
- 1 -

平成１９年度第１回農林水産省政策評価会水産庁専門部会議事録 

 

○政策評価班長より「水産業の健全な発展」分野の説明 

 

○委員より意見・質問等 

若林委員：率直に申し上げると、全体的な評価としては、ハード面で、かなり手堅くで

きているが、それにソフト面がついてきていないという印象がある。概括的に

は、いろんな施策が推進されるなかで、この点を脱却・克服できないのは残念

だと思う。それで、最後の企画評価課長の所見にあるとおり、視点を変えた評

価も大切である。文科省とのリンクなど、多角的に検討する余地があるのでは

ないか。今年の水産白書の中で水産分野の食育を紹介していたが、施策で、更

にソフト面の拡充できないものだろうか。たとえば、都市と漁村の交流をはじ

め、ソフト面の強化ができないか。 

 

企画課長：就業者の確保、認定者数について残念ながらＡランクになっていないが、こ

れについては新たな水産基本計画にも書いてあるが、人の問題については平成

１８年からかなり予算額も増やして努力している。指標について申し上げると、

残念ながら国の統計が役割の見直しということで縮小し、統計数値が頻繁にソ

ースが変わっている。１３年まで、あるいは１４、１５年くらいまで統計情報

部の方である程度実体的な調査を行っていたが、統計情報部の調査が難しくな

ったため、平成１６年は過渡的に水産庁で各県に聞いてデータを集めた結果が 

    1,423 人になって、1,514 人とは連続性がない。１７年以降別途調査予算をとっ

て調査を行ってるので 1,256 人というのも連続性はない。 

     1,256 人が 1,242 人になったというのをどう見るかというのは２年だけでは

難しいが、１８年度から新たな予算で、６ヶ月間漁業者の現場研修を実施し、

111 人研修に参加して７９人が就業した。こういった形で、なじみのない方が

いきなり就業というのではなく、まず研修して見極めていただくという形が効

果がある。もちろん 111 人が全てではなくて、こういったモデルを参考にして

各県による取り組みや、波及効果を期待しているところである。 

     平成１９年度からは新規就業関係を中央団体で統一的に行う組織を設置した

ほか、新たに土日に授業や現場研修を行うといった工夫をしている。２０年度

からは、文科省と連携して水産高校における教育として、これはかなり専門的

な教育がなされているが、残念ながら漁業に従事する人は少ないので、企業と

水産高校との連携をとるような仕組みを検討している。このように政府全体と

しての取り組みもあると思うが、人づくりの予算を拡充することとしている。 

    1,256 人が 1,242 人になって少し減ったが、景気が良くなってきたからこの程
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度にとどまっているという見方もできるし、１９年度からは地下鉄の吊り広告

でＰＲしたりしている。 

     漁業経営改善計画認定者数が少ない数にとどまっているが、２０年度予算で

新しい漁業経営安定対策の導入を予定しており、具体的な内容はこれからであ

るが、漁業経営改善計画とリンクするということで検討して、そういったこと

によって改善計画をつくることを前提として新しい経営安定対策の対象とする

ことを検討している。そういった形で新たな施策とリンクすることによって、

改善計画の策定を支援することを考えている。 

     最初の二つの分野についていずれも今後の取り組みとして充実していくの

で、成果が出るものと期待している。 

 

若林委員：来年の今頃は、少しでも、明るい成果、もしくは、好転の兆しの報告がある     

ことを期待したい。 

 

