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○宇賀神課長 御苦労さまでございます。事務局を務めております計画課長の宇賀神でご

ざいます。

予定より少し早い時間でございますが、御出席の予定の委員の皆様方全員おそろいです

ので、ただ今から「第34回漁港漁場整備分科会」を開催いたします。

まず、本日の委員の出席状況について御報告いたします。

水産政策審議会令第８条第３項で準用する同条第１項の規定により、本分科会の定足数

は過半数とされております。本日は、委員定数７名中、６名の委員の方が出席されており

まして、定足数を満たしており、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挨拶を申し上げま

す。

部長、お願いします。

○橋本水産庁漁港漁場整備部長 本日は お忙しい中 委員の皆様におかれましては 第、 、 、「

」 、 。34回漁港漁場整備分科会 の開催に際し 御出席を賜りまして誠にありがとうございます

もう一年半以上前になりますが、東日本大震災が発生し、この沿岸地域の水産業に極め

て厳しい状況が起こっております。しかしながら、それ以降、地域の皆様の懸命な努力に

より、どの水産業も、金額で言えば７割ぐらいまで、水揚げが回復をしてまいりました。

漁港につきましても、319港の港が被災を受けたわけですけれども、ほとんどの漁港は応

急復旧という形はできましたし、本格復旧についても３分の２の漁港について実施が始ま

ったということになりまして、これから徐々に漁港も本格的な機能を発揮できるようにな

るのではないかと考えているところでございまして、地方公共団体の皆さん、我々ともに

力を合わせて頑張っていきたいと思っているところです。

ただ、ニュースにもございますように、まだまちづくりというか、漁港の背後をどのよ

うにするかといったようなところが十分にできていないというところがありましたり、漁

港の背後に加工場であるとか、こういったところをよりきちっと直していくといったよう

なことがもっと急がれるということもございますので、それに向けて努力をしてまいりた

いと思います。

また、この東日本大震災で、いろいろ得た、これを何とか経験として生かして、そして

これから来るかもしれない他地域での震災や津波の予防に生かすことができないかと考え

ております。こういったことでも努力をしてまいりたいと考えているところです。また、

後ほど、来年度予算の中でもそのようなことを考えておりますので、お時間をいただきま

してちょっとご説明をさせていただくというふうに考えております。

本日の、お諮りしたいことでございますけれども、岩手県の釜石漁港、これは第三種と

いう県の極めて重要な漁港でございますが、これについて、復興に際し、加工場などの集

約などの関係から、区域の変更について御検討いただくということとさせていただいてお

ります。

なにとぞ、よろしくお願いいたします。
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○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御紹介を申し上げます。

委員の皆様におかれましては、どうぞ御着席のままでお願いいたします。

まず、分科会長の近藤委員でございます。

こちらから向かいまして、右から座席順に鈴木委員でございます。

小菅委員でございます。

來生委員でございます。

岡本委員でございます。

あん委員でございます。

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、今挨拶をいたしました橋本漁港漁場整備部長でございます。

高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。

そのほか水産庁の事務局が出席しております。

次に、議事に入ります前にお手元の資料のご確認をお願いいたします。

まず、上から、本日の会議の次第がございます。

それから、席次表がございます。

次に、資料の一覧表がございます。

次に、資料１としまして、漁港漁場整備分科会委員名簿がございます。

資料２としまして 「漁港の指定内容の変更について」の諮問文の写しがございます。、

資料の２－１としまして、水産政策審議会第34回漁港漁場整備分科会諮問事項という資

料がございます。

資料の２－２としまして、水産政策審議会第34回漁港漁場整備分科会諮問事項に関する

参考資料がございます。

次に、その他の関連の資料といたしまして、平成25年度予算概算要求の概要として、計

画課関係公共事業の概要というのが１つありまして、次に、防災漁村課関係公共事業の概

要があります。

その後、青い色の表紙で、漁港区域の変更について、第３種漁港釜石漁港があります。

資料は以上でございますけれども、何か不足のものがございますか。

よろしいでしょうか。

それでは、これからの進行を近藤分科会長にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

○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、前回と同様に漁港の指定内容の変更につきまして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
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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、

よろしくお願いいたします。

それでは、橋本部長から諮問をお願いいたします。

○橋本部長 それでは、お手元の資料２に諮問分の写しがございますので、御覧いただき

たいと存じます。

朗読をいたします。

24水港第2005号

平成24年９月26日

水産政策審議会

会長 山下 東子 殿

農林水産大臣 郡司 彰

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222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。よろしくお願いいたします。

○近藤分科会長 本日、諮問のありました件につきまして、事務局から説明をしていただ

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、関係する資料は、資料の２という２つの資料でございますが、

