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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32

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７名すべての委員が御出席されておりまして、定足数

を満たしております。

それでは、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。

一番上に本日の水産政策審議会の議事次第がございます。次に、席次表があります。そ

れから、分科会資料一覧があります。

次に、資料１といたしまして「漁港漁場整備分科会委員名簿」があります。

それから、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。

次に、資料３といたしまして、Ａ３のカラーの折ったもの、それから、その後ろに「漁

港漁場整備長期計画（案 」を綴じたものがあります。）

、 「 」 。次に 参考としまして 検討経過及び今後の予定について という一枚の紙があります

後に、これもカラーのもので「東日本大震災への対応と平成 年度水産基盤予算の24

概要」という資料がございます。

以上ですけれども、何か不足はございませんでしょうか。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よろしくお願い申し上げます。

○近藤分科会長 おはようございます。遠いところから、また、年度末にもかかわりませ

ず御参集いただきまして、ありがとうございます。

それでは、本日の議題にのっとりまして審議を進めたいと思います。本日は、答申事項

が１件でございますので、よろしくお願い申し上げます。

早速、審議に入らせていただきますけれども、諮問第 号の「漁港漁場整備基本方針204

の変更及び漁港漁場整備長期計画の策定について」でございます。本件につきましては、

昨年８月３日の第 回漁港漁場整備分科会で諮問と説明がありまして、以降３回にわた28

り審議を重ねてまいったものでございます。

事務局より資料等の説明がありましたら、よろしくお願い申し上げます。

○宇賀神課長 それでは、お手元の資料を御説明申し上げます。まず、資料２をごらんい

ただきたいと思います 「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。それから、資料３がありまして、もう一枚後の参考をごらんいただきます。参考とい

う１枚紙でございますが、これまでのこの審議会での審議の経緯を整理しております。

８月３日、第 回の分科会におきまして、資料２と資料３、基本方針と長期計画につ28

いて諮問をいたしまして、 月 日に長期計画、それから、基本方針の変更の視点とい11 21

うことで御議論をいただきました。また、本年に入りまして、２月１日、第 回の分科30
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、 、 。会におきまして 漁港漁場整備基本方針の見直しの素案 全文章を御審議いただきました

それから、長期計画については、次期長期計画骨子（案）ということで御審議をいただき

ました。それから、２月 日に第 回の分科会がございまして、ここで漁港漁場整備基14 31

本方針の見直しの素案、修正したものを御審議いただき、併せて次期長期計画の骨子、数

、 。字が入ったものについて御審議をいただいて 本日を迎えているということでございます

、「 （ ）」また資料２に戻っていただきまして 漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針 案

ということで、１ページからずっとあります。これにつきましては、今後 年ほどを見10

通しまして、漁港漁場整備事業の進め方についての基本的な考え方を整理するということ

で、農林水産大臣が定めております。これにつきましては、一部、今回の東日本大震災等

の影響を考慮して、その分の記述を加えるといったところの見直しを行っております。ま

た、この基本方針については、法律の規定によりまして、変更する場合には各関係行政機

関の意見を聞くということでありまして、国の行政機関の意見を聞いております。また、

この審議会の御意見をお聞きすることになっております。これが資料２でございます。

もう一つの資料３をごらんいただきたいと思います 「漁港漁場整備長期計画（案 」。 ）

でございます。一番上のカラーの紙をごらんいただきたいと思いますけれども、今回の漁

港漁場整備長期計画につきましては、３つの重点課題を設定いたしまして、それぞれに目

指す主な成果、それから、事業量という形で設定をしております。災害に強く安全な地域

づくりの推進が１点目、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

の推進が２点目、豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進が３点目でございます。と

いうことで、この漁港漁場整備長期計画の目指す主な成果、事業量をこの紙に整理してお

ります。本文につきましては、その後ろの資料でございます。

この長期計画につきましては、これも法律の規定によりまして閣議決定ということでご

ざいますので、閣議を構成する省庁すべてから御意見をいただいております。実際には、

質問はありましたけれども、意見という形のものはございませんでした。各省との調整は

終えております。

それから、都道府県の皆様方から御意見をお聞きするということで、これまで４回、地

方ブロックにおいて、この説明会を開催いたしまして、御意見をいただいております。ま

た、農林水産省におきまして１度、全都道府県からお集まりいただきまして説明して、い

ろいろな御意見をいただいております。更に、法律の規定による手続きとして各都道府県

からの御意見もいただいております。

その他、パブリックコメントということで、ホームページ上に公開いたしまして、広く

国民の皆様より御意見をいただいております。

そのようなことで、いろいろな意見を取り入れて、もちろん、この審議会の委員の皆様

方からいただいたご意見を取り入れまして、本日のものとして、ここまで整理をしてきて

ございます。

説明につきましては、以上でございます。
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○近藤分科会長 ありがとうございました。

