
 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産政策審議会 
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平成２６年９月４日（木） 

農林水産省 水産庁 漁港漁場整備部 計画課 



午後１時２９分開会 

○中泉計画課長 それでは、予定の時刻になりましたので、ただいまより第35回漁港漁場整

備分科会を開催させていただきます。 

 私、水産庁計画課長の中泉でございます。よろしくお願いいたします。 

 初めに、本日の委員の出席状況につきまし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。 

 本日は本分科会委員の改選後初めての分科会でございますので、委員の皆様の互選により分

科会長が選任されますまでの間、私が進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に水産庁漁港漁場整備部、高吉部長から挨拶を申し上げます。 

○高吉漁港漁場整備部長 漁港漁場整備部長の高吉でございます。水産政策審議会第35回漁

場整備分科会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 初めに、委員各位におかれましては、大変お忙しい中を分科会にご出席賜りまして、まこと

にありがとうございます。また、日ごろから漁港漁場の整備を初め水産政策の推進にご理解、

ご協力を賜っておりますことにこの場をおかりして厚くお礼を申し上げます。 

 さて、先月末になりますけれども、来年度予算の概算要求を提出いたしました。水産基盤整

備事業につきましては859億円ということで、対前年度比119％という要求をしております。

また、これ以外にも東日本大震災からの被災地の復旧・復興対策、これは復興庁のほうから要

求をしてございます。水産基盤整備事業におきましては、まず水産日本の復活ということで、

水産物の輸出拡大のための高度衛生管理型漁港の整備ですとか、海域全体の生産力を底上げす

るための漁場整備、そして、漁港施設の長寿命化対策や地震、津波対策、こういったことを着

実に進めることとしております。水産業の発展とその基盤となる漁港、漁場、漁村の整備促進

のために必要な予算の確保と制度の充実が図られるよう努めてまいりたいと考えております。 

 本日ご審議いただきます漁港の指定内容の変更につきましては、北海道根室市に所在する第

３種落石漁港に昆布盛地区を編入する内容となっております。いわゆる漁港の分区指定を行う

ものでございます。これによりまして、漁港の整備コストの大幅な削減を図りながら外来船の

入港要請に応えるための整備を行って、一体的かつ効率的な漁港利用を図ることを期するもの

でございます。また、先ほどもありましたように、本日は委員の皆様のご就任後初めての分科
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会の開催となりますので、分科会長及び分科会長代理の選任をしていただくこととしておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが、委員の皆様にはよろしくご審議のほどをお願いいたしまして、

挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○中泉計画課長 それでは、本日ご出席の委員の皆様についてこちらからご紹介いたします。

五十音順にご着席されておりますので、その順にご紹介申し上げます。委員の皆様におかれま

しては、どうぞご着席のままでお願いいたします。 

 まず初めに、北海道漁業協同組合連合会代表理事会長の川崎委員でございます。 

 放送大学副学長の來生委員でございます。 

○來生委員 來生でございます。 

○中泉計画課長 日本大学理工学部教授の近藤委員でございます。 

○近藤委員 近藤です。 

○中泉計画課長 茨城県旋網漁業協同組合、組合長の鈴木徳穂委員でございます。 

○鈴木（徳）委員 よろしくお願いいたします。 

○中泉計画課長 一般社団法人アグリフューチャージャパン参与の鈴木利徳委員でございます。 

○鈴木（利）委員 鈴木です。よろしくお願いいたします。 

○中泉計画課長 全国漁協女性部連絡協議会副会長理事の平賀委員でございます。 

○平賀委員 よろしくお願いいたします。 

○中泉計画課長 ありがとうございます。 

 なお、上智大学大学院地球環境学研究科教授のアン・マクドナルド委員につきましては、本

日は大変残念でございますけれども、ご都合によりましてご欠席でございます。 

 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、先ほど挨拶いたしました高吉漁港漁場整備部長でございます。 

