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○宇賀神課長 おはようございます。水産庁計画課長の宇賀神でございます。

予定の委員の皆様おそろいになりましたし、時間もまいりましたので、ただいまより第

回「漁港漁場整備分科会」を開催させていただきます。31

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

３項で準用する同条第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の橋本部長からごあいさつを申

し上げます。橋本部長、お願いいたします。

○橋本部長 橋本でございます。

本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

３月 日の大震災以来、 か月余りが経過いたしました。皆さんはなかなか復旧が進11 11

まないとお考えかもしれませんが、そういう中、漁業につきましても、少しずつではあり

ますが、港が仮復旧等で使えるようになり、そして、今、ワカメのシーズンになって、皆

さん一生懸命やられています。現場にも参りまして、そういう姿も拝見いたしました。

また、背後につきましても、少しずつではありますけれども、加工場等の復活ができて

きていますし、これからどうしようかという話題が地元の中でいろいろ起こってきたとい

うことは、非常にうれしいと思っています。

また、市場についても、どうせ直すんだから、外国に胸を張れるような市場にしようで

はないかという話し合いも至る所で始めたところでございまして、更にこれから復旧・復

興に全力を傾けてやらなければいけないと、意を新たにしているところでございます。

今回お諮りをいたします漁港漁場整備の長期計画でございますが、これらの震災の復旧

・復興をまず中に据えて、ほかの地域にも非常に大きな地震・津波等のリスクがございま

すので、日本全体でどのように安全を守っていくのかといったようなこと、我が国周辺の

水域の豊かな資源をいかに守り回復していって、その高い価値をそのままに世界、日本の

消費者のところにお届けするにはどうしたらいいかといったような、未来へ向けたいろい

ろな夢を盛り込んでいきたいと思っているところでございます。本日は具体的な数字も含

めまして、案をお諮りしたいと思いますので、いろんな角度から御議論を賜れればと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

簡単ですが、ごあいさつとさせていただきます。

○宇賀神課長 ありがとうございます。

本日は６名の委員の皆様方に御出席いただいております。お手元の紙の２枚目ぐらいに

委員の席次表がございまして、委員の皆様方、また水産庁からの出席者を表示しておりま

すので、御紹介につきましては、席次表の配付でかえさせていただきます。

議事に入ります前に、お手元の資料の御確認を申し上げたいと思います。

まず最初に一番上に会議の次第がございます。
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それから、今、見ていただきました席次表があります。

その次に資料一覧の紙があります。

資料１と右の上にありますが「漁港漁場整備分科会委員名簿」があります。

「 （ ）」 。資料２といたしまして 漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針 案 があります

資料３といたしまして「漁港漁場整備長期計画骨子（案 」があります。）

最後の資料になりますが、補足説明資料とありまして「次期漁港漁場整備長期計画の目

指す主な成果、事業量について（案 」でございます。）

よろしゅうございますでしょうか。

それでは、これからの進行につきましては、近藤分科会長にお願いを申し上げます。よ

ろしくお願いいたします。

○近藤分科会長 皆さん、おはようございます。遠路はるばる遠くから来られた方もいら

っしゃいますし、また、年度末ということでお忙しい方もいらっしゃると思いますが、御

参加いただきまして、ありがとうございます。

前回が２月１日にありましたので、すぐに引き続いてということで、早速、事務局で修

正案について御検討いただきまして、本日の会議になりました。

それでは、早速「 １）審議事項」の①について、事務局から御説明をいただきたいと（

思います。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をごらんいただきます 「漁港漁場整備事業の。

推進に関する基本方針（案 」でございます。）

これにつきましては、前回全体の文章をもとに御説明申し上げまして、幾つか御意見を

いただきました。その御意見に従いまして修正をしております。

１ページを開いていただきますと、アンダーラインを付しておりますけれども、この部

分を変えております。

。「 、 、１ページの中段のところでございます 九州・沖縄の太平洋沿岸域では 漁港・漁村

養殖施設や漁船などの水産関連の施設等が甚大な被害を受けた」というところにアンダー

ラインを引いております。東日本大震災の記述ではありますけれども、被害を受けた範囲

が北海道から九州・沖縄まで及んでいる広範囲な被害であったことを明らかにしておりま

す。漁港施設そのものの被害は北海道から千葉県でございましたけれども、養殖施設等に

なりますと、まさに沖縄まで被害が及んでいるということで、その表示をしております。

これが１点でございます。

１ページの下の方にアンダーラインを付しております 「漁村は、漁業就業者等の生活。

の場としての機能のみならず、漁港周辺に立地し、漁港と一体となって多様な水産資源を

水揚げし、消費者に新鮮で安全な水産物を安定的に提供する拠点として極めて重要な役割

を果たすとともに、水産業を核として地域資源を活用した新たな産業活動を取り組む場と

して期待されている。漁村において 」となっております。このアンダーラインのところ、

でございますが、これについては、漁村というものは漁業就業者の生活の場としての機能



- 3 -

を持っているわけですけれども、それのみならず、併せて漁港と一体となって水産物を水

揚げして、消費者に新鮮な水産物を提供する拠点としての役割を果たしている。また、水

産業を核として、地域資源を活用して、新たな産業活動を取り組む場として期待されてい

る。特に小さな漁港・漁村にありましては、漁港・漁村が一体になって生産活動、いろい

ろな新しい活動を生んでいるといった漁村の特徴を追加してはどうかとの御指摘がありま

したので、この文章を加えているところであります。

２ページにまいりまして「１．災害に強く安全な地域づくりの推進」の「北海道から千

葉県にかけて」というところにアンダーラインを付しております。このところは御指摘が

ございまして、超甚大な被害という意味では、やはり岩手、宮城、福島にあるわけであり

ますけれども、漁港の被害はそればかりではなくて、茨城、千葉、北海道も被災を受けて

おります。場所によっては非常に甚大な被害も生じております。そこで、範囲の表示とい

、 、たしまして 漁港施設の被害を実際に受けている北海道から千葉県にかけてということで

表現をしております。

４ページの中段の「 ４）漁村における環境の改善」は、先ほど申し上げた趣旨と同じ（

であります 「漁業活動を支える場、水産業を核とした新たな産業活動に取り組む場とし。

て 」ということで、漁村というものの持つ性格としまして、生活するということに加え、

て、漁港と一体になって新たな産業活動に取り組む場といった趣旨のことも加えていると

ころであります。

基本方針につきまして、前回から表現を変えているところを御説明申し上げました。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。