ただいま計画課長から、資料２、資料３につきまして御説明いただきました。前回の審

議等において委員の皆様方から御意見をいただきまして、事務局で修正を行ったものでご

ざいます。資料２、資料３につきまして、何か特段の御意見がございましたらお願いした

いと思いますが、委員の皆様、いかがでございましょうか。

一応、前回まで皆様方の御意見を賜りまして、３度ほど、いろいろと皆様とやりとりを

やって、その上で再整理したものが資料２、資料３でございます。何か御意見がございま

したら、どうぞ。特別、今のところ、ございませんか。どうもありがとうございます。そ

れでは、資料２、資料３につきましては、答申（案）として整理されたものということで

御了解いただいたということで、ありがとうございます。

204そのほか、いかがでございましょうか。ほかに御意見、御質問がなければ、諮問第

号につきましては、お手元の資料どおりということで取り扱ってよろしいですか。御確認

いただきたいと思います。どうもありがとうございます。全員一致でもって本日の答申と

いうことで資料を取り扱うことに決定したいと思います。

それでは、今、答申書の写しをお配りいたしますので、それをごらんください。

（答申書配付）

○近藤分科会長 ごらんになっていただいたと思いますが、それが皆様方にお諮りしたい

答申書の文面になっております。それでは、その答申書につきまして、私から読ませてい

ただきます。

答申書

水審第 号23 53

平成 年３月 日24 13

農林水産大臣 鹿野 道彦 殿

水産政策審議会

会長 山下 東子

平成 年８月３日付け 水港第 号をもって諮問のあった諮問第 号「漁港23 23 1385 204

漁場整備基本方針の変更及び漁港漁場整備長期計画の策定について」は、下記のとおり

答申する。

記

漁港漁場整備基本方針及び漁港漁場整備長期計画については、別紙１及び別紙２のと

おり定めることが適当である。

ということで、別紙１、別紙２は、先ほどお諮りしたとおりでございます。よろしくお

願い申し上げます。

これは、事務局から会長のお名前で大臣に出すことになっておりますので、御了承願い

たいと思います。それでは、答申、よろしくお願いいたします。
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皆さんに御審議いただきました漁港漁場整備基本方針と漁港漁場整備長期計画につきま

しては、今後、どのような日程を経て決定されるのか、参考までに事務局より御説明をい

ただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○宇賀神課長 まず、漁港漁場整備の基本方針でございます。これについては、農林水産