○高吉漁港漁場整備部長 よろしくお願いします。 

○中泉計画課長 その隣が岡整備課長でございます。 

○岡整備課長 よろしくお願いします。 

○中泉計画課長 木島防災漁村課長でございます。 

○木島防災漁村課長 木島でございます。よろしくお願いいたします。 

○中泉計画課長 そして、石井水産施設災害対策室長でございます。 

○石井水産施設災害対策室長 石井でございます。よろしくお願いいたします。 
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○中泉計画課長 そのほか水産庁の事務局が出席しております。よろしくお願いいたします。 

 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。 

 上から本日の会議の次第がございます。それから、席次表です。次に、資料一覧がございま

す。順番にいきますと、資料１としましては漁港漁場整備分科会委員名簿、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でございます。それから、資料２－１としまし

て水産政策審議会第35回漁港漁場整備分科会諮問事項です。それから、資料２－２としまし

て水産政策審議会第35回漁港漁場整備分科会諮問事項に関する参考資料でございます。 

 次に、その他の関連資料といたしまして、平成27年度予算概算要求の概要として計画課関

係の公共事業の概要と防災漁村課関係公共事業の概要を配付させていただいております。そし

て、この後の説明の際のスライドでございます。以上でございますが、何か不足なものがござ

いましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、議事に入ります。 

 まず、協議事項１番目の分科会長の選任でございます。分科会長の選任につきましては、水

産政策審議会令第５条第３項の規定によりまして、分科会委員の互選により選出することとな

っております。いかがいたしましょう。 

 お願いいたします。 

○鈴木（徳）委員 本分科会の性質上、海洋工学、そして、水産土木の専門でございます学識

者の近藤先生にお願いしたらいかがかと思います。 

○中泉計画課長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。ただいま鈴木委員から近藤委員を分科会長にというご提案がござい

ましたけれども、委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。異議がないということでございますので、近藤委員が分科会長に就

任されました。近藤委員は、分科会長の席に申しわけございません、お移りいただけますでし

ょうか。お願いいたします。 

 それでは、ここからの議事進行は近藤分科会長にお願いいたします。 

○近藤分科会長 ただいま分科会長にご選任いただきました日本大学理工学部の近藤でござい

ます。 

 このところ北は北海道から南は九州、沖縄まで大変自然災害が多い結果となっております。

ちょうど３年前の東日本大震災以降、さまざまな問題を抱えて今日まで来たわけですけれども、

ますますこの気象海象が激しいような状況になると思いますので、この水産庁における漁港漁
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場の整備も非常に重要な課題を踏まえていると思います。ますます皆様方のご審議をいただき

まして、適切なアドバイスを今後いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 それでは、協議事項の２番目に移りたいと思います。分科会長代理の指名ということでござ

いますが、水産政策審議会令第５条第５項によりますと、分科会長に事故があるときは、当該

分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者がその職務を代理すると規定

されておりますので、私のほうから指名させていただきたいと思います。 

 本分科会におきましては、漁港漁場整備法に基づく処分に対する行政不服審査請求に関して

審議することもありますことから、行政法の専門家でございます放送大学副学長の來生委員に

分科会長代理をお願いしたいと思います。いかがでございましょうか。よろしゅうございます

か。 

 どうもありがとうございます。それでは、分科会長代理を來生委員にお願いすることといた

します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、引き続きまして、諮問事項の審議に移りたいと思います。 

 なお、最初に確認しておきますが、本分科会において審議いたします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、本分科会の議決をもって水産政策審議会

の議決とすることになりますので、この点についてよろしくご理解のほどお願いいたします。 

 それでは、高吉部長から諮問をお願いいたします。 

○高吉漁港漁場整備部長 委員の皆様はお手元の資料２に写しがございます。 

 26水港第2072号、平成26年９月４日。水産政策審議会会長、山下東子殿。農林水産大臣、

西川公也。 

 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241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）。 