事務局から「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針（案 」の修正について、御説）

明がありました。特段大きな修正点はないようですけれども、前回の審議において、委員

の皆様から御意見をいただきました。これを踏まえて、事務局で修正を行ったものです。

この件につきまして、皆様方から御意見等がありましたら、よろしくお願いしたいと思

います。どなたでも結構ですので、御意見を賜りたいと思います。いかがでございましょ

うか。

最初のアンダーラインのところは、空間的な広がりで、どこまで被害があったのか。東

北に限らず、九州・沖縄までということで入れていただいております。また、被害の甚大

さが漁港の機能そのものだけではなくて、背後の問題も含めた大きな広がりがあるという

御指摘だったと思います。

下の段の２番目のパラグラフにおきましては、漁村・漁港というのを空間的にはかなり

大きくとらまえて、それが水産業の中でどのように関わっているかということで、大きな

視点で水産行政をとらえているということで、広がりを見せた表現に修正されていると思

います。

３番目も前回御指摘いただきまして、北海道から千葉県にかけてとなっております。実
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際に漁港の被害は太平洋に面して関東まできたということも御指摘いただいたとおりに直

っております。

４ページ目の漁村における環境の改善ということで、これも皆様から御指摘をいただき

まして、漁業活動を支える場として、新しい産業、そのイメージがもっと広がるというこ

、 、とで御指摘を受けて ここに水産業を核とした新たな産業活動に取り組む場ということで

漁村を位置づけております。

以上の点が委員の皆様から御指摘されて、事務局で検討して、こういう具合に文言なり

フレーズを直したわけですけれども、ほかに何かつけ加えるようなこと、あるいはここは

こういう具合に変えた方がいいという御提案がございましたら、よろしくお願いします。

小菅委員、どうぞ。

○小菅委員 小さい話なんですけれども、１ページの中段のアンダーラインは「漁港・漁

村、養殖施設」と書いてありますが、ここを議論する場合、漁港・漁場・漁村ということ

になろうかと思います。あとの言葉で施設等となりますと、ちょっとどうかと思うんです

けれども、漁港・漁場・漁村ということで「漁場」も入れていただいた方がいいと１つ思

います。

もう一つ、同じ１ページの下から３行目から４行目に関しまして「安全な水産物を安定

的に提供する拠点」とありますが、あちこちに「提供」という言葉が出てきます。提供と

供給という言葉の使い分けをしておりますけれども、基本法においては、水産物の安定的

な供給という言葉を使っておりますから、供給と提供の使い分けをよろしくお願いしたい

と思います。

以上です。

○近藤分科会長 事務局、いかがでございましょうか。

○宇賀神課長 １番目の御指摘は、漁場も入れた方がいいのではないかというお話だと思

います。特に岸近くの増養殖場などは被害を受けておりますので、漁場という表現も加え

てまいりたいと思います。

２番目の御指摘の供給と提供の違いでございますけれども、日本全体を見て、水産物を

、 、供給するという需要と供給という意味での供給と 主に消費者というものを意識しまして

消費者に水産物を提供するという意味での提供がございます。前回の計画から提供という

言葉を使っているところもございますので、御指摘を踏まえまして、よく吟味して、使っ

てまいりたいと思っております。

○近藤分科会長 ほかにいかがでしょうか。岡本委員、どうぞ。

○岡本委員 ２ページの「 １）被災地における漁港・漁村の復旧・復興」についてです（

けれども「漁港間の役割分担のもと、機能の集約強化の取組を図りつつ、漁船の係留場所

の確保や地盤沈下対策の実施など必要性の高い事業から着手する 」と書いてくれていま。

、 。 、すので このことも見直しをお願いしたいと思います こういうふうに書いていただいて

ありがとうございます。
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○近藤分科会長 どうもありがとうございました。御理解を賜りまして、こういう文言で

結構ですという御意見だと思います。どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。まくどなるどさん、どうぞ。