合瀬委員：何年か前に新規就業者フェアに行ったことがあって、やりたいという人はけ

っこう来ていたが、受け入れ側がかなり厳しい条件を付けている。来られても

すぐやめられるとかえって迷惑だから、そういう人たちは来てもらっても困る

という。たしかにそうしたことはあるだろうが、せっかく来てくれた人を、追

い返してはもったいない。 

     漁協としてはいっぱい魚を獲ってくれないと手数料が入らないからどんどん

新規参入者に来てほしいが、一方、漁業者の側からすると、新たに人が入って

くると、一人当たりの取り分が減るのではないかというそういう不安もあって、

なかなか積極的に協力してもらえないというようなことを聞く。新規就業者よ

りも受け入れ側に意識の改革をした方が良いのではないかという感じを受け

た。 

     ６ヶ月研修もやって窓口が広げられているが、受け入れ側に人に来てもらい

たいという危機感があるのだろうかということがある。そちらの手当も必要で

はないかという気がした。 

 

坂元委員：漁協をやっているので現場の立場から話をさせていただきたいと思う。合瀬

委員の言われたことは確かにもっともだと思う。新しい人が入ってきていただ

いても、今現在、地元では自分たちの生活が厳しい状況で、受け入れる余裕は

ないと感じている。 

     また、それとは別に漁業権の問題がある。まず第一にそこの組合員になって

いただいただかなくてはいけないというネックがある。鹿児島ではザ・漁師塾

というのが７～８年前からあり、多くの人が水産に興味をもって来ていただい
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ているが、最終的に就業していただけるのは年２～３名である。なぜかという

と、やはり漁業権が一番のネックになっている。 

     受け入れる側も、漁業というものが安定して収入の良い職業であれば、もっ

と受け入れられるのかもしれないが、現状は厳しい。 

 

中山委員：今現実に船に乗っている方は日本人は少ない。 

 

田中(一)委員：近海か遠海か。 

 

中山委員：近海も遠海も。小船の一人で出て行って朝出て夕方入ってくるというのは日

本人も多い。カツオ、マグロでは外国人がほとんど。私が子供の時は全然違っ

た。中学校出て、１０人に一人は船に乗った。というのは、そのころは３航海、

５航海やれば家が建てられるというくらい収入があった。それが今では全然変

わってきて、乗っても、自分の命をかけて行って獲っても、それだけの収入が

ない。 

     水産高校を出ても、焼津にも水産高校あるが、友達の中で船に乗ったのは５

０人のうち１人。そのくらい収入が落ちている。生産に見合う魚価で買ってい

ただけなかった。増やそうとしても、船がなくなれば５人、１０と人減ってい

く。新しく経営体になろうとしても漁協に入らなくてはならない。 

     漁業権をどうするか、自分で釣りをする小船でやるにしてもクリアすること

がいっぱいある。組合へ入らなくてはならない、漁業権が空いているかどうか、

明日から釣りが好きだから、ボートも持っている商売にしようとしてもできな

い。なかなか入れない問題もあるが、増やそうとしても難しい。魚価を上げて

それだけの収入を得るというのであれば、自ずと増えくる感じがする。焼津で

はほとんど日本の方がカツオでもマグロでも乗っていないというのが実情であ

る。 

 

田中(一)委員：新規就業者をどうするかという目標自体はナンセンス。それよりも水産

業をどうやって振興するかもっと根っこの部分が重要かと思う。統計について

も課長が仰ったように農水省の統計部が行っているとか、県からの聞き取りと

か統計数値自体が正確さに欠けている。 

     最近では就業者だけではなくどれほど辞めていくか１年のうちに辞めていく

のか、２年のうちに辞めていくのか、３年なのか、一般の企業で統計をとって

みるとだいたい３年くらい。また、年齢構成がどうなっているのか。私の街な

どは都会でリタイヤして６０過ぎでやりだそうという人で、伝馬船で気楽に年

金生活をしながら漁業をやっている人もいるが、全体の漁業の衰退はあって、
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港の整備は行っていたが、整備されたときには誰もいなくなった。そういう街

だけれども漁が好きで生活の支えにしている。そういう港でも良いものかと私

は思う。昔はイワシもたくさん獲れたが、今は獲れなくなってしまった。漁業

というのはあなた任せになってしまうところがある。 

 