 どうぞ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、事務局から説明を受けます。どうぞ

よろしくお願いします。 

○中泉計画課長 諮問内容につきまして、スライド画像のほうを用意いたしましたので、こち

らのほうで説明させていただきます。また、あわせてお手元のスライドの資料もご参考くださ

 －4－ 



い。 

 北海道根室市に位置します第３種落石漁港において、第１種昆布盛漁港となっている漁港の

区域を落石漁港の昆布盛地区として編入することとする漁港の指定内容の変更についてご説明

いたします。 

 落石漁港は、北海道の東部の根室半島のつけ根に位置し、北方四島の歯舞群島へも近いとこ

ろにあります。根室市は第１種漁港が５つ、第４種漁港が１つ、そして、第３種漁港の落石漁

港を合わせた７つの漁港があります。本日ご審議いただくのは、左側の図の３つの赤丸で示し

ました第３種落石漁港の落石地区と浜松地区の２つの地区、そして、第１種昆布盛漁港です。 

 市の人口ですが、平成26年５月末現在で約２万８千人、平成22年の国勢調査によりますと、

就業人口は約１万５千人で、漁業就業者はこのうちの約17％に当たります約２千５百人です。

また、水産食料品製造業者は就業人口の約15％で、先ほどの漁業就業者と合わせますと、就

業人口の約32％を占めているということで、漁業と水産加工業は根室市の基幹産業というこ

とになっております。 

 根室市の水産業の概要についてですが、さんま棒受け網漁業、さけ・ます流し網漁業を中心

とする沖合漁業、北方四島周辺海域におけるサケ、タラ、コンブを対象とする漁業、そして、

サケ定置網漁業、刺し網漁業など沿岸漁業により構成されております。平成24年の漁業生産

量は約11万トン、漁業生産額で見ますと、約206億円と、市町村別で見ますと、北海道第１位

ということになっております。このように北海道内において非常に重要な水産物供給基地とな

っております。 

 魚種別に見てみますと、サンマが生産量の約７割、生産額で見ますと、３割超を占めており

ます。 

 根室半島周辺の漁場ですけれども、半島の北部漁場、図の上の部分ですね。それから、南部

漁場、図の下の部分、そして、北方領土、図の右側部分ですね。このように優良な漁場が形成

されております。漁業調整規則ラインを越えての操業は、政府間や民間ベースでの日露漁業交

渉による協定に基づいて行われております。 

 今般の変更の対象であります２つの漁港の概要について説明いたします。 

 ２つの漁港は、いずれも落石漁業協同組合に所属している組合員が主に利用しております。

その人数は183人です。取扱金額で見ますと約57億円、数量で見ますと約２万トンと道東を代

表する組合規模になっております。落石漁業協同組合は、従来からこの２つの漁港を効率的に

運営し、漁港を最大限活用することで現在の漁獲量を維持しつつ、ウニ、ナマコの種苗放流な
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どつくり育てる漁業にも精力的に取り組んでおります。 