説明といたしましては、この漁港区域の変更についてというカラーの資料がございます。

それと前方のスライドでご説明をさせていただきたいと思っております。

( )PP

今日お諮りいたしますのは、岩手県の第３種漁港、釜石漁港の区域変更についてでござ

います。

( )PP

釜石漁港の位置でございますけれども、岩手県の南東部、陸中海岸国立公園のほぼ中央

、 。 、 。部にあり この緑の部分が釜石市になります 北は大槌町で 南が大船渡市でございます

( )PP

、 、 。これは 釜石市内の漁港の分布を示しておりまして 第３種釜石漁港はここにあります

そのほか、赤で囲んでありますのが、第２種の県管理の漁港で５港ございます。それから

この小さな緑の丸の第１種漁港が合わせて９港、全部で釜石市内には、釜石漁港も含めま

して15の漁港がありますけれども、釜石漁港は第３種ということで、一番大きく中心的な

漁港となっております。
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( )PP

これは、被災前の釜石漁港の航空写真のスライドでございます。

安政三年、１８５６年に我が国初の洋式高炉が建設されたという場所でございまして、

この釜石漁港は大きく分けますと、１つは、ここの地区から手前側の、いわゆる漁業用に

使われる漁港の部分、それから、こちらのほうは、ここに新日鐵釜石が立地しております

けれども、そういった商港といいますか、港湾の部分とが併存してある港でありますけれ

ども、釜石漁港としましては、ここの写真で言いますと下半分の部分、これが釜石漁港に

なります。

釜石市は、そういうわけで古くから鉄と魚の町ということで知られてきております。た

だし、最近、平成元年に製鉄所の高炉の火が消えたということもありまして、やはり水産

業の比重というのが高まるという傾向にございます。第３種漁港ですので、水産物の流通

の拠点として、高度衛生管理対応型の市場、あるいは加工場に対応した施設整備を進めて

きているところでございますが、そういう中で、今回３月11日に被災を受けたということ

でございます。

地区の説明を申し上げます。

この部分が漁港の部分でございますが、奥のところ、ここを魚河岸地区と呼んでおりま

す。それから、この部分を新浜町地区と呼んでおりまして、市場としましては、魚河岸地

区のここの部分にあるのと、それから新浜町地区のここの部分に今つくろうとしているの

、 。がありますけれども 現在でも新浜町地区の第２魚市場は機能しているところであります

( )PP

これは、震災の直後の、一番奥のところの魚河岸地区の写真を示しております。

魚市場の被災状況、それから岸壁にはひびが入っている、船が打ち上げられている、そ

れから、これは市場の裏側のところです、こういう被災状況になっております。

この魚河岸地区の状況を上から見たのが、④の写真ということになっております。

( )PP

この写真は、やはり魚河岸地区の魚市場の写真でありますけれども、②、③、④という

のは、新浜町地区の浸水の状況を写真にしたものであります。この写真はちょっとわかり

にくいのですけれども、ここに道路があるわけですが、やはり水がかぶりまして、道路が

消えたような形に浸水している。手前の岸壁にも浸水している。

それから、この２つのスライドはよくわかると思いますけれども、全体として地盤が約

１メートル沈下をいたしましたので、潮が上がってきますと、このように岸壁に海水が乗

。 。り上げる状況になっているということでございます これは２３年８月の写真であります

( )PP

これも同じく２３年８月の写真でございまして、一番奥のところの魚河岸地区の写真を

示しております。やはり地盤が１メートル沈下しておりますので、潮が上がってくるとこ

ういう浸水をしたり、あるいは地下のほうから逆流して水がたまって、特にこういうよど



- -5

んだ状況にもなっておりまして、ここが今回区域を拡大してかさ上げをしようとするとこ

ろでありますけれども、やはりそこに加工場なり水産関係の施設を立地するためには、地

盤のかさ上げをしないと、こういった環境が悪化している状況を改善することができない

という状況になっているということでございます。

( )PP

このスライドは、先ほど見ていただきました新浜町地区の第２魚市場、ここが昨年の８

、 、月から動き出しておりまして この写真は23年11月22日の写真となっておりますけれども

定置漁業によってサケが陸揚げされている状況の写真であります。３月に被災を受けまし

て、その後、応急で工事をして、一部分ではありますけれども、８月の段階から何とか水

揚げが可能になってきた。この写真は11月の写真ということでございます。

( )PP

そこで今回、区域の変更をお願いしようとするところの全体像を示した写真でございま

すけれども、ご説明しましたように、白いところが現在の漁港区域となっておりまして、

陸側は公共施設を囲むぐらいの狭い幅で設定をされております。