○あん委員 前回欠席して大変失礼いたしました。

今日いろいろ言うのは、ちょっと遅れているような気がしていて、コメントを少なくし

ますが、これからの漁港漁場整備事業を考えると、もうちょっと自然環境に配慮したよう

な推進があってもいいのではないかと思ったりしています。印象的に見れば、これは日本

語のハンデキャップがあるかもしれないんですけれども、前半は今までどおりの漁港・漁

場づくりです。思い切った新たな斬新性のあるものが余りにもなさ過ぎて、震災後、いろ

いろ考えさせられた部分が出てきていないんです。元通りにやっていきましょうみたいな

推進で、それはやむを得ない部分もあるかと思うんですが、もうちょっと漁港とか漁場を

つくることによって、自然界に与えている影響、その負荷を削減していくような新たな漁

、 、 、港づくりの工夫 イノベーションなど 力を入れていこうみたいな一言がどこかにあると

よりいいのではないかと個人的には思っています。

○近藤分科会長 いかがでしょうか。

○宇賀神課長 資料２の ページから ページを見ていただきたいと思います。委員御11 12

指摘のとおり、自然環境への配慮というのは大変重要な項目でございます。基本方針とい

うのは、漁港漁場整備を進めていくときの基本的な考え方になりますけれども、 ペー11

ジの一番下のところから始まっておりますが「Ⅳ 漁港漁場整備事業の推進に際し配慮す

べき環境との調和に関する事項」とございまして、 ページにまいりますと「１．漁港12

・漁場を取り巻く自然環境の整備に関する事項 「 １）自然環境に配慮した漁港・漁場」、（

の整備」ということで、漁港漁場整備事業の実施に当たって、計画、設計、施工の各段階

において、自然環境に対する影響に十分配慮していろんな自然素材を活用するとか、モニ

タリングをやっていって影響の把握に努めるとか、そういった努力を過去から続けるよう

にしてきております。もちろん用地造成、埋め立てにおいては、特に配慮すべきものであ

ります。

いろいろ言われております中で、今、特に二酸化炭素の排出削減とかそういったことが

言われておりますので、今回新しく加えた事項としまして（１）の下から３行目のところ

になりますけれども、漁港のエコ化を推進して、エネルギー使用量の削減をするとか、再

生可能エネルギーを活用していくとか、そういった項目も新しく加えているということで

あります。

○あん委員 ありがとうございました。

国民がこういうものを読むと、序文に入っているか、入っていないかで印象が違ってく

るような気がします。もちろん後半にあることは認識した上で、序文のところで、もうち

ょっと斬新性があった方が、より国民に訴えるところではいいのではないかと思っていま

す。
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○宇賀神課長 ありがとうございます。検討してみたいと思います。

○近藤分科会長 どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

今、まくどなるど委員がおっしゃった部分は、序文で考えていただくということで、私

も賛成でございます。文言はいろいろと精査していただいておりますけれども、法律にの

っとって整備されていって、将来どうしようか。私も専門家ではないんですけれども、余

り書き込むとできなくなってしまうので、いかに余裕をもたせて、また今後の技術の発展

あるいは考え方の発展がこの中に吸収できるものであれば、よろしいと私自身は理解して

おります。大体のところはなっているんですけれども、まさに序文で、もう少し自然環境

のところをどう配慮するかというような、精神的なものが書かれていてしかるべきだと思

いますので、是非事務局で御検討いただければと思います。

ほかにはいかがでしょうか。

もしなければ、一応基本的なところでの訂正については御了解いただいて、つけ加える

べき文言につきましては、追加していただく。それから、提供か供給かという話がありま

したけれども、事務局では思想を持って提供という言葉を選んでいるということでござい

ますので、それはそういう形で御理解いただければと思います。

ほかに御指摘がなければ、これに同意していただくということでよろしゅうございます

か。あと、細かい訂正につきましては、各委員のところにもう一度送っていただいて、チ

ェックをしていただくということで終了したいと思いますけれども、よろしゅうございま

すか。

（ 異議なし」と声あり）「

○近藤分科会長 どうもありがとうございました。御理解いただきまして、ありがとうご

ざいます。

それでは、続きまして「 １）審議事項」の②につきまして、事務局から御説明を賜り（

たいと思います。よろしくお願いいたします。

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

ざいます。

資料３をおめくりいただきますと、文章が簡潔に書いてありますけれども、これにつき

ましては、前回御説明申し上げました。

今回新しく加わっておりますのは「 ２）目指す主な成果」及び「 ３）事業量」で、（ （

数字が入っているところであります。

具体的に申し上げますと、２ページの中段に（２）とあります 「 ２）目指す主な成。（

果」としまして、１つ目のポツですが、陸揚岸壁が耐震化された水産物の流通拠点漁港の

割合、平成 年度現在で ％のところ、平成 年度におおむね ％まで引き上げると21 20 28 65

いう数字でございます。

21２つ目のポツとしまして、防災機能の強化対策が講じられた漁村の人口比率、平成
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年度で ％のところ、平成 年度におおむね ％まで引き上げるという数字を入れて44 28 80

おります。

そして「 ２）目指す主な成果」を実現するための具体的な事業量としまして、その下（

の（３）でございます。

、 、 、アとしまして 陸揚岸壁が耐震化される水産物の流通拠点漁港の数 おおむね 漁港40

400 40イとしまして、防災機能の強化対策が講じられる漁村の数、おおむね 地区、この

漁港及び 地区の整備によりまして、上の「 ２）目指す主な成果」を実現していこう400 （

という計画であります。

これが１ページの「１ 災害に強く安全な地域づくりの推進」ということで、文章があ

りまして、こういう具体的な数値目標を設定して、事業を進めていくという計画になって

おります。これが１番目であります。

２ページの下の「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」とありまして「 １）実施の目標」があります。これについては、前回御説明し（

たとおりでございます。

３ページの「 ２）目指す主な成果」といたしまして、今回数字を設定しております。（

21 29１番目のポツですが 高度な衛生管理対策の下出荷される水産物の割合 平成 年度、 、

、 。％でありますが これを平成 年度にはおおむね ％まで上げるということであります28 70

21２つ目のポツですが 漁港施設の老朽化対策が計画的に実施可能な漁港の割合 平成、 、

年度 ％のところ、平成 年度にはおおむね ％まで上げる。 ％というとできる11 28 100 100

かというイメージをお持ちかもわかりませんが、ここは計画を策定するということであり

ますので、まずは計画を策定して、それから事業を実行するということで、十分可能であ

ると考えております。

３つ目のポツですが、漁業集落排水処理を行うこととしている漁村の処理人口比率、平

成 年度では漁村の人口の ％、 万人を水洗化しているわけですけれども、これを21 49 17

平成 年度にはおおむね ％、おおむね 万人について、水洗化処理を行うというこ28 65 24

とに目標を設定しております。

この目標を実現するための事業量といたしまして、その下の（３）にあります。

アとしては、整備される水産物の流通拠点漁港の数、おおむね 地区、イとしては、100

中核的に生産活動等が行われる地区の整備地区数、おおむね 地区、これによって、目240

標の一番上の高度な衛生管理対策の下出荷される水産物の割合を高めていくということで

あります。

600「 ３）事業量」のウとしまして、機能保全計画を策定される漁港の数、おおむね（

漁港、 漁港におきまして、機能保全計画を策定する。計画が策定されることによりま600

して、上の真ん中のポツでありますけれども、漁港施設の老朽化対策が計画的に実施可能

となっていくということであります。

「（ ） 」 、 、３ 事業量 の一番下のエのところで 漁業集落排水処理施設を整備する漁村の数
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おおむね 地区、この 地区の整備によりまして、漁業集落排水処理の処理人口比率200 200