 漁港ごとの港勢でございますけれども、落石漁港の落石地区と浜松地区を合わせた平成24

年の港勢を見てみますと、利用漁船隻数では191隻、漁獲量が約６千トン、漁獲高が約21億円

ということになっており、サケ定置網漁業、さけ・ます流し網漁業、そして、昆布などの採藻

漁業、それから、タコかご漁業を主体に操業が行われております。漁港の整備ですけれども、

昭和26年に第１種漁港に指定され、昭和27年から整備に着手しております。沿岸漁業やコン

ブ漁業の利用に始まり、それ以降、太平洋並びに北洋漁業の発展に伴う漁船数の増加、大型化

に対応し、昭和43年に第３種漁港に種類を変更しております。それ以降、漁港の整備が行わ

れてきたというところであります。さらに、昭和63年ですが、浜松地区が落石漁港の分区の

指定を受け、漁港の整備を推進してきました。 

 昆布盛漁港の港勢ですが、平成24年の港勢は利用漁船隻数79隻、漁獲量約２千トン、漁獲

高で見ますと、４億６千万円となっております。当該漁港地区に居住します漁業者の漁獲量、

いわゆる属人地漁獲量ですが、これは約５千トンあります。そのうち約７割の水産物が地方卸

売市場のある落石漁港の落石地区に陸揚げされております。昆布盛漁港は、コンブ類の採藻漁

業、いか釣り漁業、そして、タコかご漁業が主体となって行われております。漁港の整備です

けれども、昭和29年に第１種漁港に指定され、昭和38年から本格的な整備に着手、そして、

平成15年度までその整備が行われてきました。その後ですけれども、老朽化した施設につい

ては補修を実施し、平成25年度に終了しております。 

 ここからは根室半島周辺の現状についての説明をいたします。 

 近年のスルメイカの漁場形成状況についてですけれども、道東方面ではこれまでの盛漁期の

漁場は９月から10月に形成されてきましたが、近年は少し早く８月頃から11月頃にかけて形

成されております。漁場の範囲についてですけれども、これまでの道東方面と道南方面の広範

囲にあったのですけれども、近年は道東方面にシフトしている傾向にあります。このような状

況から、根室市周辺の港湾、そして、漁港へのいか釣り漁船の利用需要が非常に高まってきて

おります。 

 次に、こちらは近年のサンマの漁場形成状況についてです。これまでのサンマ漁場は、漁場

が分散している傾向がありました。このことから北海道ではサンマの陸揚げ指定港となってい

る根室港、これ根室港の花咲港区ですけれども、この花咲港区をはじめ釧路港、霧多布港、そ

れから、厚岸漁港により分散して陸揚げが行われておりました。しかし、近年では根室半島の

東側に９月頃から漁場が形成される状況にあり、漁場周辺の港湾や漁港に陸揚げあるいは準備
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のための係船が集中し、ちょうど先ほどのいか釣り漁船との重複により、混雑が生じておりま

す。こうした中で、落石漁港の利用の需要というのは今後も増加傾向にあるものと見込まれて

おります。 

 図が２つありますけれども、上の図をごらんください。北海道全体のスルメイカ漁獲量は概

ね横ばい傾向にあるものの、根室管内における漁獲量は増加傾向になっています。下の図にな

りますけれども、これに伴いまして、いか釣り外来船の入港要請が非常に高まってきており、

第３種落石漁港へは年間90隻程度の入港要請が寄せられております。しかしながら、係留場

所が不足しているということから、実態としては10隻程度の要請にしか応えられていない状

況になっております。 

 ここも図が２つございますけれども、上の図になります。ご覧ください。サンマの漁獲量と

外来漁船の利用隻数につきましては、青い棒グラフで示したように、全国のサンマ漁獲量が落

ち込む中で、北海道の漁獲量は赤い棒グラフで示しましたように、比較的安定して推移してお

ります。根室市管内のシェアで見ますと、これは折れ線グラフで示しておりますけれども、最

近では約６割ということになっております。 

 次に、下の図になりますけれども、サンマ外来船の利用隻数も従来の80隻程度から近年で

は100隻を上回る隻数が根室半島周辺で操業しております。 

 ここで、第３種落石漁港の役割について整理いたします。スルメイカにつきましては、これ

までより早い８月頃から根室沖合で漁場が形成されております。サンマにつきましては、根室

半島東側に９月頃から漁場が形成されております。こうした漁場を狙って多数の外来船が操業

しており、周辺の港湾や漁港では陸揚げあるいは準備のため、漁港の利用状況は大変混雑して

きております。 

 サンマの陸揚げは落石漁港ではなく根室港の花咲港区になっておりますけれども、休憩のた

めの入港要請があり、外来いか釣り船との競合があります。このことから、落石漁港が拠点漁

港として漁船の安全かつ効率的な利用を確保することが必要であり、具体的に申し上げますと、

いか釣り外来漁船の陸揚げ基地としての利用、そして、もう一つは、さんま棒受け網漁船の陸

揚げ後の準備のための利用に応えることです。これにより、全国から根室半島周辺に集結する

漁船の要請に応えることができます。 

 ここからは漁港の現状と課題について説明させていただきます。 

 まず、落石地区ですけれども、船揚場利用の漁船を除き、コンブ漁、タコかご漁、さけ・ま

す小型定置網漁などを行っております約120隻が通年を通して係留施設を利用しております。
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外来船につきましては、落石漁業協同組合の利用調整によりまして、毎年10隻程度を受け入