市場としましては、魚河岸地区の奥のところに市場があります。それから、新浜町の第

２魚市場はここのところにあります。ここでも造ろうとしておりましたが、現在動いてい

ますのは、ここの市場です。これを使って先ほどの写真のような水揚げを現在は行ってい

るということであります。

ただ、この全体の区域がやはり約１メートル沈下しておりまして、潮が上がった場合に

は、先ほどのような、水が浸水してくるというようなことでございますので、第３種漁港

でこれからさらに発展をさせるということについては、地盤をかさ上げして、そこに水産

加工場なり水産関係の施設を立地させていく必要があるということでありまして、そこで

今回この赤い点線のところに拡大をいたしまして、もともとここの区間に設置してあった

施設もありますし、あわせて今回市内の他の地区からここに移動してくる加工業者等も受

け入れをしまして、この第３種漁港の釜石漁港を、更に復興を早めていきたいというよう

なことで、今回拡大をお願いするわけであります。

( )PP

これは同じ図面でありますけれども、真上から見た図面でありまして、白いところが現

在の漁港区域であります。この赤い点線のように今回広げまして、広げた部分につきまし

て、約１メートルほどのかさ上げをするというか、もとの地盤高に戻す、そういうかさ上

げをいたしまして、水産関係の施設の立地、回復を早めたいというわけでございます。

それから、山の方は、単に尾根線に沿って設定された区域を点で結ぶ形にしたというこ

とで、内容的には変わりはありません。実質的な意味を持ちますのは、こういうところが

区域の拡大によりまして、かさ上げの事業対象の区域となっていくというところでござい

ます。

( )PP
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今後の手続きについてご説明をいたします。

漁港漁場整備法によりまして、漁港区域を拡大する場合の手続といたしまして、まず本

日の水産政策審議会に諮問をして、答申をいただくという手続があります。これが済みま

すと、次は、関係地方公共団体の意見を聴くというところがあります。この岩手県の釜石

漁港の場合は、関係地方公共団体といいますと、岩手県、それから釜石市にお聴きすると

いうことになります。次に、国土交通大臣に対する法定協議があります。その後、漁港区

域の拡大に関連しまして、河川区域、あるいは海岸保全区域がある場合には、それぞれの

管理者に協議をするという規定になっております。今回の拡大ですと、海岸保全区域が関

係しますので、海岸管理者である岩手県に対して協議をするという手続があります。それ

らが全部済みますと、官報に掲載をして告示をするということで、この区域の変更手続が

完了するということになっております。

釜石漁港の漁港区域の変更、拡大につきまして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。

ただいま、宇賀神計画課長からお話しいただきましたご説明につきまして、各委員の御

意見、ご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。

いかがでしょうか。

どうぞ、あん・まくどなるどさん。

○あん委員

聞き逃したかもしれないのですけれども、現在、釜石で漁業に従事している漁業者と関

連していくような、加工場で働いたりとか、そういう漁業全体に従事している層、人口を

少し紹介していただけたらと思います。その中で、例えば、今、平均年齢、どこの漁村で

もあるような課題だと思うのですけれども、過疎化あるいは同時に高齢化が進んでいく中

で、非常に乱暴な質問で大変恐縮なのですけれども、この規模拡大化を、その未来性につ

いて果たして進むべきなのかどうか。現在の漁業に従事している人口を考えた上で、これ

ぐらいの規模拡大をどこまで進めるべきなのかというのを、多分既にどこかで議論なされ

ていると思うのですが、是非そういう説明などをしていただけたらと思います。

○近藤分科会長 ありがとうございます。

○宇賀神課長

まず、規模拡大というところですが、これは漁港区域を拡大いたしまして、かさ上げす

る事業を拡大したところでやりたいということで、漁業に従事している人の数が拡大する

ということを見込んでいるわけではなくて、区域を拡大して、そこでかさ上げ事業をした

いということで、それは全体の地盤が、一帯が約１メートルほど沈下しておりまして、こ

れに対してかさ上げをしていかないと元に戻れない、加工場等が水に浸かっていて、もと

のような営業がやりにくいということなので、区域を拡大してそこをかさ上げして元の姿

に戻すというようなイメージで考えております。

○あん委員 それを理解しているつもりでいるのですけれども、今の人口層、平均年齢な
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どについて、勿論、地域にとってはこの事業は不可欠のものだと思うのですけれども、国