中山委員：明るいニュースもあって、今静岡ではこの漁業の船には乗りたくても、もう

いっぱいで乗れないというのはサクラエビ漁。乗りたい人が多くて。それだけ

安定した収入があるということ。 

     ここ５年今年にかけてカツオもそうだし、サバもそうだし、マグロもある程

度値段があがっているが、１５年ほど前から比べると、まだそこまではいって

いない。なぜ上がったのかというと、国内で消費が増えて上がったのではなく

て、ヨーロッパ、中国等の外国で、魚は健康に良い、安心、だから高くても魚

を食べましょうという気運があがってきて、今、国内でも、この値段以下では

売らない、外国に持って行くから。サバの場合もこの値段以下では凍結して外

国へ持って行くという形になってきた。今後船の方も収入が増えればまた乗り

たいという方も増えてはくると思う。お金をたくさんもらえないことにはなか

なか漁船員になっていただけないというのは本心だと思う。 

 

田中(一)委員：資料の⑭－１のところにある＜目指す姿＞に「水産物の安定供給の観点

から水産業全体を食料供給産業としてとらえ」とあるが、では今まではとらえ

てなかったのか、何としてとらえていたのか。この言葉はいつからのものか。 

 

安元委員：⑭－１施策に関する目標の見直しの方向性とあって、「平成２０年度に向け

て、文科省と連携して、地域における水産高校と漁業・水産業との連携強化」

とあるが、次のページの改善見直しの方向性で、②の「流通拠点の整備や消費

者ニーズに対応した流通経路の整備による産地の販売力の強化」と連携してい

ると思うが、東北のある農業大学校の若者たちが夏休みになると首都圏のスー

パーに来て、キュウリやリンゴや花などを売っている。「おいしいですよ」と

か「きれいですよ」だけ言っても、東京の消費者は誰も買うことなく通り過ぎ

ていく。それが消費者の口に入るときに、どのように売ったら良いのかという

のを、農業大学校の若者たちは自らの経験で、なぜ売れないのかと言っている。

どう育ったか、安全とか安心とか、味はどうだとか言えば売れるのではないか

と観ていて思った。水産学校で、水産業界の人が来てものを作るということを

教わるのは非常に大切だと思うが水産学校の人ではそういう事を見たことがな

いので、これからはそういう教育も必要だと思う。 

     漁協の婦人部の人たちも、東京に観光でいらっしゃるかもしれないが、デパ
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ートの地下とかスーパーでどんなものをカゴに入れているのか、どういうもの

を食べているのかということを、自分たちがまずチェックをし、食べ方はどの

ように食べているのか、わざわざアメリカの魚を中国へ持って行って骨を抜い

て安全だから、喉に骨が引っかからないからと言って食べた魚は決しておいし

い魚ではないということを、漁業者の人も水産庁の人にも知ってほしい。食べ

方も自分たちで発信していくというようななシステムも必要ではないかと思

う。マグロが空を飛ぶ時代になぜ魚が売れないのかといった分析も大切ではな

いかと思う。 

 