大臣が決定することとなっておりますので、これから官報に掲載すべく、所要の手続を行

ってまいりたいと考えております。

また、漁港漁場整備長期計画につきましては、閣議決定が必要となっておりますので、

本年度内に閣議決定を行うべく、手続を行う予定であります。その後、官報に掲載される

こととなっております。

○近藤分科会長 どうもありがとうございました。

それでは、橋本漁港漁場整備部長にごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

○橋本部長 ただいま漁港漁場整備長期計画及び基本方針につきまして御答申をいただき

まして、誠にありがとうございます。８月３日に諮問いたしましてから、数次にわたり、

さまざまな角度から御議論賜りました。誠にありがとうございます。お陰様で、それらを

盛り込みまして計画が策定できたと考えております。これらをもちましての閣議決定に向

けて手続をさせていただきますとともに、これが決定しました暁には、御議論いただきま

したことを踏まえまして、震災地の復旧・復興を急ぐ、また、全国の防災について力を入

れること、また、水産業を豊かにするための漁港漁場づくりなどについて、全力で取り組

んでまいりたいと思います。まずは、今回の答申をいただきましたことに御礼を申し上げ

まして、簡単ですが、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。

○近藤分科会長 ごあいさつ、どうもありがとうございました。

議事次第にのっとりますと、４の「その他」ということになります。何か事務局から御

、 、「 」 。説明 あるいは補足等がございましたら その他 としてお願いいたしたいと思います

それでは、よろしくお願いいたします。

○宇賀神課長 それでは、その他といたしまして、 後の資料になりますけれども 「東、

日本大震災への対応と平成 年度水産基盤予算の概要」という資料がお手元にございま24

す。前方のスライドも併せて御説明を申し上げたいと思います。

（ ）PP

これまでの震災及び 年度予算全体を振り返ってのことでございますので、少し長い24

ですけれども、時間がありますので、ゆっくりと聞いていただきたいと思います。

、 。 、まず 改めて今回の東日本大震災の被害の状況を整理した表でございます 北海道から

。 、 、南は沖縄まで被害が及んでいるということであります ただ 全体１兆 億円のうち2,637

北海道から千葉までの７道県で１兆 億円ということで、ほとんどの被害がここで生2,544

。 、 。じております 全国的な被害は 主に養殖関係の施設に生じているということであります

漁船については２万 隻の被害、 億円、漁港施設については 漁港で 億8,000 1,822 319 8,230



- 5 -

円、これは北海道から千葉県までの間で被害があります。そのほか、養殖関係で 億1,335

円、共同利用施設で 億円ということで、併せてこの被害となっております。1,249

（ ）PP

この被害がありましたところから、水産庁では６月末に水産復興マスタープランという

ものを策定いたしました。そのときのイメージであります。まず、漁業の早期再開という

ことで、漁業者によるがれきの撤去をお願いしております。これが漁業者の収入の助けに

もなるという意味もありました。それから、特に被害の大きかった３県の小型漁船におい

ては９割が被害に遭ったということで、共同利用漁船の導入。それから、水産加工施設の

冷凍・冷蔵施設、その他のこういった施設の復旧支援。それから、漁港の中のがれきの撤

去等に支援をやっております。本格的な復興に向けた取り組みのイメージといたしまして

は、漁港については、何といっても災害復旧としまして、岸壁とか防波堤、がれきの撤去

という復旧をいたします。それから、背後の土地が地盤沈下を起こしていますので、その

嵩上げが急がれるところであります。併せまして、この絵にありますように、例えば、市

場の機能の向上、衛生管理型の市場にすることとか、あるいは漁港の中に高台の避難所を

設けるという話とか、あるいは集落については嵩上げをするとか、高い方に移動していく

と、こういったものへの支援。それから、漁業・養殖業については、がんばる漁業・養殖

業ということで、当面の立ち上がりに対する支援をする。それから、未来に向けては、漁

港のエコ化を進める。こういったことが考えられまして、これらによって、水産の本格的

な復興を目指しております。

（ ）PP

予算の関係です。どのような予算制度が組まれたかということであります。ちょっと文

2,000 8,183字が小さいですが、水産庁の当初予算は 億円であります。復旧・復興に対して

2,153億円ということで 約４倍の復旧・復興対策費が計上されました １次補正のときに、 。

、 、 、 、 、億円 ２次補正で 億円 ３次補正で 億円 そして 補正予算ではありませんが198 4,989

今、国会で審議中の 年度当初予算の中に復旧・復興対策分というものがありまして、24

これが 億円、合わせて 億円ということで、通常の４年分の予算が確保されたと843 8,183

いうことであります。その主な中身としましては、漁業・養殖業の経営再開に対する支援

ということで、がんばる漁業・養殖業、あるいは漁船の復興、養殖施設の復旧、共同利用

施設の復旧といったものがあります。

それから、加工流通業関係の復旧・復興、共同利用施設関係ですが、これらの関係で復

旧整備、復旧支援、それから、これは特に市町村事業に対する支援の予算ですが、復興交

付金で共同利用施設への支援があります。

それから、この分科会に関係の深い漁港漁村等の復旧・復興に対する支援としまして、

まず、漁港関係等災害復旧事業、１次 億円、３次 億円、当初で 億円というこ250 2,346 77

とで、二千数百億の予算が計上されております。

、 、 、 、それから 水産基盤整備事業としまして これは災害復旧では対象にならない 例えば
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沈下した地盤の嵩上げであるとか、あるいは衛生管理型の荷さばき所の整備であるとか、

そういったものに１次で 億、３次で 億、 年の当初で 億、合わせて 億ほ50 202 24 250 500

どの予算が提示をされております。

それから、共同利用施設、陸上のいろいろな施設でございますが、３次補正で 億の731

内数、こういった予算額が計上されております。

それから、先ほど申し上げましたが、復興庁計上の予算で復興交付金というものがあり

ます。総額で１兆 億弱と言われておりますけれども、これは市町村の行う事業で、9,000

漁港施設機能強化事業、市町村の管理する漁港の地盤沈下対策のようなものがあります。

それから、漁業集落防災機能強化事業。これは漁業集落で高台移転を完全にしてしまう

ところは国土交通省の事業がありますけれども、今の集落の中でより安全にしていく、少

し高いところに移るとか、嵩上げをするとか、そういった集落の防災機能の強化事業も復

興交付金の内数で計上されると、このような予算の体系になっております。

（ ）PP

これまで、こういったいろいろな努力をしてまいりましたところ、現在まででどのくら

い復旧・復興が進んできたかということであります。１つは、水揚げの状況であります。

71これは、対前年同月比ということで、１月同士で比べておりますけれども、水揚量で

％、水揚金額で ％、大体昨年の７割ほどに改善してきております。内訳は、岩手、宮66

城が大体７割ぐらい。ただ、福島の場合は、操業について自主規制をしているということ

、 。 。 、で まだ４割とか２割になっております 漁船については ％回復しております また63

、 、 、 、 、 、 、 、養殖施設関係でありますけれども ５割 ６割 ４割 ７割と ワカメ ノリ ギンザケ

この状況で回復しております。

（ ）PP

次に、被災３県で被害があった加工流通施設でありますけれども、被災前の ％が業46

務再開をしている。産地市場については ％。ただ、岩手、宮城についてはほぼ全てで65

再開しておりますが、福島の場合はまだ８％であります。

漁港につきましては、 漁港が被災を受けましたが、そのうち一部でも使える、岸壁319

のどこかが使える、あるいは潮位によって潮が引いたときは使える漁港というふうにやっ

、 、 。ていきますと ％の漁港で 時間と場所を選べば使えるという状況になっております97

これも県別に見ますと、岩手、宮城の場合はほとんど ％、福島県の場合は、 漁港100 10

のうち３つの漁港でまだ使えないという状況がありますので、 ％となっております。70

100それから、応急工事によるがれき撤去が必要な漁港につきましては、がれき撤去は

％終了しているということであります。また、養殖漁場とか定置漁場のがれきですが、こ

れについては９割ほど撤去が完了しているという状況であります。

（ ）PP

この後、幾つか、主な漁港ごとに復旧の状況を御説明していきたいと思います。まず、

岩手県の釜石の漁港であります。被災直後はこのような状況でございましたけれども、８
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月４日に仮設の施設で市場の業務が再開されております。定置網のサバなどの陸揚げが行

われている。それから、９月からはサケやサンマの水揚げが開始されたということで、現

在、復興に向けて、市場の関連施設の復旧等も併せて推進をしております。

（ ）PP

今度は、宮城県の気仙沼の漁港でございます。入口のところの油タンクが流出して火災

になったりして大きな被害を受けております。まずは被災直後、がれきの撤去を行いまし

た。それから、市場が冠水をしておりましたので、とにかく水揚げが早くできるようにと

いうことで、こうした鉄板のようなもの、仮の施設でもって嵩上げをいたしまして６ｍ桟

橋を仮復旧ということで、６月末から始まったカツオの水揚げに対応できたということで

ありまして、この気仙沼漁港は生鮮カツオ陸揚げ日本一でありますが、昨年度もその地位

を保ったということであります。

それから、絵は小さいのですが、例えば、ここに市場がございますけれども、この前面

の岸壁については、宮城県に代わりまして国が災害復旧を代行で実施しているということ

もやっております。また、ここに水が乗っていますが、加工場が点々とありまして、地盤

の嵩上げが求められているということでありますので、これについても今、検討している

ところでございます。

（ ）PP

次は、青森県の八戸漁港であります。これも被害を受けましたが、まずはがれきの撤去

を行いまして、７月１９日に第１魚市場におきまして大中型まき網の水揚げが行われてお

ります。こういった状況であります。

それから、この八戸におきましては、写真のこのところに への輸出も可能な 新鋭EU

の 型の市場をつくってまいりまして、津波の直前に完成したわけですけれども、HACCP

津波によって１階が壊れたということがありまして、現在、中の機械類等の災害復旧をや

っておりまして、今年の 月には再開する予定で、今、災害復旧を進めているところで10

ございます。

（ ）PP

青森県の三沢漁港であります。これもまずはがれきの撤去を行いまして、それから、浮

桟橋が流されたということがありまして、それに対する復旧事業を進めて、復旧ができて

。 、 。おります そして ９月には 盛期を迎えたスルメイカの水揚げに対応ができております

（ ）PP

次に、少し繰り返しの部分もありますけれども、今度は漁港漁場の関係の補正予算がど

のようになったのか、もう少し詳しく御説明したいと思います。国費としましては 億202

円、事業費で 億円ほどのものが計上されています。この水産基盤整備事業といいます300

のは、災害復旧事業と一体となりまして地盤の嵩上げ等を行うものでありまして、漁港の

関係では、荷さばき所の整備とか、あるいは地盤沈下対策に当てております。

これに加えまして、漁場施設というのがあります。まず、今回の津波によりまして、特
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に海の中にある魚礁がどのような被害を受けたのか、その調査をするのに当てておりまし