を ％からおおむね ％まで向上させていくという計画にしております。49 65

「 」 。 、３ 豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進 であります これにつきましては

漁場整備を実施することによりまして、水産物を新たに提供する、増産をしていくという

ことでありますけれども、今回数字を入れましたのは「 ２）目指す主な成果」でありま（

す。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ための漁場再生及び新規

漁場整備により、おおむね 万トンの水産物を新たに提供するということで、 万トン11 11

というのを今回新しく加えております。

万トンの水産物の新たな増産、提供、このための事業量としまして、下にア、イ、11

ウとあります。

アとして、良好な生息環境空間を創出する計画に基づく整備海域、おおむね 地区、20

これは少しわかりにくいかもしれませんけれども、新しい考えといたしまして、魚が卵か

ら産まれて稚魚として育ち、だんだん成魚になっていって、また卵を産んでいくという生

、 、 、活史を踏まえまして 藻場・干潟あるいは魚礁という単品ではなくて 魚の一生を考えて

トータルにマスタープランをつくって整備していこうという考えを新たに始めておりま

す。それを良好な生息環境空間を創出する計画に基づく整備海域と言っておりまして、全

国の 地区ほどでモデル的に進めていくということであります。20

イ、魚礁や増養殖場の整備として、おおむね６万ヘクタールの整備を行う。

ウ、漁場の効用回復に資するたい積物除去等の実施につきましては、おおむね 万ヘ23

クタール。また、藻場・干潟の造成を推進については、おおむね ヘクタール。5,500

こういった整備によりまして、目指す主な成果である 万トンの水産物の新たな提供11

を実現していきたいという計画になっております。

、 。 、もう一度 長期計画全体の構成を振り返ってみます １ページをお開きいただきまして

長期計画の５か年間の漁港漁場整備事業の実施についてでありますけれども、これについ

ては 「第１ 漁港漁場整備事業についての基本的な考え方」というところで、全体の基、

本的な考え方を書いております。東日本大震災の影響であるとか、あるいは食品をめぐる

安全・安心、水産資源の回復の重要性、こういったことを踏まえまして、１ページの中ほ

どの（１ （２ （３）という３つの重点的に取り組むべき課題を設定いたしました。）、 ）、

（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つの重点的に取り組むべき課題、それぞれごとに目指す主な成果、目指す主な成果

を実現するための事業量を設定しているということであります。

それでは、続きまして、目指す主な成果を設定したときの考え方を前方のスライドで簡

潔に御説明申し上げたいと思います。

これは全体の次期長期計画の考え方でございます。
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（ ）PP

これもこれまで御説明いたしました具体的な成果目標、事業量の設定であります。

（ ）PP

この目標は漁港の防災対策でありまして、目指す主な成果としまして、陸揚岸壁が耐震

化された水産物の流通拠点漁港の割合、 年度の基準年のときに ％のところ、 年度21 20 28

にはおおむね ％まで上げようということでありまして、グラフにしますと、このよう65

なグラフになってきます。実績で 年度には ％であります。基準年を 年度に設定21 20 21

しておりますが、その後、見込みですが、 年度、 年度と ％、 ％と上がってま22 23 29.3 37

いりまして、これを 年度には ％まで上げようという設定にしております。28 65

これにつきましては、東日本大震災を踏まえて、岸壁の耐震化を行うものです。地震が

あった後、耐震化されている岸壁があれば、壊れにくいということでありますので、地震

後、直ちに漁業活動を再開できるということで、大変重要なことであります。これまでも

力を入れてやってきましたが、更に一層力を入れていくこととし、これまでの趨勢といい

ますか、整備実績も踏まえまして、また事項の重要性も考えまして、おおむね ％まで65

引き上げようという計画にしております。

（ ）PP

同じく災害に強く安全な地域づくりの推進でありますけれども、これは防災機能の強化

21 44 28 80対策が講じられた漁村の人口比率です。平成 年度 ％のところを平成 年度には

％まで上げようということであります。

防災機能の強化対策が講じられた漁村という定義につきましては、下にありまして、わ

かりやすく言えば、漁村の広場、漁業集落道、関連道といった避難する施設、避難する場

所が整備されている。あるいは安全な外郭施設、係留施設、輸送施設が整備されていると

いうことで考えております。

これまでの推移がここに実績としてあります。これはかなり意欲的な目標になっている

かと思いますけれども、今回の震災を踏まえまして、避難路、避難場所の整備は大変重要

なことでございますので、これについては今後重点的に力を入れていくという意味を込め

まして、 ％まで上げていこうという目標にしております。そのために 地区の漁村80 400

の整備を行うことにしております。

（ ）PP

これは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として、

漁港の衛生管理対策であります。高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合、平

成 年度 ％を平成 年度にはおおむね ％まで上げようということで、グラフ上は21 29 28 70

こういうふうになっております。

この項目につきましても、漁港整備の分野では、やはり食の安全・安心が非常に大事で

ありますので、衛生管理対策は力を入れてやってきておりまして、 年度は ％ですけ21 29

れども、その後 ％、 年度には ％まで上がる見込みにしておりまして、こうした34.6 23 46
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、 。整備の実績と重要性を考えて 年度には７割まで上げようという計画にしております28