れております。外来船の受け入れに当たっては、3.5メートル以上の水深を持つ岸壁が必要で

す。赤色ラインで示しました岸壁は、今後も地元の大型船が利用することとなっており、青色

ラインで示した岸壁につきましては、地元船の利用により空きがないような状況になっており

ます。一方、浜松地区においては、3.5メートル以上の水深を持つ岸壁はございません。この

ように現状におきましては、これ以上の外来船を受け入れることは大変困難な状況にあるとい

うことです。 

 これに対する対策としましては、外来船の受け入れが可能な岸壁を整備するということも考

えられますけれども、落石漁港の落石地区並びに浜松地区におきましては、漁港内及びその周

辺がコンブなどの磯根漁場として現在利用されております。また、漁港内の静穏な水域をウニ

などの増養殖に活用していることから、こうした漁場の喪失となるような岸壁の拡張整備とい

うのは非常に困難な状況になってきております。 

 外来船の規模を申しますと10トンから大体20トンクラスの漁船が主体になっております。

ですから、先ほど説明しましたように、係留に当たりましては、水深3.5メートル以上の岸壁

が必要ということです。また、落石地区におきましては、これは右下の図、青色ラインで示し

ておりますが、水深3.5メートル係船岸を約400メートルございます。隻数でいいますと、概

ね27隻分が係留可能な岸壁延長となっております。しかしながら、先ほどご説明いたしまし

たが、現在は地元船利用のために外来船が係留できる状況にはありません。 

 そこで、約７キロメートル離れた近隣にあります昆布盛漁港、これを含めて漁港の機能連携

のもとで既存ストックを活用して外来船を受け入れることを考えてみました。右下の図、青色

ラインの既存ストックであります岸壁につきましては、コンブ漁を主体とした約36隻の５ト

ン未満の漁船が年間を通じて利用しておりますが、コンブ漁を行う６月から10月までは優良

なコンブ漁場でありますユルリ島付近で操業しております。一方、イカやサンマの盛漁期は８

月から10月ごろであり、この時期に多くの外来船が根室半島周辺海域で操業しているという

ことになります。ですから、こうした操業状況を踏まえ、昆布盛地区、これ現在の昆布盛漁港

ですけれども、ここに小型漁船に対応して210メートルの係船岸を整備することで、落石地区

を利用している地元小型漁船約36隻を受け入れできるようにすること、また、これにより落

石地区では新たに係船岸や防波堤を整備しなくても、盛漁期においては最大27隻の外来船を

受け入れることが可能になります。また、これは昆布盛地区の５トン未満の漁船の増加により

混雑化している係船施設の問題解決にもつながるということになります。 
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 地元小型漁船が落石地区からシフトして昆布盛地区を利用することになりますけれども、ユ

