

表現するのにいろいろな表現の仕方がありますから、特に変えるべきだとか何だとかとい

う議論をするつもりは全くないんですけれども、頭の整理として思い付いたことを申し上

げたという程度でございます。

○宇賀神課長 安全とかそういうようなものと同じように、ナショナルミニマムの実現は

漁村の問題として含まれております。今回、重点課題等の検討にあたり、漁村の位置づけ

を考えた結果、漁村を漁港と一体となって水産業を支える基盤として整理したいと考えた

ところです。

○來生委員 重なってしまう機能があるから。それはそれで十分理解できるのですが。

○近藤分科会長 それは、 初の文言のところで対応していただければと思いますし、確

かに、ある物事を整理していくときに不都合な部分が出てきていることは確かだと思うの

です。ある意味で漁港漁場整備部が国土交通省的な役割分もあるし、物流というところで

の経産省的な役割も担っているという中で基盤を整理するというような、非常に多重人格

と言ったらおかしいのですけれども、そういうものが持ってきているがためにいろいろな

ものがこの中に集約して、まとめることに難しいところがあるかなという感じがしますの

で、是非、その辺を整理していただければと思います。特に、第三者が読む場合、理解し

にくいところがあると思います。おっしゃるとおりだと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。ありがとうございます。

全体の中ではまさに基本方針との整合性、その辺のところで従来の進め方でいけば、私

はこれはこれでいいのかなと思うのですけれども、皆様いかがでしょうか。整合性はとれ

ているというとらえ方でよろしゅうございますか。

（ はい」と声あり）「

○近藤分科会長 ありがとうございました。

あと、目指す主要な成果の長期計画の全般につきまして、具体的に成果目標とか事業量

とか出ているわけですけれども、これについて何か。

小菅委員、どうぞ。

○小菅委員 教えていただきたいのですけれども、私も栽培とかいうことにも携わったこ

とがありますけれども、なかなか現在は資源管理ということで力を入れて皆さんやってい

ただいておるのですけれども、資源的には多獲性魚といいますか、イワシとかサバとかい

うのを除けば比較的安定しているということなのですけれども、今の表の「豊かな生態系

14を目指した水産環境整備の推進」のところの成果目標ですけれども、前回の取組みは

万５千トンという目標数値がありましたけれども、その目標数値はどういうふうに算定出

されるのですか。その辺を教えてほしいと思います。

○伊藤課長補佐 目標数値といいますか、補足説明資料の８ページになりますけれども、

黄色の棒グラフで平成 、 、 年と実績値というのを出させていただいています。こ19 20 21

れは各事業主体が整備した漁場とか増殖場等の整備実績をもとに、実際そこでどういった
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効果が発生したかをモニタリング等をしていただきまして、その結果を集計したものでご