民に対して、これを説得というか納得させていくためには、勿論コミュニティを規模拡大

化していくのではなくて、もとに戻すための事業が中心になっているのはわかりますが、

しかし、現在そこで暮らしている人々は、平均年齢などのいろいろな要素を考えた上で、

区域のあれは、今の希望を全部、かなり大変な金額を投資しなければ、この事業ができな

いので、その辺でもう少し話をしていただけたらと思います。

○宇賀神課長 手元に数字がはっきりとないのですが、お配りした資料の中では、関連し

た項目として、２－２という資料がございまして、人の数という意味では、４ページに釜

石湾漁業協同組合の組合員の数が示されております。３ページには船の数が示されており

ます。

３ページの船の方で申し上げますと、被災前には、例えばこの中で、現在「～５」の23

隻というのが地元の船がありますが、被災前は56隻ありましたけれども、今までのところ

23隻まで戻ってきているという状況があります。これからまた更に、船は建造しています

ので、更に増えていくとは思いますけれども、船につきましても、鋭意もとに戻そうとし

てやっているところであります。

それから、ご質問の人の数あるいは高齢化している、これについては、ここには数字そ

のものはありませんけれども、これは釜石市でも例外ではなく、全国と同様に、やはり高

齢化して漁業者の数は減ってきていると思っております。

先ほどの、拡大した区域のところにはどうするかといいますと、やはり１メートルほど

のかさ上げをしまして、そこにもともとあった水産関係の業者、これが会社の数でいきま

すと、たしか24社ぐらい、加工場とかその他水産関係の業者がありました。それをもとに

戻すというのが１点であります。それからもう一つ、市内に点在していた会社がありまし

て、今回ここの区域がかさ上げされるのであれば、そこに移ってきますと言っていらっし

ゃるのが大体10社くらいあります。ですから合わせて34社。それから、関連するそのほか

の施設も立地する可能性がありますが、今のところそういう会社の方がここに立地される

であろうというふうに見込んで、区域を拡大してかさ上げをするということを考えており

ます。

○橋本部長 ちょっと関連してご説明をさせていただきます。

釜石という漁港は、第３種というふうに規定をしておりますように、地域あるいは国家

的な中心的な港だと考えています。今御覧いただいた資料の中にも、地元の漁船は42隻し

かいないのですけれども、よそから来る船というのが202隻あるように、ここには沖合に

出ている船とか、こういうのが集まってくるべき漁港だと思っています。

、 、 、この被災３県の中で 我々は特定第３種漁港である八戸 宮城は３つあるのですけども

それから銚子といったところに、高度の衛生管理の市場を早急につくって、そしてそこに

周辺の魚を集めていくというふうに考えているのですが、岩手県にもこの釜石、大船渡と

、 、いうのが第３種漁港として極めて地域的には重要度が高いところなので ここについても
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沖合の漁船というのは大きな被災を受けていない船が多うございますので、港を早急に整

備し、かつ、そこに水揚げしたものに加えて、冷凍であるとか加工であるとかを一体的に

復活させなければいけないので、そういったものをなるべく優先的に、集約的にやってい

きたいと考えております。

補足させていただきました。

○近藤分科会長 いかがでしょうか。

ほかに、鈴木委員の方から、何かご発言はありますか。

順番に一言ずつお願いいたします。

○鈴木委員 漁港区域を広げてかさ上げするということですが、この区域の中に、残った

工場とか民家とかはないのでしょうか。

○宇賀神課長 今、残ったものにつきましては、撤去をやっているところだそうでござい

ます。

○鈴木委員 そうすると、この地域は残った人の理解もいただいて、いったん全部きれい

にするということですね。わかりました。

○近藤分科会長

引き続きまして、順番に小菅委員からどうぞよろしくお願いいたします。

○小菅委員 今回、拡大、かさ上げというご説明がありましたけれども、ほかにもそれを

することによって水産加工団地の整備とか、震災からの復興計画は、今年３月に策定され

ました漁港漁場整備の推進に関する基本方針あるいは長期計画、および東日本大震災から

の復興の基本方針、そのようなものの中にも示されておりますところの、災害に強く安全

なまちづくり、あるいは流通拠点、そういうような機能の強化、地域経済活性というもの

に沿っておるので適正かとは思うのですけれども、そういった中で、一、二、伺いたいの

ですが、水産庁の方では、平成22年でしたか、水産物流通機能高度化対策事業がこの地域

、 、 、において計画されていたものを 認証されていたという記録を見ていますが その計画と

今回の整備に当たっての計画が同じなのか、大きな相違点があるのかを伺いたいと思いま

す。

もう一点は、要望になりますがこの基地には陸揚げから流通、あるいは加工と広範囲の

方々、プラスして漁村の方、生活の場として居られる方など、非常に多くの人の調整とい

うのが必要になってくると思います。先ほどもお話が出ておりましたけれども、そういっ

たものも十分調整して、この漁村の生活なり水産業というものが健全な発展をするように

お願いしたいと思います。

○宇賀神課長 ありがとうございます。

まず、1点目の、市場をつくるに当たりまして、流通拠点の衛生管理対策がどのように

なっているかということでございますけれども、釜石漁港につきましては、津波が来る前

から第３種漁港ということでありまして、市場をつくりかえるに当たっては、衛生管理型

の市場にしていこうという方針でやっておりました。今回被災を受けたわけでございます
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けれども、被災を受けて復興するに当たりましても、やはり従前のとおり、衛生管理型の