（ ）PP

。 、漁港の老朽化対策であります 漁港施設の老朽化対策が計画的に実施可能な漁港の割合

平成 年度 ％を 年度には ％まで上げるということであります。これは先ほど21 11 28 100

、 。 、申し上げましたけれども まずは漁港の老朽化対策の計画をつくります 施設を診断して

どのように補修をしていったらいいのか、その計画をつくります。この資料は、計画づく

りを平成 年度までに ％まで実施していこうということであります。28 100

その後の推移を見ますと、 年度には ％、 年度には ％まで実施される見込み22 23 23 40

になっておりますので、これにつきましては、十分に達成可能と考えて ％としており100

ます。

（ ）PP

漁業集落排水の処理でございます。漁業集落排水処理を行うこととしている漁村の処理

人口比率、平成 年度 ％のところを平成 年度には ％まで上げようということで21 49 28 65

ありまして、実績は着実に上がってきておりまして、 ％まできております。49

ただ、これを単純に伸ばしていきますと、７割ぐらいになってくるんですけれども、最

近の傾向といたしましては、こういった漁業集落排水処理施設といった集合処理よりは、

それぞれ御自宅で個別に処理するといった方式も出てきておりまして、言わば伸びが少し

ずつ鈍化してきたこともありますので、それらも踏まえまして、 ％という目標に設定65

をしております。

（ ）PP

豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進でありますけれども、これについては、５

年間でおおむね 万トン増産ということにしております。現在の計画におきましては、11

５年間でおおむね 万トンの増産ということでやってきていました。その実績を見ま14.5

すと、 年度で少し届かない面がありますけれども、大体この線に沿ってやってきてお23

ります。

万トンという設定の仕方は、現在、併せて検討しております水産基本計画における14.5

漁業生産の増大目標量の約３分の１をこの漁場整備によって担おうという考え方で設定し

ております。種苗の放流であるとか、いろんな施策があるかと思いますけれども、その中

で、日本全体の生産の増大の３分の１を漁場整備によって担おうというのがこれまでの考

え方になっております。それを今回も踏襲いたしまして、次の新しい水産基本計画におけ

る生産の増加目標、その３分の１を担うということで、 万トンの増産を目指すという11

設定をしております。

以上のような考え方で、目指す主な成果を設定いたしまして、前回御説明申し上げまし

た文章によるところに、今回のこのような考え方で数字を加えまして、漁港漁場整備長期

計画の骨子としてつくって、今、御説明を申し上げました。

以上でございます。
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○近藤分科会長 ただいま事務局の宇賀神課長さんから御説明がありました。

長期的な漁港漁場整備事業の推進を踏まえて、今後の５か年で具体的に何をするかとい

う整備目標になります。その中でも基本的な考えとしては、漁港・漁村・漁場の質の向上

が明確にうたわれていると思いますが、御質問あるいは御意見がありましたら、委員の皆

様方からお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。

櫻庭委員、どうぞ。

○櫻庭委員 目指す主な成果のおおむね何パーセント、事業量のおおむねという数字の根

拠は、例えば申請が今あるからとか、そういうものを根拠にしているのか、それともこれ

はあくまでもこちら側で考える数字なのか、その辺のところはどうですか。事業量の数で

す。

○宇賀神課長 事業量については、目指す主な成果を達成するために必要な事業量であり

ます。もちろん漁港漁場整備の事業主体の多くは、都道府県、市町村にやっていただいて

おります。そうしたところのこれからの事業整備の考えもお聞きしておりますけれども、

これはそれを実現するために、国として、この程度の事業量は必要であろうということで

設定をしております。

○櫻庭委員 事業量の数というのは、本当におおむねということで、例えば今こういう状

況で老朽化しているから申請があるとか、衛生管理型の漁港でこういうことで申請がある

とか、そういう数字というのは、まるっきり考慮していないということですか。

○宇賀神課長 ある程度は地方のお考え、御要望もお聞きした上で設定しております。

○櫻庭委員 最終的には早い者勝ちということになるんですか。そういうことではないん

ですか。

○宇賀神課長 整備の順番ということですか。

○櫻庭委員 順番です。

○宇賀神課長 それぞれの事業主体にもいろいろなお考えがあると思います。それらを総

合的に考えて、具体的な実施となりますと、予算のこともありますので、予算の一定の制

約の中で、各都道府県、市町村の皆さんとお話をして、重要なものから予算の範囲内でや

っていくものだと思います。

○櫻庭委員 しつこいようですけれども、例えばおおむね 万トンの水産物を新たにと11

いう項目があります。事業量では平米なり地区などが出ていますけれども、この魚種は何

なんだといったときに、地域というのは随分変わってきます。その辺のところも今後考慮

していくということなんですか。

○宇賀神課長 万トンを達成するためには、漁場整備の全体でもってこれを担ってい11

11くと考えておりまして 先ほどのグラフの中で実績を積み上げてまいりましたけれども、 、

万トンというのをどのように検証するのかということもあります。毎年事業をやっていき

ますけれども、それはそれぞれの地区ごとの漁場整備が終わった後、実際にモニタリング

をして、どのぐらいその場で漁獲量が新たに増えたのか、漁業者にお聞きしたり、いろん
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な統計のものから引いてきまして、例えば 年度のときには前年度に比べ 万トン増19 2.4

11えたという数字を出しております こんなふうにしてやっていきますので ここでいう。 、

万トンというのは、下の魚礁あるいは増養殖場の整備が６万ヘクタール、堆積物の除去が

万ヘクタール、藻場・干潟の保全 ヘクタール、こういうものの１か所１か所の積20 5,500

み上げによって、こうした増産を実現していこうという考えでやっております。

○近藤分科会長 どうぞ。

○橋本部長 私からも御説明したいと思います。

今の事業量と目標の関係でございますが、当然のことながら、我々目標を掲げますと、

これを具体的に目指して実施していくためには、地方公共団体の皆さんと一緒になってや

って、達成していかなければいけないところでございますので、事業量を定める際には、

これからこの目標に沿っていただくためには、どんな港でどんなニーズがあるのかという

ことは、事前に皆様とお話合いをしております。今後実現性のない計画を立ててもしよう

がないので、そこら辺のところは、意味のない数字ではなくて、具体的にこれからやるべ

きではないかと地方が考えているものに十分配慮した上で、我々国としてどこまでやるべ

、 。きだというところと すり合わせてつくっている数字であると御説明をしたいと思います

あと、先ほどの 万トンにつきましても、今、低下している中で、いかに支えていく11

かというところでの数字でございますので、我々としては漁場の環境をよくして、魚が獲

れるようにするにはどうしたらいいかということを、全国のいろんな漁場整備のデータを

入手いたしまして、平均的にこれだけやると、その場所では水産資源をこれだけ獲る可能

性が増えるんだというところをもとにやっているものでございまして、具体的にどこで何

万トン獲るというものとリンクしているものではないんですけれども、基盤を整備するこ

とによって、これだけの可能性を増やすという考え方でございます。

ちょっと説明が難しいんですけれども、そのように考えているところでございます。

○近藤分科会長 ほかにはいかがでしょうか。鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 私もこの数字についてちょっとどうなんだろうと思って、お聞きしたいと思