ざいます。

こういった形で、整備実績とここでモニタリング等をしていただいた結果を基に集計し

て、実績として出しておるところでございます。

現行の 万トンにつきましては、５年間で整備する施設の量を基に、先ほど申しま14.5

した、これまでの整備実績でどれだけの効果が上がったかということを参考にさせていた

だきまして、推計をした結果となってございます。

今の長期計画で決めております 万トンというのは、水産基本計画の中で自給率を14.5

達成するための生産目標を定めておりまして、その中の３分の１を漁港漁場整備の中で担

うという考え方で算出しております。

○小菅委員 わからぬでもないのですけれども、資源の増加というのは非常に多くの環境

要因が入ってきますから、ここで漁場の整備、例えばつきいそだとか藻場だとかいう話に

なろうかと思うのですけれども、それとの区別というのはつけられるのですか。

○伊藤課長補佐 厳密に漁場ごとに資源の増殖と生産量を把握するというのは、なかなか

難しいところがございまして、そこは先ほども申しましたが、実際その現場をモニタリン

グなり標本調査といった形で効果を把握しながら確認しているというところです。

○近藤分科会長 目視の部分があって、非常に的確な水揚高には関係していないというと

ころが。

○小菅委員 現場で感じるところは数字がうまく出せない、それはわからぬでもないので

すが。

○宇賀神課長 それでは、この骨子の３ページの方でも同じようなことですが説明をさせ

てください。３番の「豊かな生態系を」と書いてあるところでありますが、事業量という

ところに「水産生物にとって良好な生息空間を創出するための計画に基づく整備を推進」

と書いてありますが、今、小菅委員に言っていただいたように、ある漁場とか何とかを整

備して、それによって魚介類を増産するという話と、それから、海洋全体で資源をどれだ

け回復させるかという話はなかなかうまくリンクしないのではないかというふうに我々も

思っておりまして、数年前から水産環境整備という言葉を使って、ある魚礁とかの量によ

ってどれだけ増えるかということに加えて、魚がどこで育たないのかとか、生まれた卵が

どうして親まで成長しないのかとか、もっと突き詰めて、どこかの環境が欠落していると

か、どこかで餌がないとか、そういう課題に総合的に取り組む方向で漁場整備を変えてい

、 、 、 、こうというふうに 今 まさにトライをしておりまして そういった総合的な計画を立て

魚が生まれ育って捕らえるところまでのことを考えながら、漁場整備であるとか、種苗放

流であるとか、資源管理であるとかということができるようにしていきたいというふうに

今、考えておりまして、ちょっとチャレンジなのですが、事業量のところでこういう計画

をつくっていくんだというところを入れさせていただきました。ただ、目標値としては具

体的に何年間でどういうことをやるんだというのをお示ししていかなければいけないもの
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ですから、この目標にしております。

今回はこれまでの考え方に基づき増産量を指標として使わせていただきましたが、中長

期的には我々は海の環境整備によって資源をいかに取り戻していくのかというところを、

もうちょっとノウハウを蓄積した上でやっていきたいと思っておりまして、そういったこ

ともできれば、この事業量の中では余り書けないのですけれども、基本方針とかこういっ

たところでいろいろ訴えていくことができればいいなというふうに思っております。

○小菅委員 目標数値を出すことは非常に大事だと思うのです。いろいろな環境を見たと

きに、ハードの事業をやるだけでいいのか、もっとほかのものに頼るべきところがあるの

ではないか、そういうことが見つかれば、またその主体にあるのは漁業者かもしれません

、 。が 漁業者に対してもっとアピールできるだろうというふうなことで申し上げてみました

○近藤分科会長 ありがとうございました。

恐らく、資源管理の問題も含んでいると思いますので、時期とか漁獲量との関連が明確

にわかれば一番いいのですけれども、そうもいかないところがありますので、御理解いた

だければと思います。ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。１つ私が感じるのが、人口の問題で、４ページの重点課題が

、 。災害に強く安全な地域づくりの推進ということで 漁村の防災機能の強化ということです

※が付いたのが下に書いてあるのですけれども、実際に防災機能が強化された漁村の人口

比率といったときに、漁村というのは、例えば市町村という意味の漁村ではないですね。

市であろうと行政上の規模ではなく、市の中のある集落を見て漁村と言っているわけです

ね。そうすると、人口比率で見たときに必ずしも整備されて人口比率だけで見ていいのか

、 、 。どうかというような つまり 人口比率が多いところを整備していくと率は高まるんです

つまり、集落の規模が大きいところで整備していくと率が高まるので、ある意味で数字の

トリックみたいなところで、本当に必要とされているところに手が伸びるのかというとこ

ろのギャップをどういう形で埋めるかというところも重要な政策だと思うのですけれど

も、何かそれについて御意見ございましたら教えていただきたいのですが。

○伊藤課長補佐 今、分科会長のおっしゃるとおりでございまして、大きいところからす

れば人口比率が上がるというところでございます。なかなか国の方から優先順位とか、整

備の手順を示すのはなかなか難しいところがございますが、必要なところについては優先

的に考えていただくように、各事業主体にはお話ししながら、それぞれ対応していくとい

った形になるかと思います。

○橋本部長 ここの漁村の定義でございますけれども、漁港背後にある 人以下の漁5,000

業者が住んでいる集落というのをとっているのです。今、先生がおっしゃってくださいま

したように、確かに人口密度というのがいろいろかかわってくるのではないかと思うので

すが、一般的に我々が調べているところの小さな集落も、漁港は土地が少ないものですか

ら、割と密居といいますか、集まっているところが多いということもございますので、農

業なんかに比べますと、圧倒的な差があるというふうにはならないのかもしれないと思っ
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ておりますが、小さな集落でも何人かの人が住んでいるというようなことで施策がとれれ