ルリ島付近周辺の優良コンブ漁場に近接していることになりますので、結果的には航行時間の

短縮による作業効率の向上、そして、燃油などの漁業コストの低減の効果も期待できるものと

考えております。 

 それで、以上のことから落石漁港への昆布盛地区を指定する理由、効果について整理してみ

ました。まず、第３種落石漁港に、現在は第１種昆布盛漁港であります昆布盛地区を編入する

指定内容の変更を行い、昆布盛地区の既存防波堤を活用して、必要最小限の係船施設を整備す

る、それとともに落石地区への外来船の入港要請に応えていきます。これらによりまして、漁

港の機能連携、一体的な漁港整備によるコストを削減、落石地区の漁場内での新たな整備を回

避することで優良漁場を保全できること、漁場までの航行時間短縮による効率的な操業の実現、

根室半島周辺の過密な利用環境を緩和して、漁業の円滑化を実現するということになります。 

 ここで、右側の写真をご覧いただけますでしょうか。一体的な漁港整備の効果として、仮に

落石地区に単独で施設整備をする場合のコストですけれども、約31億円の費用がかかります。

また、加えて優良な漁場も失われます。これに対して、落石地区の既存の係船岸利用並びに昆

布盛地区での必要最小限の係船岸を整備する、そうした場合には建設コストは約14億円の費

用で済むことになります。ですから、差し引き約17億円のコスト削減につながるということ、

そして、もう一つ大事なことは優良な漁場が失われることがないということであります。 

 このように、現在落石地区と浜松地区からなる第３種落石漁港は、今般の昆布盛地区の編入

によって漁港の利用上及び社会経済上、落石漁港として一体的かつ効率的な利用を図り、適切

な漁港整備、維持管理等を行うことが適当と考えられます。このことから指定内容の変更を行

うというものであります。 

 漁港の地区の編入による指定内容の変更については、以上の説明のとおりでございます。 

 第３種落石漁港は、これまでの落石地区及び浜松地区に新たに昆布盛地区を加えて、計３つ

の分区により構成される漁港ということになります。漁港の区域につきましては、落石地区、

浜松地区及び昆布盛地区ともに従前からの範囲に変更はありませんが、告示表記の方法につき

ましては、従来起点からの真方位と距離により定めていたものをより明確な緯度経度を用いた

方法に変更することとしております。 

 なお、第１種昆布盛漁港は、これに伴いまして漁港の指定を取り消すことになりますが、こ

れは漁港漁場整備法第６条第５項により、根室市長が実施することとなっております。 

 以上、農林水産大臣として漁港の指定内容の変更をすることが適当と考えられますので、お
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諮りするものでございます。 

 最後に、指定の変更について、今後の手続についてご説明いたします。 

 漁港の指定内容の変更について、まず本審議会において諮問どおりの答申が得られた後に、

漁港漁場整備法第６条第６項の規定に基づき、関係地方公共団体、具体的には北海道、そして

根室市に対しまして意見聴取。また、同条第８項の規定に基づく国土交通大臣に対する協議及

び同条第９項の規定に基づく河川管理者、これは今回該当ございません。そして、海岸管理者、

具体的には北海道に対しまして協議を行い、同意の旨回答が得られた場合、同条第10項の規

定に基づき漁港の変更が告示で行うこととされております。これにつきましては、官報掲載を

もって告示することとなります。 

 以上で説明を終了させていただきますが、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○近藤分科会長 ただいま計画課長のほうからご説明がありました。ただいまの説明につきま