て、現在、３月いっぱいで調査を完了するべくやっているところであります。これまでの

状況によりますと、ほとんどは大丈夫なようでありますけれども、一部にはやはり砂に埋

もれたり、あるいは形が崩れたり、そうしたものも例外的にあるようであります。そうし

た漁場施設の被災状況調査、その調査を受け機能回復のために整備する予算として 億43

円が当てられております。

それから、漁業集落関係でございますが、これについては、地震・津波災害に対して、

漁村地域がどのような防災状況にあるのか、全国の漁村を対象にいたしまして緊急点検調

査をやっております。６億円で、特に被災県の今後の集落の復興方法について、モデル地

区を 地区ほど選びまして、どのように集落を安全にしていくのか、そのような検討も30

この予算の中で行っております。これは被災地域の対策でございます。

それから、全国的な対策といたしまして、東南海・南海等、近々また津波の心配がある

という地域がございます。こうしたところについての外郭・係留施設の機能強化、いわゆ

る粘り強い施設にしていく、あるいは避難路を設ける、こういうことの予算として、国費

で 億円、事業費で 億円を確保して、今、進めているところであります。67 107

（ ）PP

次に、漁港における地盤沈下対策でございます。ちょっと数字が細かくて見えないので

すが、今回の地盤沈下を見ていきますと、例えば、宮城県石巻市では ～ ㎝弱ぐらい60 80

の大きな被害になっていまして、こちらに行きますと ～ ㎝ぐらい、宮古まで行きま20 30

すと ～ ㎝という状況であります。部分的には１ｍを超えるような沈下を生じている30 50

部分もあるという状況であります。

そこで、沈下対策でありますけれども、これは漁港を上から見たところですが、防波堤

、 、 、 、 、とか 岸壁とか 道路とか 赤く塗ったところについては 災害復旧事業がありますので

この災害復旧事業によりまして元の姿に戻ることができる。沈下前の高さに戻せる。とこ

ろが、水色のところにつきましては、用地になっていまして、これは災害復旧事業の対象

になっておりませんので、こういったところについて、水産基盤整備事業で嵩上げといい

ますか、基本的には沈下前の高さに戻す事業をやっております。

この用地について、岸壁があって、公共用地といわれている都道府県、市町村の所有地

については、公共事業ですので問題なく戻せるのですが、今回いろいろ話題になっており

ますのは、その後ろの方にあります個人の加工場のところが取り残されるということで、

こういった漁港の公共用地の嵩上げと一体となって、漁港区域の中にある個人の加工場用

、 、地についても嵩上げするというのが今回の制度として 予算として認められておりまして

それをやっております。写真にありますように、潮位が上がってきますと水が乗り越えて

、 。くるという状況でありますので これを嵩上げして元の高さに戻すということであります

（ ）PP

、 。 、そういった１つの例としまして 宮城県の石巻漁港であります ちょっと小さいですが
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航空写真がありまして、岸壁がここにありますが、市場が倒壊して水に浸かっている。岸

壁は、潮位によっては水が乗り越えてくるような状況にあるということであります。それ

から、背後の加工団地については、被災後、このような状況にありまして、その後もこう

いった冠水が起こっているということで、これまでの対策としては、がれきを取り除いて

応急的な仮の荷さばき所で陸揚げを再開しておりますが、併せて、例えば、漁港施設用地

については、水が入ってきたわけですけれども、こういった土盛りといいますか、一部用

地の嵩上げを行いまして、海水の流入を防ぐ工事を行い、昨年の末に完了しています。今

後は、特に青く塗ったところの加工団地について、雨水排水対策、あるいは土地の嵩上げ

を順次実施していくということであります。

（ ）PP

以上、主に被災関係で御説明申し上げましたが、次からは 年度予算ということで、24

これは必ずしも被災地ということではなくて、全国でどのようにやっていくかということ

24 690の説明であります 平成 年度の水産基盤整備事業 まず 予算としましては 国費で。 、 、 、

億円であります。このほか、復旧関係で 億円あります。全国向けの通常の予算としま250

しては、３本の柱を立てております。

１つは漁港関係でありますけれども、これについては、流通拠点漁港の整備ということ

で、食の安全・安心、輸出も可能なものを目指すということで、拠点漁港における衛生管

理対策を進めていく。具体的に言いますと、例えば、特３漁港のような流通拠点漁港にお

きまして、衛生管理対策を充実していくというのがあります。

それから、２つ目としましては、漁場整備であります。これは水産環境整備と呼んでお

ります。水産資源の回復を図る。それから、藻場・干潟の整備をして環境の向上を進める

ということで、具体的な施策としましては、フロンティア漁場整備事業という国の整備事

業、それから、藻場・干潟、沖合の魚礁も含めて、魚の生活史に対応したような広域的な

漁場整備を実施していくことを２つ目の柱としております。

それから、３つ目の柱としまして、漁港の安全対策ということで、１つは、漁港施設の

老朽化であります。つくられてから数十年経過して、かなり傷んできているということか

ら必要となる老朽化対策、それから、高潮・高波、低気圧による被害に加えまして、今回

の地震・津波への備えもしていかなければならないということで、まず、施設の長寿命化

対策、計画的な補修を実施していくことと、従来の高潮・高波に加えて、地震・津波への

安全対策も強化していくことを３つ目の柱として実施することにしております。

（ ）PP

当初予算の中の 億円ばかりが被災地を中心とする復旧・復興対策関係でございま250

す。これについてはもう御説明しましたので、簡略にしていきたいと思いますが、全国向

けにも津波対策としての浸入防止、避難路の整備であるとか、あるいは津波に遭っても壊

れにくいような施設をつくっていくと、このような課題があります。

（ ）PP
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、 、 、これは先ほども御説明しましたが 今回 地盤沈下というものが起こっておりますので