漁港で市場を復興していくということで、引き続き考えは変えずにやっております。

２点目の、いろいろな調整が必要というのはそのとおりでございますので、この事業を

進めるに当たりましては、地元の皆様と調整してやっていくわけでありますけれども、先

ほどちょっと数字を御紹介申し上げましたが、やはり市内に点在していた業者の方も、こ

こがかさ上げされるということで、ここに集約して立地されるということでございますの

で、そうした皆様の理解を得ながら進めているということでございます。

○近藤分科会長 引き続きまして、來生委員、何かございましたら。

○來生委員 特に何かということではないのですけれども、第３種漁港という規模の大き

な漁港であれば、それだけやはり流通、加工というものの果たす役割というものは大きく

て、そこが機能しない状況になっているというのは大変なことなので、やはり一刻も早く

かさ上げができるように整備をして、本来の機能が取り戻せるようにするというのが大事

なことではないかというふうに考えます。

○近藤分科会長 ありがとうございます。

引き続きまして、岡本委員の方から何かございましたら。

○岡本委員 私もうまく言えないのですが、やはり一刻も早くかさ上げをして、安心して

操業できるような港にしてもらいたい。

私も漁業者なのです。以前、漁業に従事する人がいなくて大変困ったことがあったので

す。一人乗りの漁船もあれば、従事してくれる人がいなければ操業できないという業種も

あります。そこで大変困ったことがあったのですが、今では、若い人たちも、漁船に乗る

ようになっていますので、この釜石の港も立派な漁港にしてもらい、若い人たちから一人

でも多く漁船に乗ってくれるよう期待したいと思いますので、私はできるだけ早くかさ上

げをして、立派な漁港にしてもらいたいと思っております。

以上です。

○近藤分科会長 御意見ありがとうございました。

引き続きまして、あんさんの方から御意見ございましたらどうぞ。

○あん委員 この事業に対して、全く反対ではないのですけれども、ただ、環境影響アセ

スメントを既に行っているかどうか。やはり漁場、ビジネス・アズ・ユージュアルという

方針もあるかと思うのですけれども、しかし海洋生態系を考えていくときには、やはり陸

上、海岸沿い、ああいう区域で事業をしていくときには、それによって海洋生態系に影響

を及ぼしていくので、やはり未来性のある漁港づくり、かさ上げを考えていく場合は、孫

の時代にきちんと健全な漁場があるように、今の先端の技術などを環境技術も含めて生か

して、この事業ができるように考えてはいるんですけれども、そういった面で、環境影響

アセスメントなどを既に行っているのか、まだ行っていないのであれば、それはいつごろ

する予定でしょうか。

○宇賀神課長 アセスメントというときに、いわゆる法律があって、大規模な公共事業を
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やる場合の法律に定められたアセスメントという意味では、この漁港の事業はそこまで規