して、皆様方からご意見、ご質問がございましたら発言をお願いしたいと存じます。いかがで

ございましょうか。 

 当該地区をよくご存じの平賀委員から何かご支援のお言葉などがありましたら、あるいはご

質問でも結構ですが、いかがでございましょうか。すみませんが、鈴木さんのほうからマイク

を渡していただけますか。 

○平賀委員 私、根室管内の出ですので、私は野付けというところにおりまして、落石地区は

よく知っております。それで、私たちも関係団体にいろんなお話を聞きますけれども、こうい

うような形で上がってきて、落石地区がより便利になったり発展したりすることに関しては、

私は本当にありがたいなと思っておりますし、賛成です。今回の事案が根室管内でしたので、

いろいろなことを読んできましたけれども、本当にこのとおりで私は別に意見はありません。 

○近藤分科会長 どうもありがとうございました。引き続きまして、北海道の組合連合会の会

長さんで川崎委員がいらっしゃいますので、何かお言葉がありましたら、よろしくお願いしま

す。 

○川崎委員 せっかくの機会でございますので、実は根室の落石地区は私の住んでおります釧

路管内の厚岸ですけれども、先ほどご説明ありましたように、近年、海の状況が著しく変わっ

てきまして、当初太平洋側のスルメイカの魚群というのは、そんなに早く道東地区のほうには

来なかったのです。オホーツクのほうがかえって大きな漁場として形成されてきたのですが、

この二、三年非常に早く道東沖にこのスルメイカが回遊するようになりました。 

 ところが、イカが来る時期とアキアジと、そして、サンマが一緒になりまして、根室の花咲
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港などは、イカの水揚げができないぐらいごった返しているのです。実は私の持ち船も今日、

サンマの船で、花咲港に外来船として入っているのですけれども、船で、船で本当に物すごい

数なのです。そうすると、今、落石の地区もいか釣り漁船の外来船が少し休みたいといっても、

根室の花咲では休んでいる場所がないのですよ。それで、やはり釧路まで持っていく、厚岸ま

で持ってくるということになると、漁場がだんだん遠くなりますし、非常に困っている状況だ

ということはよく理解をしていました。 

 今回、来る前にこのお話を聞いておりましたので、できれば皆さん方のご理解をいただいて、

今回申請されたこの落石の昆布盛漁港を第１種にしていただければ、大変北海道としてもある

いは根室地区としても道東地区としても助かります。ひとつよろしくどうぞお願いをいたしま

す。 

○近藤分科会長 どうもありがとうございました。ほかに委員の先生方、いかがでしょうか。

特別ございませんか。 

 ほかに特段にご質問、ご意見がないということでございます。既にお二人の委員の方々から

大変貴重なご意見を賜りまして、この第１種漁港、昆布盛漁港を第３種落石漁港に昇格すると

いうことについて大変貴重なご意見をいただきました。どうもありがとうございました。 

 特段ないようですので、諮問第241号につきましては、原案どおりでよろしいでしょうか。

ご確認をいただきます。 

（「はい」の声あり） 

○近藤分科会長 異議なしの声がありましたので、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、答申文を読み上げさせていただきます。 

 答申書。26水審第16号。平成26年９月４日。農林水産大臣、西川公也殿。 

 水産政策審議会会長、山下東子。 

 平成26年９月４日に開催された水産政策審議会第35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241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でご参照く

ださい。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○高吉漁港漁場整備部長 ありがとうございます。 

○近藤分科会長 それでは、以上で本日当分科会に付託された諮問案件につきましては終了と
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なりますが、そのほか何か連絡事項がありましたら、事務局からお願いしたいと思います。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