この地盤沈下対策ができる事業として、漁港施設機能強化事業というものがあります。以

前から温暖化等によりまして、あるいは波が高くなったということがありまして、漁港施

設が浸水するような箇所がありまして、それを嵩上げするという事業から出発しておりま

すが、今回の震災等も踏まえまして、避難施設とか、避難路の整備、それから、防波堤、

岸壁、これらが津波が超えても何とかもつような粘り強いものにする。また、併せて津波

等がもたらした砂とか泥によって漁港が埋塞している。これを取り除くことができるよう

な、こういったいろいろなことができる事業として強化・拡充をしております。

（ ）PP

漁港における避難施設の例として幾つか御紹介をしたいと思います。これは北海道の青

苗漁港の例でありまして、まず、一時に避難できる台をつくったわけであります。上から

、 、 、見ますとこれですけれども この避難台は 後ろの高台に行けるような通路がありまして

ここから後ろの高台に逃げて行けるということであります。

また、これは別の場所だと思いますが、階段を設けておりまして、高台への避難階段が

設置されているということであります。

（ ）PP

これは、和歌山県の勝浦漁港であります。これは荷さばき所だったわけですけれども、

荷さばき所が老朽化してきましたので、新しく建て替えるときに、まちの中にありまして

非常に用地が狭いので、通常は駐車場に使えるということであります。併せて、津波の大

きさにもよりますけれども、通常の津波であれば、ここに逃げれば大丈夫だという避難台

にもなっているという例です。

それから、これは焼津漁港の例だと思いますが、防潮堤がここにありまして、外側が漁

港側ですけれども、門扉を閉めますので、これを閉められたときでも避難ができるように

道路を防潮堤の上につくったり、あるいは広い平地の漁港ですので、避難台をつくったり

しております。これは、今回の震災を踏まえて、このままでいいのかどうか、また検討が

必要かと思います。

（ ）PP

これは、宮城県の気仙沼漁港でありまして、気仙沼漁港の魚市場の上に人が避難してお

ります。ここに 人避難したと言われております。その下を津波が通り抜けている。1,000

海がこちら側でありまして、その下を津波が通っていったということであります。ですか

ら、今後、大漁港における荷さばき所は、衛生管理型というのももちろん大事ですけれど

も、併せて、場所によっては避難にも使えるような機能も必要と言われております。

（ ）PP

次は、流通拠点漁港における衛生管理対策の関係であります。とりわけ全国 港あり13

ます特定第３種漁港で全国の魚介類の約３割が水揚げされております。そこで、特３漁港

における荷さばき所の衛生管理対策が大変重要な状況になっております。現在では３割し
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か進んでいないということであります。

ところが、今回、気仙沼、石巻、塩釜、宮城県に３港ありますが、いずれも荷さばき所

が被害を受けまして、建替えをすることになっておりますので、これらについてはすべて

衛生管理型で、平成 年度完成を目指して建て替えられることになっております。27

また、八戸漁港についても、先ほど申しました災害復旧を今やっておりますけれども、

これも衛生管理型になるということであります。

また、銚子漁港につきましても、今回の地震によりまして被害を受けて、これも衛生管

理型で建て替えられることになっております。

また、長崎漁港、枕崎漁港も衛生管理型の漁港に着手することが決定しておりまして、

特３漁港のかなり多くの漁港で荷さばき所が衛生管理型になっていくことが確実になって

おります。

この事業内容としましては、特定第３種漁港は大事な漁港でありますので、国が高度衛

生管理計画を定める。あるいは国の補助率については、通常は２分の１ですけれども、特

定第３種に限っては３分の２で実施することになっております。

（ ）PP

来年度からの予算で１点改善したものがありまして、特に荷さばき所に付随して、荷さ

ばき所の壁とか屋根ばかりでなくて、冷凍・冷蔵施設、あるいは計量・計測設備も併せて

できるように今回からやろうとしているということであります。

（ ）PP

次は、漁場整備の関係であります。水産環境整備の推進ということでありまして、これ

については、学識経験委員も入った検討会を開催してとりまとめたものでございまして、

何回か説明はしてきていると思いますけれども、目指すものは生態系全体の生産力の底上

。 。げです 魚介類の生活史に対応した良好な生息環境空間を創出するということであります

３点ありまして、１つは環境基盤の重視ということで、環境基盤としては、森川海の物

質循環の把握・正常化、藻場・干潟の保全・造成、底質改善、それから、漁港の構造物を

魚の生育の場として有効に使えないだろうかとか、沖合域における湧昇流漁場の整備、こ

ういった環境の基盤を重視していくという点。

それから、２つ目は、点から空間へということで、従来、魚礁なら魚礁、藻場なら藻場

だけを見て事業をしてきたところがありますけれども、魚が卵から生まれて成魚になるま

で、いろいろな生活史の中で、藻場・干潟だったり、砂のところだったり、岩のところだ

ったりしますので、それら藻場・干潟から魚礁まで、トータルの計画をつくって整備をし

ていくというような発想で、点から空間へという観点があります。

それから、３番目としまして、資源・環境変動への対応ということで、事業をやりなが

ら、モニタリング観測をしながら、適宜、必要な修正がある場合には修正しながら進めて

いくということ。それから、多様な主体の参画による維持管理体制の充実ということで、

漁業者、地域の住民の皆様の参加を得て、藻場・干潟の手入れであるとかを進めていく。
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こういったところを水産環境整備の推進と言っております。

