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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、ただ今より「第33回漁港漁場整備分科会」を開催させて

いただきます。

まず、本日の委員の出席状況についてご報告いたします。

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、５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、橋本水産庁漁港漁場整備部長からごあいさつを申し上

げます。

部長、お願いいたします。

○橋本部長 おはようございます。

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。

１点ご報告でございますが、昨年度、委員各位にいろいろご審議を賜りました今年度を

。 、初年度とする第３次の漁港漁場整備長期計画のご説明をいたします これにつきましては

３月23日に閣議決定されました。本年度から、これに掲げている課題がさまざまございま

すが、例えば拠点漁港における耐震強化岸壁の整備あるいは漁村の防災の向上、また衛生

管理の高度化、施設の長寿命化、また水産環境整備の推進、いろいろなことをご議論いた

だきましたが、それぞれ非常に緊急度の高い課題でございますので、長期計画に基づき鋭

意頑張ってまいりたいと考えております。

また、東日本大震災から１年２か月余りが経過いたしました。私、昨日も宮城県にお邪

魔をしていろいろお話を伺ってまいったわけですが、大きな漁港でも水揚げが回復してま

いりましたが、まだ施設が不十分である、あるいは周辺の関連施設の整備が十分ではない

ということで、いろいろ困難な問題があると聞いてまいりました。また、その周りの小さ

な漁港についても施設がまだ不十分であり、養殖をやっている皆さんなどもいろいろご苦

労されているというのを目の当たりにしてまいりました。都道府県、市町村と力を合わせ

て水産業再開のために必要な漁港関係の整備にこれからも努力をしてまいりたいと思いま

す。

本日の課題はこれに関わるものでございまして、宮城県気仙沼、女川、この２つの漁港

につきまして整備をする際にどうしても必要である周辺の水産加工場の立地のための漁港

区域の拡大についてのご検討をいただくということでございますので、何とぞよろしくお

願いいたしまして、あいさつに代え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。

それでは、ここで本日御出席の委員の皆様につきまして、こちらからご紹介を申し上げ

ます。委員の先生方におかれましては、どうぞご着席のままでお願いいたします。
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まず、分科会長の近藤委員でございます。

座席の順に右から鈴木委員でございます。

櫻庭委員でございます。

小菅委員でございます。

岡本委員でございます。

続きまして、水産庁側の出席者を紹介いたします。

まず初めに、今ご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。

岡水産施設災害対策室長でございます。

そのほか水産庁の職員が事務局として出席しております。

次に、議事に入ります前に、お手元の資料を確認させていただきます。

１番上に水産政策審議会第33回漁港漁場整備分科会の会議次第がございます。

次に席次表がございます。

次に、資料１から資料２－２、参考資料までの資料の一覧がございます。

資料１に、漁港漁場整備分科会委員名簿があります。

資料２に 「漁港の指定内容の変更について」の諮問文のコピーがございます。、

資料２－１に、水産政策審議会第33回漁港漁場整備分科会諮問事項の関連の資料がござ

います。

資料２－２に、参考資料がございます。

資料は以上でございます。

何か不足はございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、これ以降の進行につきまして、近藤分科会長にお願いいたします。

よろしくお願い申し上げます。

○近藤分科会長 これより、本日の議事に入りたいと思います。

本日は、漁港の指定内容の変更についての審議となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

なお、本日審議いたします諮問事項につきましては、水産政策審議会令第５条第６項の

規定によりまして、本漁港漁場整備分科会の議決をもって審議会の議決となりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

それでは、橋本部長からご諮問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 それでは、お手元の資料２に諮問文の写しがございますので、ご覧いただき

たいと存じます。

朗読させていただきます。
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24水港第488号

平成24年５月10日

水産政策審議会

会長 山下 東子 殿

農林水産大臣 鹿野 道彦

漁港の指定内容の変更について

漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第６条第６項の規定に基づき、下記事項につ

いて諮問する。

記

諮問第217号 漁港の指定内容の変更について

（別添資料２－１及び２－２）

以上でございます。

○近藤分科会長 それでは、本日諮問のありました件につきまして、事務局からご説明を

受けます。

計画課長、よろしくお願いいたします。

○宇賀神課長 それでは、お手元の資料につきましては、資料２－１と２－２でございま

。 、 、す 気仙沼漁港と女川漁港の指定内容の変更について スライド画像を用意しましたので

こちらで説明させていただきます。

( )PP

まず、本日お諮りする漁港は、２港ございます。

漁港区域の変更について、いずれも宮城県でございますけれども、特定第３種漁港の気

仙沼漁港と第３種漁港の女川漁港の２つでございます。

( )PP

宮城県内における位置関係を示しております。

宮城県には142の漁港がありますけれども、そのうちまず気仙沼漁港については、一番

北の端のところです。北端のところの気仙沼市に属しております。もう一つ、女川漁港に

ついては、牡鹿半島の付け根の部分に位置している漁港でございます。この２つの漁港に

つきまして漁港区域の変更をしたいということであります。

( )PP

まず、気仙沼漁港でございますが、気仙沼の市内には、少し紫色のこれは第１種漁港で

ありますが、これが31漁港あります。薄い緑の第２種漁港が６港。そしてもう一つ、特定

第３種漁港の気仙沼漁港、気仙沼湾の一番奥のところに属している漁港であります。

( )PP

被災前の航空写真であります。

漁港施設、特にここに荷さばき所がありまして、特定第３種漁港として沿岸に限らず、

遠洋、沖合漁業の中心的な漁港でありまして、カツオであるとかサンマ、その他、サメで
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あるとか、いろいろな魚種が水揚げされております。陸の部分を見ますと、加工団地とい