、 、 、 、ったんですけれども 今の部長さんのお話によると これは何々港というところが 全国

北海道から沖縄までの何々港をこういう整備するということは、もう進めておると考えて

いいんですね。具体的な数もさることながら、どこだかわからないところを何十パーセン

トということではなくて、どこどこはこういう排水処理をするとか、どこどこはこうする

というような視野はあるんですか。

○橋本部長 今日グラフを御説明しているので、それをごらんいただきたいと思います。

要するに、今、整備をしているどこどこ港、どこどこ集落ということで、整備をしてこう

いうふうに進んできているということで、これを更にやっていくことになります。勿論実

、 。 、 、績を踏まえて 余り荒唐無稽なことをやってもしようがないです しかし 我々としては

当初の目的を達成するためには、これだけ必要ではないかということで考えさせていただ

いているので、これまでいろんな港をつくってきた整備の実績及び将来どういうところを
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やるべきかということは十分に伺った上で、可能性のある、国としてはこういうふうにや

るべきだと考えているものを掲げているものでございまして、これから計画が定まりまし

たら、それを具体的に決めていってやっていく。そこら辺のところは、今、縦横が全部決

まっているかというと、これは目標計画ですので、そうではないんですが、十分に現場も

配慮した上で、この計画を立てているということをつけ加えさせていただきたいと思いま

す。

21 28 65○鈴木委員 今の続きなんですけれども、 年度から進めておって、これを 年度に

％にするという話なんですが、先ほど予算という話が出ました。東日本大震災で壊れた港

に対しては、膨大なお金がかかると思うんですが、予算的にはこれとは別と考えてよろし

いんでしょうか。

○宇賀神課長 予算の面ですけれども、津波の被害によって直接壊れたものを元に戻す災

害復旧事業については、別に予算が確保されております。漁港漁場整備事業の予算では災

害復旧で元に戻す事業と併せまして、よりよくしたり、更に災害復旧事業で不足している

分を補ったり、そういった点を対応してまいります。災害復旧事業は別途予算が確保され

ております。

○鈴木委員 わかりました。

それから、前にお話があった 万トンなんですが、 万トンというのは、どういう種11 11

類で、どういう魚種を対象とするのかという感じがするんですが、これは資源管理の方と

話し合ってやっておられると考えていいんでしょうか。

○宇賀神課長 先ほど申しました全体の枠組みは、水産基本計画ということで、水産業全

体をどうしていくのか、生産量をどうするのか、消費量をどうするのかということになり

ます。その中で、生産量は平成 年度のレベルまで回復させていきたいというのが水産17

基本計画の考えでありますけれども、それを実現するために、いろんな手だてがあると思

います。種苗放流をするであるとか、資源管理もあるかと思います。我々の藻場・干潟の

整備であるとか、増養殖場の整備であるとか、魚礁の整備もあります。そういうことを総

合的に勘案して、我々の分担としては、水産基本計画で掲げる増大部分の３分の１ほどを

担うのではないかということで、この数字を設定しておりますので、全体としては、調整

した形で数字を決定しております。

10 20○鈴木委員 漁獲量については ただ単に日本の水産で漁獲量を 万トン上げるとか、 、

万トン上げるということになりますと、いわゆる漁場についている高級魚と言われるよう

なものを増やす、増やさないというのは、 トンとか トン単位なんです。100 1,000

あと、大衆魚と言われているイワシ、サバ、サンマ、スケトウ、そういうものは、かつ

て日本が 万トン獲った時代には、イワシだけで 万トン獲ったわけです。それが1,000 400

今は５万トンぐらいだということで、大衆魚については、何万トン増やしたり、何万トン

減るというのは、物すごく変動するということなんです。

今、資源管理を強くやっておりまして、漁獲可能量とか ということをやったり、TAC
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幾ら獲ってもいいという話ではなくて、例えば我々まき網だと、月に一艘で トン獲1,000