（ ）PP

それと同じことでありますけれども、魚の一生、生活史に応じて漁場をトータルに整備

していこうということであります。そのときに、 サイクルといいますか、モニタリPDCA

、 。ングをして 状況を見ながら進めていくというやり方をしていこうということであります

（ ）PP

水産環境整備という生活史を踏まえた全体の整備ということで、これから長期計画の中

では 海域において、そうしたことを進めていこうということでありますが、１番目の20

例としまして、播磨灘地区における水産環境整備マスタープラン調査ということで、マコ

ガレイを対象にしまして、沿岸で、この黄色い丸のところで産卵をして、ピンクのところ

で着底し、稚魚期を生息し、 後、成魚は黄色のところで漁獲される。そういった魚の全

体の動きを見て、かつ、この海域は岡山、兵庫、香川の３県にわたりますので、３県協力

して全体の整備計画をマスタープランとしてつくって、必要な事業を実施していくという

１つの例であります。

（ ）PP

次は、青森県の西部海域のマスタープランであります。主な魚としてウスメバルを対象

にしまして、この生活史に対応した環境整備ということであります。この紫のところで生

まれる。それから、赤の矢印に沿って、流れ藻によって稚魚が移動していくわけです。成

魚になりますと、逆の動きの流れがあります。こういった動きを踏まえて、全体として整

備をしていくということで進める。こんなふうにして、漁場整備につきましては、これか

ら５年間の間に 海域において、こういったことを進めていくということであります。20

以上、少し長くなりましたけれども、震災関係の予算とか、あるいは復旧の状況、それ

から、 年度当初予算についての概要を御説明申し上げました。ありがとうございまし24

た。

○近藤分科会長 ただいま計画課長から、私たちが質疑応答して、水産政策をある程度、

漁港漁場整備についてまとめてきたわけですけれども、いわゆる文言には見えなかった空

間的な概念、それから、生態学的な概念、また、今後の防災、減災というものに対して、

具体的な展開の仕方を解説していただきました。ありがとうございました。

ただいま、水産基盤整備事業、平成 年度予算につきまして、また、東日本大震災に24

よる水産への影響と今後の対応について、事務局から御説明がございました。何か、これ

について御質問、御意見ございましたら、どうぞ。委員の皆様方、よろしくお願いいたし

ます。鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 この復旧についてお聞きしたいのですけれども、漁港の復旧は当然、大変重

要なことなのですけれども、後背地の水産加工団地の復旧が大変重要であると思っており

ます。今、説明いただきました石巻の水産加工団地は、私も見てまいりましたが、かなり

広大な敷地になっておりまして、これを嵩上げするということですが、この嵩上げの終了
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はいつごろの見積もりをしておるのでしょうか。

○宇賀神課長 まず、今のところは、どこまでの高さに上げるかが現地で決まりまして、

あとは、１区画ごと、例えば、道路で囲まれた所有者の合意が取れた区画から順次始めて

いくということで、早ければ３月中にも始めていくということでありますけれども、終わ

りは決まっておりません。事業として始めますので、話がまとまったところから、制度は

ありますので、順次進めていくということで考えております。

○鈴木委員 これは大変なお仕事だと思うのですけれども、鮮魚では水揚げして出荷でき

るのですけれども、冷凍関係はここができないとほとんどうまくいかないということで、

テレビでも何回も出ていましたけれども、１年たったものですから、ここ何日かもやって

いましたけれども、水産関係の人が随分出て、嵩上げのことばかり言っていました。それ

ができないと冷蔵庫が立てられないということで、まずこれの完成が早急に大事なことだ

と言っていました。相当な力を入れないと、これは早期には完成しないのではないかと思

いますので、見込みはまだ立っていないということですけれども、早急に計算しまして、

見込みを立てて、いついつまでにできるというふうに言ってやらないと、いつできるのだ

か、わからないと、向こうの冷蔵庫業界などが目鼻がつかないというのですね。そういう

ようなことで、なかなか難しいでしょうけれども、できれば試算しまして、それはずれた

としても仕方がないでしょうけれども、大体の計画で、漁港などは大体どこも 年度ぐ27

27らいまでに水揚げは支障ないようにするというふうに言っていて、期待しているし、

年度までだなというふうに漁港はみんな思っているわけですが、漁港だけでは漁港は成り

立ちませんので、これをお願いしたいと思うのが１つ。

それから、気仙沼港もこういう計画はあるのでしょうか。

○宇賀神課長 気仙沼につきましても、これは石巻ほどまとまった形ではないのですが、

２か所ぐらいに分散してあるということであります。これも、どこの場所に嵩上げをして

いくのか、合意を得られれば、すぐに嵩上げができるように、制度はありますので、話が

まとまって、ここを上げようというふうに地区の皆様方が合意していただければ事業に入

れると思います。先ほどおっしゃいましたけれども、合意を形成する上でも、地元の県の

皆様、市の皆様、努力しておられますので、水産庁も入って、できるだけ早く嵩上げがで

きるように、我々も努力していきたいと思っております。

○鈴木委員 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。

ほかに御意見とか御質問ございませんか。まくどなるどさん、どうぞ。

○あん委員 現場で皆さんは速急に復旧しなければいけないという、割と辛い現実の中で

生きていると思うのですけれども、これを見ると、今までどおりのやり方のような印象が

強くて、例えば、２ページで漁港漁村のエコ化とか、太陽パネルとか、マップに書いてあ

るのですけれども、イノベーティブというか、今まで余り利用しなかった素材を使ってみ

たりとか、今までの漁港づくりと違うモデルに挑戦してみることは考えていますでしょう
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か。それとも、急がなければいけないから、元通りでやるしかないという方針で推進して