○中泉計画課長 どうもありがとうございました。 

 それでは、その他ということになりますけれども、最初に私どもの高吉部長のほうから挨拶

の中で申し上げましたけれども、ちょうど先週が来年の予算の概算要求の締め切りでございま

した。そういうことで、やはりこの話題をさせていただこうと思いまして、予算につきまして

お手元の資料を２つ入れさせていただきました。計画課関係の公共事業の概要、そして、防災

漁村課関係の公共事業と２つの資料がございます。 

 主に計画課関係の公共事業の概要を少しばかりお話しさせていただきます。なぜかといいま

すと、計画課のほうは水産基盤整備事業の予算関係を扱い、所掌しております。防災漁村課に

おきましては、海岸事業ですね。それから、災害復旧事業を所管しております。すみませんが、

少しばかり時間をいただきたいと思います。 

 まず、１ページ開けていただきまして、平成27年度水産基盤整備事業概算要求について、

ポイントのところにまとめてございます。水産基盤整備事業の概算要求額859億円ということ

で対前年比119％ということになっております。これ水産庁を挙げて水産日本の復活を図ると

いうことで、水産基盤整備事業におきましては、本来ならば概算要求シーリングというのがご

ざいますけれども、この上限については、通常は117％です。それを２ポイント上回る形で要

求しております。 

 具体的には、消費、国内消費、それから輸出の拡大を図るために流通拠点漁港における高度

衛生管理対策、そして、水産資源回復対策、また、国土強靭化に向けた漁港施設の防災・減災

対策に重点的に配分した要求になっております。また、予算額だけでなくて、事業制度の要求

もしております。高度衛生管理対策や水産資源回復対策につきましては、事業内容の拡充並び

に新しい事業の創設を要求しております。 

 こうした水産基盤整備事業によりまして、漁港、漁場の整備が公共事業として実施されます

けれども、それ以外の予算として、その下のほうを見ていただきたいのですが、米印の２つ目

です。農山漁村地域整備交付金、水産関係分でいいますと、125億円を要求しています。これ

は国から都道府県に対して予算を交付しますけれども、都道府県が自らの裁量により地区への

配分あるいは地区間の融通が可能という非常に柔軟的な予算であります。 

 このほか、被災地復興対策ということで、復興庁に別途予算を要求してございます。これは

被災地復興のための予算でございますけれども、必要な額を要求しているというところであり
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ます。特に来年度、27年度は集中復興期間の最終年度ということもございますので、何とか

復旧・復興を加速度させていくということで必要な予算を計上しているところでございます。 

 それから、３枚目をごらんいただけますか。 

 ３枚目のところの横にポンチ絵になっているものがございます。先ほどの説明をポンチ絵に

したものでございますけれども、具体的にどういうことをやるのかというのを申し上げたいと

思います。 

 大きく３つございます。衛生管理、水産資源の回復、そして、防災・減災で、具体的にはそ

この矢印の下の部分をご覧いただきたいのですけれども、流通拠点における特に輸出重点品目

を中心として、国産水産物の高度衛生管理を図っていくこと、具体的には鳥獣対策を施し、陸

揚げ岸壁に屋根をつけたり、あるいは鳥がとまらないような構造にしたりとか、それから、右

になりますけれども、今までは開放的な荷さばき所だったのですけれども、今は完全に密閉型

の構造の荷さばき所ですね。 

 それから、真ん中、水産資源の回復対策ということで、海域全体の生産力を底上げしていく

という水産環境整備、いわゆる漁場環境整備ですね。これを進めていきたいというふうに思っ

ています。これは、水産生物というのはいろんな生活史があるわけですね。その生活史にあわ

せて、その場において必要な整備をしていくということです。例えば産卵するところであれば

産卵場を整備する、それから、藻場を整備する場合もありますね。そういうふうに成長段階に

あわせて行っていくこと。 

 それから、右側にありますけれども、漁港施設の地震、津波対策、あわせてやはり高度成長

期につくったもののストック、それが今そろそろ更新時期を迎える時期になっております。そ

ういうことから、老朽化した漁港施設の長寿命化対策を図るということを考えております。絵

の中に耐震強化岸壁というのがございます。それから、右手のほうは設計を超えるような波が

来ても、ある程度壊れないで耐えてくれる、そういった粘り強い構造とか、そうしたものを進

めることとしております。 

 以上でございます。 

 あと、もう一つのほうの資料でございますけれども、防災漁村課関係では、先ほど申し上げ

ましたように海岸事業、それから、災害復旧事業の予算を計上しております。ただ、今の海岸

につきましては、先ほど水産基盤から比べればちょっと小さいなと思われるかもしれませんけ

れども、海岸事業につきましては、その下にあります農山漁村地域整備交付金、この中で地方

の裁量で実施されております。 
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 それから、下の災害復旧事業、11億円と小さいと思うかもしれませんけれども、災害復旧

事業は基本的に当初予算では小さく出して、補正で大きく対応するという形になってございま

す。 

 以上でございます。 

○近藤分科会長 ただいま計画課長から平成27年度の予算の概算要求の概要と、それから、

ただいまご報告ありました公共事業の概要をご説明いただきました。 

 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。 

午後２時１８分閉会 
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