ば、それなりに上がってくるということになるので、今回は人口をとっても差し支えがな

いものと判断をして、この指標としてパーセンテージでやらせていただいております。

○近藤分科会長 わかりました。

ほかにいかがでございましょうか。ただいまの②の方の資料と、それに対する補足説明

資料も含めての質疑応答でございます。あるいは御提言でも結構ですが、いかがでしょう

か。

、 、 「（ ）1 つだけ質問なのですけれども 資料３の骨子案の方の３ページですが 上段の ３

」 「 」事業量 の ウ 漁港・漁場の水域環境の改善を図る漁業集落排水処理施設の整備を推進

ということですが、これは国が直轄で排水処理施設をつくるのですね。地方自治体がやる

わけではないですね。

○伊藤課長補佐 こちらの事業主体は地方公共団体になります。漁業集落環境整備事業と

いう事業がございまして、その中で浄水場とか汚水処理場とか集落道とか、漁村の中の生

活環境の整備を行うということでございまして、こちらで掲げておりますのは、汚水処理

の施設でございます。汚水が海域に出ないことによって海域の環境を改善するということ

で、事業量として掲げております。

○近藤分科会長 これは漁港の排水路なのか、漁港の背後にある集落を含めた排水施設な

のか、これはどちらなのですか。

○伊藤課長補佐 漁港背後の集落の排水を処理する施設でございます。

○近藤分科会長 それができた後は、メンテナンスはどこがやるんですか。

○伊藤課長補佐 市町村でメンテナンスを行っていただきます。

○近藤分科会長 わかりました。

なかなか下水道事業団がやるような仕事ではなくて、小さな集落でやはりこういうもの

が必要だというときに水産庁が補助事業として存在する。非常に有効なことだと思います

ので、是非、推進していただきたいと思います。どうもありがとうございました。

ほかに何かございますか。

そうすると、漁業集落環境整備事業のメニューというのは幾つもあると思うのですけれ

ども、これは今後増えていく可能性というのはあるのですか。これはもうかなり前からや

っている固定事業ということですか。

○橋本部長 そうですね、上水道に類似している飲雑用水、今の下水道に類している集落

排水、ほかに集落の中の道を、消防車が入れないようなところを大きくするとか、あるい

は急傾斜地を抑えるとか、住みやすくするための事業がいろいろ入っている事業でござい

ます。今回、災害を受けたときに移転をするとか、こういったものにも活用するというこ

とを考えておりまして、いろいろ便利な事業だと思います。

○近藤分科会長 ありがとうございました。

便利なものがあればいろいろな形で利用したいという集落もたくさんあると思いますの
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で、こういうものの具体的な整備事例のようなものがあったら、また別途御紹介いただけ

ればと思いますので、また水産庁を訪れたときに何かそういう資料がありましたら、個人

的に欲しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

ほかにいかがでしょうか。特別ございませんか。

そういうことで、基本方針の整合性がとれているということと、説明のありました目指

す主な成果と長期計画全般については、よく具体的な成果の表現の仕方、あるいは指標と

なるべき内容についても整合性があるということで判断してよろしゅうございますか。

（ はい」と声あり）「

○近藤分科会長 どうもありがとうございました。

では、これにつきましては全体の中で來生委員がおっしゃった 初の頭出しのところで

どのように一般の方々がわかるようにしていくか、情報開示のところでの考え方が非常に

重要になるということでございますので、その辺を整理して載せていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。

ほかに御質問がなければ、今回の審議事項「①漁港漁場整備事業の推進に関する基本方

針の見直し（素案）について」と②の次期漁港漁場整備長期計画骨子案につきまして、ま

とめて何か御質問、御意見ございませんか。

なければこれで終了したいと思います。私の座長としての役割を終了いたしまして、事

務局にマイクをお返しいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○宇賀神課長 近藤分科会長、大変ありがとうございました。

それでは、事務局から次回の漁港漁場整備分科会の開催についてお知らせを申し上げま

す。次回の分科会の日程につきましては、各委員の皆様に連絡をさせていただいたところ

でございます。來生委員が所用により欠席されるということでございますけれども、２月

日火曜日午前 時から農林水産省内の会議室におきまして開催することといたしてお14 10

ります。來生委員におかれましては出席できない日の開催となりまして、大変申し訳ござ

いません。恐縮でございます。御了承いただければと思います。

また、各委員の皆様におかれましては、これから２週間後の開催となりますけれども、

御出席のほど何とぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、以上をもちまして、本日の「漁港漁場整備分科会」を終了いたします。長時

間の御審議、誠にありがとうございました。

○近藤分科会長 どうもありがとうございました。