、 、 。 、ったら その月の商売はやめなさいと ここまで厳しくやっているわけなんです だから

ただ単に 万トンという話になると、資源管理の方と非常に綿密な連携をしていかなけ11

ればならないと思います。ただ、藻場をつくったり、魚礁をつくったりということの種類

においての 万トンということであれば十分理解はできるんですけれども、そうではな11

くて、ただ、ここで日本の水産を 万トン増やせということになると、資源管理の方で11

、 。 、TAC 10 10というんですけれども 漁獲可能量を 万トン増やせば 万トン獲れるんです 今

聞いていた話では、高級魚というか、磯につくような魚あるいはイセエビのようなものと

か、数の少ないものを、努力を重ねて５年間で 万トンにもっていくのかと考えたんで11

す。

○宇賀神課長 御指摘のとおり、藻場・干潟の整備、増養殖場の整備、魚礁の整備、そう

いうことに伴って、これまで実績をカウントしてきました。実績のカウントの仕方はなか

なか難しい面もあるんですけれども、漁場整備の努力によって増えるものを 万トンと11

考えております。

○近藤分科会長 いかがでしょうか。小菅委員、どうぞ。

○小菅委員 ２点伺います。

１点目は、漁港の整備の数の問題なんですけれども、今、全国では 余りの漁港が2,900

あると承知しておるんですが、すべて必要があるかというと、そうでもないと思います。

将来 ％やるのに対して、この段階では ％やるんだというお考えなのかということ100 40

です。

もう一点は、今のお二方からもお話がありましたけれども、 万トン増やすというこ11

。 、 。 、 、とです 今 資源が減った原因をどうお考えなのか 確かに藻場をつくる 干潟をつくる

あるいは魚礁をつくることも効果を出す方法の１つかもしれませんけれども、特に私ども

に身近な瀬戸内海で見ますと、魚が住まない、魚が生きないという環境状態があると漁師

さんから常々聞くわけです。そういうところへこういうハードの面でお金を投入してやっ

て、原因をまず考えないと、その効果が出てこないのではないか。期待するような効果が

。 。出てこないのではないかという心配があるんです その辺はどういうふうにお考えなのか

○近藤分科会長 ２つの御質問だと思います。よろしくお願いします。

○宇賀神課長 １点目の漁港の整備、例えば 港という表示がございます。指標の設定40

といたしましては、我々が漁港漁場整備を全体として進めていく中で、特に重要な項目に

ついて指標化しております。特に漁港につきまして、例えば陸揚岸壁が耐震化された漁港

であるとか、あるいはそこを通過する水産物が衛生管理された状態でいくのかどうか。例

えば水産物が衛生管理された漁港の割合ということになってきますと、市場があるような

流通拠点漁港を頭に描きまして、そこにつきましては、将来魚が通るところはすべて衛生

管理の方にもっていきたいと思っています。

先ほどもおっしゃったとおり、日本には 余りの漁港がございます。そのうち市場2,900
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があって、いわゆる流通拠点漁港になっていますのは、約 と考えておりまして、これ150

につきましては、とにかく早く魚が衛生管理された状態で流通するようにということを目

指して、次の計画では、約７割まで衛生管理された状態をもっていきたいということで、

特に重点化をして考えてございます。

２つ目は、資源が減った原因を追究して漁場整備を進めていかないと、余り効果的でな

い部分もあるのではないかというお話でございます。そのとおりだと思いますが、資源の

減少要因は難しいところがあります。我々としては、漁場整備というハードの事業であり

ますので、ハード的にどのように環境が変わってきているのかということを考えます。

例えば瀬戸内の例でいきますと、広島県、岡山県、最近、特に重視しているのは、アマ

モ場の造成を考えておりまして、昔、アマモ場が広くあったところは、埋め立てその他に

よって、かなり減ってきているということで、土地の先が深い海になってしまっているよ

うなところがあります。そこでアマモが育ちやすいように、一部は地盤を底上げしたり、

あるいは波を少し抑えるような、カキいかだ等と一体となった消波堤を設置してみたり、

漁場整備としては努力をしてやっていくということなので、因果関係を完全に明らかにす

るのは難しいんですけれども、藻場・干潟、昔の姿を少しでも取り戻すということを心が

けてやってございます。

○近藤分科会長 どうぞ。

○橋本部長 資源のところは、私からも言わせていただきたいと思います。

水産資源をいかに増やすかという観点で考えると、例えば親の魚を獲り過ぎてしまって

子どもが産まれないとか、そういうことを考えるのであれば、親の魚の獲り過ぎをいかに

減らすかという、資源管理の考え方だと思います。それから、卵を産む量が余りに少ない

、 、 、とか 幼魚のうちにみんな死んでしまうという話があったときに 子どもを育てておいて

少し大きくしてから放すという、栽培、つくり育てるといったことがあると思います。し

、 、 、 、かし 全体の減少の中で 親を獲り過ぎるというのは別にして 卵が産まれていないとか

産まれていても、それが育っていないというのは、環境の影響が非常にあるのではないか

という考えは、小菅委員と我々は一緒ではないかと思っていまして、ここを基盤整備で何

とかしなければいけないというのが我々の考えです。

ですから、今回の藻場・干潟の保全というのは、やはり卵を産む場であったり、幼魚が

育つ場であったりということだと思いますし、漁場の効用回復に対する堆積物除去と書い

ておりますのは、せっかく産まれても貧酸素水が出て生きていけないとか、そういう問題

がある点というのを解消しなければいけないといったことです。

それから、最後に魚礁とか増養殖場というのは、魚を保護できる場所をつくる、あるい

は餌をとれる場所をつくる、増やすということで、魚が減っている中にかなり環境の面が

強くあるのではないかという思いを我々は思っていて、ここをいかにやっていくのかとい

うことで、こういう目標を掲げています。

おおむね 海域というのは、魚を獲る場所だけでやっていてもしようがないので、あ20
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る海域で関係する皆さんと話をしなければいけないということです。現在まだ２地区しか

できていないですし、今、計画課長が申しましたとおり、まだわからないことがあるわけ

でありますが、これらを解明しながら整備を進めていくということで、この辺をやってい

きたいと思います。意欲的ではありますが、こういうふうにやらせていただくということ

でございます。

○近藤分科会長 ありがとうございました。

まくどなるど委員、いかがでしょうか。

○あん委員 ２ページに「 ２）目指す主な成果」とあります。耐震化するとか、防災機（

能の強化対策などで見ると、この事業と使う素材、エネルギー消費、温室効果ガス排出な

11どを考えると 先ほど我々がディスカッションした資料２の漁港漁場整備事業の推進の、

ページから ページの自然界に配慮するものとどう連携しているのでしょうか。12

○近藤分科会長 なかなか難しいところですね。

○宇賀神課長 ページの漁港漁場整備事業を進める場合には、必ず環境との調和を考11

えていくということでありまして、最も環境との調和を考えやすいのは、やはり海の中の

工事の場合があります。例えば防波堤をつくる場合、海藻がはえやすいようにするとか、

従前防波堤をつくる場所が藻場であった場合、構造物をつくることによって藻場をつぶし

てしまう場合には、それに見合うようなものを別につくるとか、そういうことでやってい

きます。

ただ、今後、安全な漁港・漁村づくりということで、特にこの５年間で力を入れていく

陸揚岸壁の耐震化、防災機能の強化というのは、漁港で働く人あるいは漁村の人がいかに

早く後ろの山なり安全なところに逃げられるかということでありますので、自然、環境と

の調和という意味では、少し説明がしにくくなりますけれども、やはり海の中の事業であ

るとか、防波堤の整備であるとか、そのところについては、環境との調和を常に考えなが

らやっていくということであります。

○あん委員 ちょっと工夫したらいいと思います。

あと、先ほど小菅委員からも意見が出たと思うんですけれども、目指す主な成果の水産

、 、 、物の増加 万トンまでもっていくということは 立派な目標ではあると思うんですが11

海洋生態系保全と連携していかないと、どんな事業をやろうと思っていても、失敗の連続

で終わってしまう危険性があるかと思います。目指すこともいいんですけれども、漁場づ

くりだけで終わってしまうのは、ちょっと意味がないのではないかと思います。生態系保

全と同時にやっていくと、水産庁の中の横断的な対策がもうちょっと必要になってくるの

ではないかと思います。

○宇賀神課長 ありがとうございます。

この計画自体が漁港漁場整備事業の計画ですので、どうしても公共事業のハードの計画

になってきますけれども、最近ではソフトの施策としまして、漁業者自らが地域住民と一

緒になって藻場・干潟の手入れをしていって、海洋が持っている生態系の能力を高めるよ
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うな施策をしておりまして、水産庁も助成をしております。そういった施策とこういう公