うものは造成されておりませんで、加工場は民地と混在した状態で分布している状況であ

ります。

( )PP

３月11日の東日本大震災によりまして被害を受けた状況の写真でございます。

まず、南気仙沼地区の３枚の写真がこちらの方にあります。いずれも建物等が津波によ

って破壊されて、その瓦れきの撤去がほぼ終わった状況であります。ただ、一部建物等が

残っております。しかし、ここでもご覧になれますが、やはり津波が抜け、かなり大きな

ダメージを受けておりまして、いずれ撤去されることとなっていますので、この地域につ

いては間もなく更地になる予定でございます。

一番下の③のところに看板が掲げられておりまして、道路がここまで上げられるという

ことを示す看板であります 「 ＋1.8ｍ」とありますけれども、東京湾中等潮位から1.8。 TP

ｍの高さに、いずれ道路がこの高さまで上げられるという看板になっておりまして、現在

よりも約1.5ｍかさ上げされるということであります。今回、水産加工場の用地につきま

しても1.8ｍを目指してかさ上げがされるということであります。

もう一つ、奥の鹿折地区のところですけれども、被害の状況の写真が３枚あります。こ

れもほぼ瓦れきの撤去が終わりまして、一部建物は残されておりますけれども、やがてこ

れが撤去されて、更地になってかさ上げをされる状況であります。

以上、気仙沼の被災状況であります。

( )PP

この写真は、昨年６月28日のカツオの水揚げの状況を示した写真でございます。

気仙沼漁港につきましては、とにかく一刻も早く漁業を再開したいということで、特に

６月のカツオ漁に間に合わせたいということで、港内の瓦れきの撤去、そして岸壁の応急

工事による一部かさ上げを行いまして、昨年６月末のカツオの水揚げはこのような状況に

なっております。

気仙沼は生鮮カツオの水揚げ日本一をずっと続けてきました。昨年度もこういう応急的

な措置によりまして、例年のカツオの水揚げ量に比べれば４分の１ほどだったそうであり

ますけれども、それでも千葉県の勝浦を抑えて15年連続日本一を保ったということで、少

しずつでありますが、水揚げが回復してきている状況であります。

( )PP

今回お諮りいたしますのは、漁港区域の拡張でございますけれども、２つ地区がござい

まして、南気仙沼地区と鹿折地区であります。

南気仙沼地区につきましては、市内に点在します加工場をここに集約して立地させるこ

ととしまして、この区域をかさ上げして水産加工場等を立地させるために漁港区域を拡大

するものでございます。

また、細く区域を拡大する部分がありますけれども、ここについては現在、道路等が通
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っているところでありますが、荷さばき所の裏側に当たりまして、いわゆる水産物を運搬

するようなトラックを中心とする自動車の通行が現在、非常に手狭であるということです

ので、そのトラックの待機場所であるとか、荷さばき所からの積荷がスムーズに進むよう

に、そうした施設を整備するためにこの区域を拡大するものでございます。

もう一つ、こちらの方の鹿折地区につきましては、水産加工場を中心とする施設を立地

するために区域を広げてここをかさ上げしまして、水産加工場等を集約して立地させると

いうことで、漁港区域を拡大するものでございます。

( )PP

次は女川漁港でございます。

、 、女川漁港はサンマで有名ですけれども これも女川湾の奥に位置する漁港でありまして

牡鹿半島の付け根のところにある漁港であります。

女川町の中には１種漁港が12漁港と今回お諮りする第３種の女川漁港があります。女川

漁港は、遠洋・沖合漁業の根拠地の他、養殖漁業等の沿岸漁業も盛んで、また水産加工場

等も数多く立地している状況であります。

( )PP

女川漁港の被災前の写真であります。

、 、漁港区域がちょっとわかりにくいですが この辺からこちらが漁港になっておりまして

こちらは港湾ということになっております。

加工場は市内に散らばっていたということでありますけれども、民家と加工場が混在し

て立地をしていたという状況であります。

( )PP

そういう中で、津波によりまして大きな災害を受けました。

施設も壊れましたけれども、この写真で特に、例えばこういう写真はわかりやすいかと

思いますが、全体として地盤沈下をしておりますので、潮位が上がってきますと岸壁を潮

が超える状況。これもそうです 「海と化した用地」と書いてありますけれども、地盤沈。

下によりまして海水が土地の上に乗ってくる状況になっているということであります。

( )PP

今のスライドにつきましては、災害復旧事業でいずれもその施設についてはかさ上げを

して直していくということで考えているわけであります。

女川漁港の被災後の水揚げの状況であります。

この漁港につきましても、やはり湾内の瓦れきの撤去をまず行いまして、そして一部で

も水揚げができるようにということで、応急工事によりまして岸壁の一部をかさ上げして

おります。そうしたことによりまして、水揚げを再開をしております。

昨年７月の段階で水揚げを再開をしておりまして、女川漁港で有名なサンマの水揚げに

も間に合ったということであります。

定置網の漁獲。
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今年に入りましてイサダの水揚げであるとか、あるいは昨年の秋に養殖を始めた銀ザケ