いくのか。それとも、一部、試行錯誤という言葉は適切ではないかもしれないのですけれ

ども、今までないような漁港漁場づくりに挑戦してみるという、そういう部分が視野には

入っていますでしょうか。このマスタープランに入っているのでしょうか。

○宇賀神課長 委員のおっしゃるとおりだと思うのですけれども、まずは復旧を急ぐとい

うことがありますので、復旧事業、それから、地盤沈下したものの対応は当然進めていか

なければならないと思います。漁村の高台化、安全化というのも当然重要な課題と思って

おります。それに加えまして、可能であれば、あるいは地域の条件が整っているのであれ

ば、こういったエコ化というものも進めていいと思いますし、また、従来やってこなかっ

たにしても、例えば、市場については、今回の震災を機に、高度衛生管理型の市場にして

いくであるとか、避難ができるような機能も兼ね備えるとか、新しいことについてもでき

る条件が整っているところについては対応していきたいと思っております。

○あん委員 ありがとうございました。 ページの「水産環境整備の推進に向けて」と21

、 、 、 、 、 、いうところで １ ２ ３という点があって 点から空間へという 空間軸だけではなく

時間軸ということももうちょっと配慮してもいいような気がしていて、もちろん、短期間

でやらなければいけないものはいろいろあるかと思うのですけれども、そればかりに取り

巻かれてというか、長期間ビジョンというか、時間軸がもうちょっと多様にあった方が、

本当はいいのではないかと思います。長期間ビジョンの中で時間軸を構築して、イノベー

。 、ティブに配慮できたらいいのではないかなと思います 日本語がうまくまとめていなくて

大変恐縮なのですけれども。

○近藤分科会長 部長から何か御発言がございましたら、よろしくお願いいたします。

。 、 、○橋本部長 御指摘ありがとうございます 震災の方からもう一回 一言お話をしますと

現在、明確なことが申し上げられないのは、例えば、漁村は今、津波の被害があって、漁

港の後ろのところの人が大量に高台に避難をするとかいうことで、土地の再編みたいなこ

とを考えなければいけないところがいっぱいあると思うのですね。また、新しい施設をつ

くるというときに、我々、エコ化と申し上げているのは、現実的に、今、市場をつくると

きには上に太陽パネルを張ろうとか、こういう動きがありますが、今までのところを急速

にというのはありますが、どうしても大きく変えていかなければいけないところはこれか

らいっぱい出てくるので、このときには我々、こういうものを示して、こういうものに取

り組むべきだというふうに考えています。

また、時間軸という御指摘はなるほどと思って、今、考えていましたが、我々、資源、

環境変動に対して、モニタリングとか、地域住民を巻き込むというようなことのイメージ

をうたっていることは、継続性というのでしょうか、施設で急変させるのではなくて、環

、 、 、境を徐々に変えていくというところは 視点としてはあると思うのですけれども 点空間

それに時間みたいな、言うことができるようになるには、もうちょっと蓄積が必要だと思

うので、これを進めた上で、そういった観点でも説明できるようにしていきたいと思いま
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す。ありがとうございました。

○近藤分科会長 ほかには。來生委員、どうぞ。

○來生委員 今のあん委員の御意見と若干関係をすることなのですけれども、水産だけで

はなくて、海洋基本計画が第２期に向けて、これからいろいろ各省庁との準備が本格化す

るというタイミングだと思うのですね。私、第２期の海洋基本計画との関係で、第１期で

必ずしも十分に展開できなかったことで、第２期、非常に大きな課題になるだろうと思っ

ているのは、やはり沿岸域の総合的管理を本格的に展開するということだろうと思って、

いろいろなところでいろいろなお話をしているのです。

その中で、今日は水産環境整備マスタープランをいろいろ御説明をいただいて、私、あ

る意味で、こういうものが、ある種の沿岸域の総合的管理に直結する制度になり得るのだ

ろうと思っているのです。沿岸域の総合的管理は多分、いろいろなタイプがあって、１つ

に限定される必要はない。例えば、公物管理者主導型、漁場の管理者主導型の沿岸域の総

合的管理というのがあっていいだろうと思っていて、単に特定の魚種を増やす、しかも空

間的に見ながら増やしていくということは、魚種が増えるというだけの話ではなくて、例

えば、全体で魚の量も増えていけば、遊魚との関係が新たに出てくる。せっかく増えたの

を、じゃんじゃん、瀬戸内海、岡山県で問題になっているという話は聞きます。せっかく

、 、漁業をやっておられる方がいろいろな投資をして 県もそういう意味での投資をしたのが

漁業者以外の人の方が多く取ってしまう。

それはそれで、逆に考えると、漁業の６次産業化という観点で生かすべきサムシングか

もしれない。あるいは、遊魚の人から、今、お金を取ろうと思っても、うまくお金を取る

メカニズムが存在していない。よほど工夫をしないとお金が取れない。魚を取る人も、あ

る意味でお金を払ってもいいという認識は今、非常に高くなっていて、まさに漁業の６次

産業化であるとか、地域の自治体の６次産業化を踏まえたさまざまな観光であるとか、い

ろいろな方を巻き込んで、しかも、これは多分、複数の自治体が平面的に非常に広い範囲

でいろいろなことを考えるので、そういうものの連携みたいなものも考えなければいけな

い。そういう中で、単に漁業資源の増産ということを超えて、さまざまな社会的な意味が

出てきて、そこに弾力的に取り組んでいただく。漁業の主導、それは漁業協同組合主導で

あっても、漁場管理者主導であってもいいと思うのですけれども、漁業のサイドが主導し

て、沿岸域に新しい活力を見出すための非常にいい制度ではないかと考えていますので、

そういう視点でも大いに頑張っていただきたいと思います。

○近藤分科会長 そうですね。ただ、ここでは漁港漁場整備という視点と、もう一つは、

、 、 、大きな網で沿岸域管理というのと 地域の活性化 自然保護というような総合的な観点で

まさに水産政策のところで非常に大きな意味を持っていますので、是非これは午後の委員

会で先生から御提案していただければと。

○來生委員 申し訳ありません。午後は別の会議がありまして。

○近藤分科会長 そうですか。わかりました。それでは、これをまた事務局から、次の午
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後の委員会に引き継いで御提案していただくという御意見にさせていただきたいと思いま