共事業の政策が一体となって、全体の環境がよくなるような、生態系全体が底上げされる

ような方向にもっ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した。

環境問題、工事という問題と、鉄とコンクリートという 世紀の概念は、まさに炭酸20

ガスをいかに多くつくるかということがありました。そういう精神があったわけではない

んですけれども、結果論として、そうなっています。今後新しく漁港なり漁場を整備する

に当たっては、工事で発生する炭酸ガスもしくはエネルギーのロス、あるいはエネルギー

のゼロ・エミッションといいますか、その辺をどう考えていくかということが重要な課題

だと思いますので、今、まくどなるど委員がおっしゃったようなところも、どこかで考え

ていただきたい。これはまさにプランニングレベルのプランニングだと思いますので、そ

こら辺で御指摘していただければいいと思います。

あと、プログラム、プロジェクトで、資料３というのは、まさにプログラムをどうプロ

ジェクト化するか、また今後予算措置を財務省と折衝する上での根拠数値になると思いま

す。我々は根拠数値がこれで正しいんだということはなかなか言えませんので、逆に行政

側でこれだけ必要だとか、また今後 すべての漁港を対象に整備はできないと思いま2,900

すので、漁港漁場整備部として対応すべき重点港湾、漁港といいますか、いろいろな名目

の中で目標を決めて、具体的なポジションとしてやるためのものがこの骨子（案）だと思

いますので、そういう形で御理解いただきたいと思います。基本的にはこのような方法で

しか今は表現できない部分がありますが、精神論としての資料２にそこら辺を書き込んで

いただければ、よりベターだと感じますので、部長も御理解のほどをよろしくお願い申し

上げます。

○橋本部長 重ねて、今のまくどなるど委員からの御指摘ですが、我々は沿岸漁業を中心

とした、比較的エネルギーのかからない漁業を、漁港と漁場を連携することによって更に

実施していこうと考え計画を立てております。また、老朽化対策、長寿命化というのも、

どちらかというと、材料を余り使わずに、そういう意味では排出量などが少なく、そうい

うところも少しずつは関係しているのではないかと思います。今回は事業量の話をいたし

ましたけれども、今おっしゃっていただいた精神の中で、まさに盛り込まなければならぬ

ことがあれば、文章をつくる際にどういうことができるかということは、少し考えたいと

思います。

実は３番目で言っている豊かな生態系を目指した水産環境整備というのは、今、おっし

ゃっていらっしゃることをやりたいと思っているんです。海域の生態系をよく理解して、

もちろん土木工事などによって、いろんなことを実行していくわけですけれども、いかに

いい環境を戻していって、それが結果として、漁業者、日本国民のためになるようにする

、 、 、には どうしたらいいかということで 水産環境整備という名前を数年前から打ち出して

。 、一生懸命やっているところでございます これはこの計画で初めて使う言葉でもあるので
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そこら辺は一生懸命やっ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。

それでは、資料３につきましては、これで了解ということでよろしゅうございますか。

鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 今の話を聞いていて思い出したんですけれども、漁場の藻場の整備とか魚礁

という問題に関連して、今、強く言われていることは、森林の整備が魚にとって非常にい

いということです。特に広葉樹などはバクテリアの問題などがあります。魚を増やしたい

なら森を増やせということで、昔、プロジェクト というものでやった襟裳岬とか小笠X

原の森、今回震災を受けた広田湾などは、広田湾の奥の森林整備を島民とか漁民が一緒に

、 、なってやって 広田湾はそういうものが非常に豊かになったと聞いているんですけれども

、 、漁場を豊かにするには 森を豊かにしなければならないというのは定説になっているので

そこは大きな項目だと思いますので、考えてもらえたらと思います。

○近藤分科会長 どなたかあれですか。部長、どうぞ。

、 。○橋本部長 基本方針の中でもさらっと触れてはあるんですが 一応触れさせてください

「（ ） 」例えば６ページの１の ２ 関連施策との連携により効果を相乗的に高める取組の推進

ということで、これしかないのかということで、また見直してみますけれども「森林整備

など川上から川下に至る一連の関連施策との連携を強力に推進することにより」というこ

とで、現在も林野庁といかに漁場のために森林整備をするかという話し合いをしておりま

す。そこに書かせていただいていますが、その精神がきちんと入るように、前向きにやっ

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。

いかがでしょうか。資料３の「漁港漁場整備長期計画骨子（案 」は、基本的にはこう）

いう考え方、数値目標を下に、財務省との予算折衝、これを地方自治体が読んで御理解し

ていただいて、手を挙げていただくかということもあると思いますので、その辺を併せ持

って、こういう計画の流れでいきたいということでございますが、御了承いただけますで

しょうか。

（ 異議なし」と声あり）「

○近藤分科会長 どうもありがとうございます。それでは、資料３につきましては、皆様

の総意でもって御了解いただいたことにいたします。どうもありがとうございました。

本日の議題は、資料２、資料３に示された審議事項２つでございました。以上で御了解

いただきました。文言の整理につきましては、また事務局で御努力いただきまして、まと

まりましたら、各委員に送っていただくようにしていきただきたいと思います。

それでは、これ以降につきましては、事務局にマイクをお返ししたいと思います。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、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いたします。
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、 、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きましたところ

３月 日火曜日の 時から開催するということにさせていただいております。どうぞよ13 10

ろしくお願いいたします。

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。