の陸揚げも今年４月の写真でありますけれども、こういった水揚げも行われている状況で

あります。

( )PP

女川漁港につきましては、白い区域が漁港区域になっておりまして、市内に加工場等の

、 、施設が点在しているわけでありますけれども 白い漁港区域内はやはり陸上の用地が狭く

加工場を立地するための十分なスペースがありません。そこで、この赤い範囲につきまし

て漁港区域を拡大いたしまして、ここの区域についてかさ上げを行って、そこに加工場等

の水産の関連施設を集約して立地させるということで、今回、赤の点線の部分の漁港区域

の拡大につきまして審議会にお諮りするということでございます。

( )PP

それでは次に、今、２つの漁港区域の拡大についてお諮りする事項をご説明いたしまし

た。全体の漁港区域の拡大の手続について、今後のことも含めましてご説明申し上げたい

と思います。

漁港区域の変更につきましては、漁港漁場整備法に手続が定められております。いずれ

も第３種漁港でございますが、漁港区域の拡大、変更については、農林水産大臣が行うこ

とになっております。その手続ですけれども、まず、漁港漁場整備法の第６条第６項に基

づきまして、水産政策審議会の御意見を聞くということで、諮問をし、答申をいただくと

いうのが手続であります。これは本日の手続ということになります。

これが済みますと、次に関係地方公共団体の意見を聴くということであります。これも

法第６条第６項に基づく手続であります。関係地方公共団体としましては、両漁港とも宮

城県ということでありますので、宮城県に意見を聴きます。加えて、気仙沼漁港につきま

しては気仙沼市、女川漁港については女川町に意見を聴くという手続を行います。

また、国土交通大臣への協議という手続があります。これは法第６条第８項に基づく手

続であります。港湾と隣接しているということもありまして、法律による定めがあって、

国土交通大臣への協議が必要になっておりますので、これを行います。

さらに、漁港区域に関連しまして河川区域あるいは海岸保全区域がある場合には、河川

管理者、海岸管理者への協議が必要ということになっておりまして、法第６条第９項に定

めがあります。気仙沼漁港等におきましては、漁港区域に隣接して河川区域、海岸保全区

域があります。そこで河川管理者、海岸管理者への協議を行うことにしております。具体

的には、いずれも河川管理者、海岸管理者が宮城県でありますので、宮城県への協議とい

うことになります。

これらの手続が終わりますと、農林水産大臣として最終的に決定をいたしまして、官報

に掲載をして告示することになっております。

本日ご審議いただきまして、答申をいただきましたならば、これらの手続を迅速に進め

てまいりたいと考えております。
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説明につきましては以上でございますけれども、改めまして、今回の区域の変更といい

ますのは、水産加工場の一刻も早い再開を目指しまして、地盤沈下によって沈下しておる

ところを改善するために漁港区域を拡大いたしまして、その区域をかさ上げして、大体元

の地盤の高さに戻して、そしてそこに工場等を立地していただきまして、一刻も早く水産

業の再開を図りたいというための区域の変更ということでございますので、どうぞよろし

くお願い申し上げたいと思います。

説明は以上でございます。

○近藤分科会長 どうもありがとうございました。

ただ今のご説明につきまして、皆様方のご意見、ご質問がございましたらご発言をいた

だきたいと思います。

いかがでございましょうか。

特にございませんか。

（ はい」と声あり）「

○近藤分科会長 特にございませんので、諮問第217号につきましては、原案どおりでよ

ろしいでしょうか。

（ 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。

異議がないようですので、そのように決定させていただきます。

それでは、答申文を読み上げます。

答申書

24水政審第５号

平成24年５月10日

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24年５月10日（木）に開催されました水産政策審議会第33回漁港漁場整備分科会に

おいて審議の結果、諮問のあった下記の事項については、諮問のとおり実施することが適

当であると認める。

記

諮問第217号 漁港の指定内容の変更について

（別添資料２－１及び２－２）

（答申書手交）

それでは、以上で本日、当分科会に付託されました諮問案件につきましては終了となり

ますが、その他何か連絡事項等がありましたら、事務局からお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。

○宇賀神課長 連絡事項は特にございません。
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次回の審議会等につきましては、またこのような案件が出てまいりましたら、委員の先

生方にご案内申し上げたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

○近藤分科会長 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。

長時間の審議ありがとうございました。