模が大きくないので、アセスメントをやらなければならないというところまでには至って

おりませんので、そういう意味での、法律に基づくアセスメントというのはやっておりま

せん。けれども、漁港漁場整備法に規定されておりますように、あるいは基本方針で定め

られておりますように、全ての漁港漁場整備事業を実施していくに当たっては、環境に配

慮しながらやっていくというのを基本にしております。

ですから、例えば排水とか、余り汚れた水が出ないように注意するというのも、衛生管

理型漁港の荷さばき所をつくるに当たっては、海に排水をするときに、いったんきれいに

して流すとか、そういう配慮をしております。いろんな意味で、常にできる限りの環境へ

の影響が少なくなるような配慮をしながら、事業を進めていくのを基本にしておりますの

で、そういう意味での環境への配慮というのはやっているのですが、アセスメント法で言

うような大規模なものではないのです。そういう意味ではやっておりません。

○近藤分科会長 よろしいですか。

ほかにいかがでしょうか。

どうぞ、小菅委員。

○小菅委員 聞き漏らしたのかもしれないのですけれども、魚市場として、魚河岸と新浜

町と２か所あるというご説明があったかと思うのですが、その新浜町地区の、この写真で

言いますと左手側にも埋め立て地があるようで、そこへ市場をつくるというのですか。

ということは、２つのものを１つに機能集約させるという理解でいいのでしょうか。

○宇賀神課長 用途を分けて使いますので、市場としては新浜町に生き残っているもので

使っているものが今ありますけれども、その更に横に、つくりかけていた新しい施設もつ

くろうとしております。

それから、魚河岸地区にはもともと、沿岸漁業対応の市場もありましたので、これも復

元するということで考えております。全体としては、魚河岸地区、新浜町地区、両地区に

、 、 、 、市場を復元していくということで今 考えておりますが とりあえず 当面使いますのは

新浜町地区の第２魚市場で、今はこれしか使えないのでこれを使っておりますが、いずれ

は魚河岸地区にも復元していきたいという地元の思いがございまして、そちらの方向に進

んでいくと思います。

○近藤分科会長 よろしいですか。

どうぞ、鈴木委員

○鈴木委員 この際、漁港区域を押し広げてもらって、そして後背地に水産関連施設をつ

くってもらうということで、これ自体は大いに賛成であります。

その上で、かさ上げはどのくらいの期間を予定しているのかということと、それから相

当期間かかると思うのですが、現在、秋になってきまして、サンマの最盛期、それからサ

バ、アキザケ、そういうものがこの三陸で一緒になって、氷も製氷工場がなくて仕込めな

い、冷蔵庫がなくて入れるところがない。釧路から銚子の間で入れるところを求めて、玉
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突きのようになってきて、釧路で揚げたものをだんだん下げてきて、水産業界ではどうし

ようかと言っているのですね。氷などは、秋田とか新潟からトラックで運んでいるのです

よ。ですから、かさ上げはどのくらいで完成するかわからないのですが、ある一区画、一

区画を、全部ではなくても早めに完成してもらって、そこに順次いろいろな御支援のもと

に、そういう製氷施設や冷蔵庫を建てていってもらいたいと思うのですが、そういうよう

な計画はどのようになっているのでしょうか。

○宇賀神課長 このかさ上げにつきましては、高さとしては約１メートルぐらいで、沈下

した部分を元に戻すということでやっております。範囲は先ほど見ていただいたとおりで

すが、事業主体としましては、これは多分、市が行うことになるかと思います。それで市

の方からいつまでにというはっきりしたことは、私どもは今、聞いてはおりませんが、お

っしゃったように、これは石巻でも、あるいは気仙沼でも同じなのですが、全体でここで

も15ヘクタールほどの面積があるわけなのですけれども、やはり話がまとまった急ぐとこ

ろから、順にかさ上げしていく。そのようなやり方で、全体として一刻も早くやりたいと

いうことですけれども、順番がやはりありまして、話がまとまってかさ上げができるとこ

ろから順次進めていくということになると思います。

○鈴木委員 従業員の問題や取引の問題とかいろいろな問題で時間がかかると、かさ上げ

が完成したからいざつくってくださいと言っても、私的な企業者ですから、なかなか再建

できなくなってしまうおそれがあるものですから、一刻も早く、そして全てきれいになら

なくても、一部ずつでも急いで再開できる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。

私の方から質問というか意見になると思いますが、釜石は御承知のとおり富士製鐵、現

新日鐵が製鉄業でやっていたわけですが、それが平成元年ごろに引き上げてしまった。そ

の結果、地元の雇用力というのが主要なものというのはこの漁業と水産業なのですね。そ

ういう意味で、一日も早く復興していただいて、雇用と、今後のまちづくりのための、税

収を上げないといけないということが非常に大きな課題でして、そういう意味で、ここを

早く整備していただくというのは皆さんの御意見と同じだと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

手続上、本日、合意を得まして、答申を出した場合に、どのくらいの時間でここでのあ

れができるのでしょうか。それから、今度は工事という話になりますので、大分この辺が

手間取ると大変かなという感じがいたしますので。

○宇賀神課長 先ほど、最後のスライドで手続について見ていただきました。この審議会

の答申をいただきますと、岩手県、それから釜石市に対する意見聴取、それから関係大臣

とか管理者への協議というのがございます。これらで二、三週間ぐらいかかるのかなとい

うことと、最後に官報に掲載して告示をいたします、世の中にお知らせをします。それで

完成でありますが、官報掲載も一定の時間がかかりますので、合わせて３週間か４週間ぐ

らいと見ております。
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○近藤分科会長 ありがとうございました。

４週間で市の方に工事を移管するというような話だと思いますけれども、そうなります

と、市の方がいろいろな作業があって、復興事業とかほかの施設の整備とか、そういう中

で、このかさ上げの整備が遅れるということも危惧するわけですけれども、それはまた水

産庁さんの方からいろいろと御指導とかそういうことができるわけですね。それはやって

いただかないといけないわけですね。

○宇賀神課長 手続ですので、移転にかかわる部分はできるだけ急ぎますけれども、あわ

せてかさ上げの事業につきましては、いろいろな準備、これはもう実際に工事に着手する

前まででしたら、今、並行して準備ができますので、準備をしていって、この区域が拡大

したらすぐに工事に入れるような、そういうことができますので、それは市とよく相談し

てやっていきたいと思っております。

○近藤分科会長 どうもありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

御意見がなければ、ここで諮問第222号につきまして、原案どおりでよろしいかどうか

ご審議いただきたいのですけれども、いかがでしょうか。

（ 賛成」と声あり）「

○近藤分科会長 よろしゅうございますか。

では、全員一致で原案のとおり承認したということで、ただ今から答申文を読ませてい

ただきます。

答 申 書

24水政審第19号

平成24年９月26日

農林水産大臣 郡司 彰 殿

水産政策審議会

会長 山下 東子

平成24年９月26日（水）に開催された水産政策審議会第34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222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