す。どうもありがとうございます。

ほかにはいかがでございますか。小菅委員、どうぞ。

○小菅委員 大変な時期に、水産庁の皆さんとか、地元漁業の皆さんの努力には敬意を表

したいと思うのですけれども、質問というよりは、応援という意味合いもあるのですが、

３点ほど伺いたいと思います。

１点目は、今の予算は４年分の予算に相当するということを伺いました。３ページのと

ころですね。 億円。先ほどお話を伺いますと、 ％とか、相当高い進捗を図ってい8,000 66

るわけですけれども、体制が取れているのだろうか。よその県の応援もあるのでしょうけ

れども、是非体制を取って進めていただきたい。予算は取ったけれども、実際できないと

いうことになったら、地元の復興が遅れるということがありますので、是非進めていただ

きたいということが１点。

それと、５ページですけれども、がれきという言葉が使われています。がれきという言

葉は余り使ったらいけないということも聞くのですけれども、漁場から除去されたものの

処分、今、陸上のがれき処分は非常に困難な状態にあるようですけれども、漁場の場合も

同じような状況にあるのかということ。そういうがれきのセシウム等の心配が持たれてい

るのかという話です。

それと、 ページで、魚礁の被害状況を調査されております。魚礁はほとんど大丈夫10

だという御説明をいただきましたけれども、では、その魚礁が目的としていたもの、魚類

であったり、あるいは東北地方ですとアワビも多いのだと思うのですけれども、そういっ

たものの資源的な問題はどうなのだろうか。この３点をお尋ねしたいと思います。

○宇賀神課長 まず、１点目の、予算は確保されたけれども、体制が取れているかどうか

という御質問でございます。これにつきましては、各都道府県、それから、各市町村、全

国にお願いをいたしまして、できるだけの協力はしていただいております。ただ、各県市

町村ともやはり限界もありますので、できる限りの協力をしていただいているところであ

ります。加えまして、事業を実施する際には、例えば、積算をするとか、工事の監督をす

るとか、検査をするとか、こういった役場の方がやるものを民間に発注して、代わってや

っていただく制度もありますので、これらについても 大限使っていただくように、役所

の代わりをしていただける民間の方もありますので、 大のお願いをして、何とか予算を

着実に執行できるように努力していきたいと思っております。

それから、２つ目のがれきの問題でございますが、これについては、漁港の中、あるい

は漁場から、漁業者の皆様、あるいは発注して上がってきたがれきというのは、環境省で

一括して処理されておりますので、恐らくは今、問題になっている、一時貯蔵といいます

か、そこのところに整理されて、その後、全国にお願いするのか、地元でできるだけのこ

とをするのか、処分していくのだとは思いますけれども、水産関係で上がってきたがれき

については、とりあえず環境省の全体のがれきの中に吸収されていくといいますか、その
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中で扱われていくということであると思っております。

それから、魚礁の調査でございます。これはまず、魚礁の施設がどうなっているのかを

今、一生懸命調べているところでありまして、その後の資源がどのようであるかというこ

とでありますが、これについては、この調査の中では、とりあえず施設ものの調査ですの

で、対応しておりません。資源についての調査は別の予算でなされるのかどうか、申し訳

ありません、詳しくありませんので、これについては確認して、また御連絡したいと思い

ます。

○近藤分科会長 よろしゅうございますか。

○小菅委員 是非、一日も早い復興を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。

ほかには御意見いかがでしょうか。

皆さん、まだまだ御意見があると思いますけれども、今回、具体的に御提示していただ

いたことで、漁港区域という話が、今まで漠然としたものでしたけれども、非常に重要な

意味を持ってきたというのが１つあると思います。

それから、荷さばき所という、今まで非常に単純な機能だったものが、多機能化の方向

が出てきた。それに対する設備投資も、実はこの予算の中に入っている。今まで考えられ

なかったことが盛られてきた。

、 、 、それと 避難路についても 今まで生活関連道路的な扱い方が多かったのですけれども

ここで明確に避難路をつくっていいということも出てきた。

そういう意味で、漁港区域の在り方も重要な意味を持ってきたということで、今後、被

災したところだけではなくて、ほかの地域でも、これを地域の活性化、あるいは水産業の

活性化にどう生かしていけるかということで、ある意味での非常に多様なシステム化が生

まれつつあるなということで、今回のこの答申、非常にすばらしいなという感じが個人的

にいたしましたので、これをどんどん進めていただきたいなということで、それは皆さん

と同じ意見だと思います。水産庁のお役人の方は大変御苦労だと思いますけれども、今後

とも是非、推進していただければと思います。よろしくお願いいたします。

そのほかございませんか。ないようでしたら、議事が終わりましたので、これ以降の進

行につきましては、事務局にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

○宇賀神課長 近藤分科会長、どうもありがとうございました。

、 、 、漁港漁場整備基本方針 それから 漁港漁場整備長期計画に関する審議につきましては

本日答申をいただきましたので、これで終了となります。

今後の漁港漁場整備分科会につきましては、現在のところ、具体的な審議案件は予定さ

れておりませんが、必要がございましたら、改めて委員の皆様に御案内を差し上げたいと

思いますので、よろしくお願いを申し上げます。

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、誠

にありがとうございました。
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