（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事案につきましては終了となり

、 、 。ますが そのほか何か連絡事項等がございましたら 事務局からお願いしたいと思います

○宇賀神課長 それでは、先ほどお配りした資料のご説明をさせていただきます。
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まず、計画課関係公共事業の概要という資料がございますので、これでご説明申し上げ

ます。

今年の平成25年度予算の概算要求につきましては、本年は９月７日までに財務省に提出

するということで作業を進めておりましたけれども、７日付で提出した資料でございまし

て、平成25年度の漁港漁場整備事業に対してどのような概算要求をしているかというのを

まとめた資料でございます。

１ページを見ていただきますと、四角で囲んでございます、ここについてご説明申し上

げます。

ポイントとありまして、水産基盤整備事業、これは漁港の整備事業、それから漁場の整

備事業、漁村の環境整備事業が入っておりますが、水産基盤整備事業の概算要求額が762

億円ということで、本年度平成24年度に比べますと、対前年比110％ということで、10％

増しの要求をしております。

次に、復旧・復興対策が130億円ありまして、これは東日本大震災の経験を踏まえまし

て、全国の東南海、東海地震対策地域等におきまして、岸壁の耐震化あるいは防波堤の補

強、避難路の整備というものを行う必要額を130億円ということで要求をしております。

それが数字でございます。

それから、下の丸が中身であります。２番目の○でありますが、東日本大震災によりま

して、漁港等の甚大な被害が出たことを踏まえて、まず被災した漁港等の復興対策、これ

は復興庁計上の予算も大分ありますけれども、復興庁とも連携しまして、被災した漁港の

復興対策を推進する。あわせまして、東海地震、東南海・南海地震の対策強化地域におけ

る漁港の緊急防災対策を推進するというのを内容の柱としております。

次の○でありますけれども 「日本再生戦略」を踏まえ、流通拠点漁港における高度衛、

生管理対策や漁港施設の長寿命化対策に重点的に配分することとしています 「日本再生。

戦略」というのは、７月末に政府としてどういう分野に力を入れていくのかということを

整理しました。そういうことも踏まえまして、流通拠点漁港の衛生管理対策、あるいは漁

港施設の長寿命化対策、こういったものに重点的に配分していくという方針にしておりま

す。

それから、一番最後ですが、防災・減災対策と衛生管理対策に係る事業内容の拡充を一

部行っております。

次から少し字が小さいので、２ページ、３ページを飛ばしていただきまして、４ページ

をお開きいただきたいと思います。

平成25年度水産基盤整備概算要求の概要でございます。数字については、先ほど申し上

げたとおりでございます。

考え方としましては、食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画、あるいは３月

に策定しました漁港漁場整備長期計画、これを着実に進捗させていく。

それから、政府として決定しました「日本再生戦略」を踏まえまして、流通拠点漁港に
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おける高度衛生管理対策、あるいは漁港施設の長寿命化に重点的に配分する。

それから、被災地域の早期復興、東海、東南海・南海地震の対策強化地域における漁港

防災対策の推進といったところがありまして、もう少し具体的に言いますと、重点項目と

しては３点あります。

１つはやはり、こういうときですので、震災復興・防災対策というのを柱の１つにして

。 、 。 、おります 南海トラフその他大規模地震 被害想定が巨大化しております そういう中で

住民の不安も増大していますので、拠点漁港の防災機能の強化、あるいは漁場生産力の回

復、漁業集落の避難体制の確立といったところが１つの柱でございます。

それから、２つ目の柱としましては、流通拠点の衛生管理対策です。水揚げから出荷に

至るまで、総合的な衛生管理対策を行っていく必要があります。それから市場が老朽化、

機能低下しているということも踏まえまして、衛生管理型の荷捌所あるいは岸壁、荷捌所

の前後の搬入、搬出空間の整備、こういうものに力を入れるというのが２つ目の柱であり

ます。

３つ目としまして、水産資源の回復対策として、やはり依然として４割ほどの水産資源

、 、 、が低位にある それから 藻場・干潟が恒常的に減少しているということもありますので

沖合域における漁場整備、それから生活史に基づく水産生物の生息環境づくり、漁場整備

その他、これらを総合的に進めていく、この３つの柱で進めていきたいというのが来年度

要求の概要でございます。

それから、もう一つは、次に写真がありますが、これは復旧・復興の対策関係でござい

ますが、まず、被災地におきましては、漁港、漁場、それから漁業集落ともそれぞれ復旧

、 、・復興を強力に進めていくという勿論大きな話がありますし あわせて全国的な視点から

東南海・南海地震、こういった近々津波等の被害が発生するおそれがあるところの施設の

機能強化であるとか避難路の整備、これもあわせて行っていくということを考えて要求を

しております。

あとは、細部になりますので省略をさせていただきますが、以上が計画課が所管してお

ります水産基盤整備事業、漁港と漁場の整備の来年度要求の概要でございます。

続きまして、防災漁村課所管の事業について、防災漁村課長の方からご説明申し上げま

す。

○本田課長 防災漁村課長でございます。

「防災漁村課関係公共事業の概要」という資料に基づきましてご説明します。

表紙をめくっていただきますと総括表がございますが、当課で所管している公共事業と

いたしましては、一つは海岸事業のうちの水産庁所管分、いわゆる漁港海岸事業。新たな

海岸整備あるいは改良といった事業です。それからもう一つが、災害復旧事業ということ

で、災害で被災した漁港施設、あるいは海岸施設の復旧予算という大きな二本柱でありま

す。

、 、 、 、まず上が 海岸事業でございますが 概算要求額として 漁港海岸事業６億2,100万円
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それから農山漁村地域整備交付金86億5,200万円の内数ということで、囲みの中に計上さ

せていただいておりますが、このうち水産庁所管分は上の漁港海岸事業で、下の農山漁村

地域整備交付金というのは、農振局がとりまとめをしておりますが、農林水産関係のさま

ざまな公共事業を一括交付金化したものの中で、海岸事業を行えるということです。

予算規模としては、これは内数なので実行上では、漁港海岸事業よりも、こちらの交付

金で実施している額のほうがはるかに多うございます。むしろ、水産庁に残っているもの

が例外的なケースでございまして、これは例えば国交省等で行っている直轄の海岸事業と

一連の海岸で同じ条件で整備する場合に、要するに直轄並みの地元負担でできるように、

従来から高率補助でできる仕組みがございまして、その部分に係るものでございます。つ

まり、交付金化して、県の裁量で地域を決めるのではなくて、あらかじめこの地域で実施

するということが決まっているので、もう交付金になじまないというものを一部水産庁の

漁港海岸事業として残しているというものでございます。それ以外のものは、基本的には

、 、「 ．」 「 （ ）、この農山漁村地域整備交付金の中で行うか または １ の下部に ＜参考＞上記 １

（２）のほか、内閣府計上の地域自主戦略交付金を活用して実施可能 」ということで、。

内閣府にあります、各省の公共予算を一括交付金化した地域自主戦略交付金、これを活用

して実施するかでございまして、この内閣府計上部分、あるいは農振局取りまとめ部分の

２つの交付金で行うのが、漁港海岸事業のメインの部分でありまして、残り特例的に直轄

と一体的に行う事業につきまして、水産庁計上しているというものが６億円ということで

ございます。

更に、今年から少しややこしいのが、その下に※印で「復旧・復興対策分を除く」とご

ざいます。通常予算のほかに、復旧・復興対策分として、東日本大震災復興特別会計に係

る部分ということで、別途計上しているものが、下の「 １）漁港海岸事業予算の内容」（

の一番右端にありますけれども、復旧・復興対策分として１億2,000万円を高潮対策事業

として計上しておりますが、これは、東海、東南海・南海地震の危険度の高い地域におき

まして、緊急に耐震化、あるいは水門、陸 等の自動化というようなことで、地震、津閘

波を想定した整備を行うということで、いわゆる全国防災という位置づけの中で、特会で

要求している部分がこの６億2,100万円と別途あるということでございます。

続きまして 「２ 」が災害復旧事業関連でございますが、これも概算要求額としては、、 ．

11億1,300万円ということで、これは毎年同額でありまして、対前年度比1.000とあります

けれども、これも通常の災害復旧予算として、毎年度計上しているものでございます。東

日本大震災対策としては、この下にまた※で書いております「復旧・復興対策分を除く」

とありますが、この額が1,580億という額でございまして、これが東日本大震災対策用に

別途特別会計で計上を要求している部分でございます。

次のページからは、それぞれの内訳ですけれども、それぞれ通常ベースと復旧・復興対

策に分かれて２枚ずつになっております。
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以上です。

○近藤分科会長 どうもありがとうございました。

それでは、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。