企画課長：景気が良いときは儲かって人も来るだろうというのはまさにそうだが、構造

的に問題があってリストラをしなければならない漁業もあって、それはそれで

施策を講じている。今年から漁船漁業構造改革を実施しているが、販売まで含

めて付加価値の高い、収益性の高い漁業を育てていくというもの。漁業自体に

対する経営改善、構造改善の施策というのは別途講じているが、就業者につい

ても別途対策を講じている。全体的な年齢構成を見ると、このままでは沿岸漁

業を含め、成り立たないような形で高齢化が進んでいるので、漁業の世界だけ

でなく漁業外からも入って来るような形にしないと、構造的にもたないという

判断で税金を使って漁業外からも人が入ってくるように事業を拡充してきてい

る。  

     そういった中でいくつか話をさせていただくと、受け入れ側の意識が大切だ

というのはまさにそのとおりで、そういった意味から、今年から就業者確保育

成センターというのを大日本水産会に設けて、今まで沿岸と沖合でバラバラに

事業をやっていたのを一括して、受け入れ側の意識、受け入れ先の掘り起こし

を積極的にやっていくことにしている。 

     資源管理をやっていて今の人数でいっぱいいっぱいのところに新しい人が入

って来る必要はない。それぞれの状況に応じて、無理矢理入っていただくとい

う必要は全くないが、高齢化の現状を見ると、必要な地域が多いと思う。外か

ら入ってくるのはいやだという意識は変えていただかないといけないと思う。

それは無理矢理変えさせることはできないから、変わらないと将来大きな問題

に直面するということになると思うので、そういった点をよく説明をさせてい

ただいて、できるだけ受け入れ側の意識を変える努力をしていきたい。 

     それとも関連するが、辞めていく人について事例的なデータはある。一度補

正予算で１０ヶ月程度の研修をやれたときがあって、そのときの定着率が高か

った。一定の予算の中で人数を確保する関係から１０ヶ月ではなく６ヶ月研修

とした。やはりある程度体験して、その上で漁業をやっていただくのが定着率

が上がるとの想定をもとにやっている。来られる方の年齢構成は、できる限り
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若い人を中心と考えているが、サラリーマン、リタイヤされた方いろいろいる。

１９年度から、都会で授業をやって現場研修に行っていただく。サラリーマン

を辞めてリタイヤした方がいるが、そういった方が入って行きやすい構成にし

ている。 

     農業と比べて体力的に厳しく、６０歳になってからというのは厳しい。３０

代、４０代の方々が中心。長期的な視点で考えている。 

     漁業権の問題も、沿岸で働くのであれば漁業権がなければできないので重要。

昨年７９人就業したが、沿岸が半分以上を占めている。将来漁業権のことも含

めて対応していただける受入先を対象として事業を展開している。 

     繰り返しになるが、資源との関係で人数が多いということころは、新たに受

け入れる必要はない。他方、漁業者の減少、高齢化がこれから課題であるし、

もう１０年くらいすると辞められる方が多く出てくると思うからそういったこ

とに備えて事業を展開していきたい。 

     外国人の話については、カツオとかマグロといった遠洋漁業の場合マルシッ

プ船で一定の人数外国人を雇用できる。船長、機関長以外の船舶職員について

外国人の導入を、まずはマグロ漁業について、業界として生き残っていくため

には行うこととしている。他方、日本人の船長、機関長を養成しないといけな

いので、日本人の船舶職員の養成を国の予算で拡充しているところ。 

     産地の販売力の強化については、スーパーに直接漁協の職員を派遣して、そ

ういった商売をやっているところがあり、水産白書でも取り上げた。白書で取

り上げるくらいだから珍しい事例だが、やはりこれからは販売の面でいかに産

地ががんばっていくか、そういった努力が重要。食料安定供給については新た

にということではない。こういった点をしっかり意識してということなので、

ご理解いただきたい。 

 

安元委員：魚価の安定とよく言われるが、外国から魚を持って来た時、ＣＯ２の排出権

とかどうなのだろうか。たとえばこういうもの（水）を買ったときに、これが

運ばれてきた水だとすると、油はどのくらい使ってＣＯ２はどのくらいこの水

の価格に含まれているか、エネルギーはどのくらい使っているのかとか、その

うち書かれるのではないかと思う。魚も魚価を算定する時、輸出する魚と輸入

した魚とあるが、輸入した魚がサケでも何でもＣＯ２排出権とか、いろいろな

問題も含まれて魚価がこれから決まっていくとすると、環境の問題と水産業の

関係とこれからは別々に考えられない時代になっていくので、ある程度トータ

ルで価格というものがどうなのかという方向性が出てきたら、それは消費者に

商品が高くて国内産の魚のを食べた方が良いというインフォメーションをやっ

ていく時代に入ったのではないかと思うが、その辺はどうなのか。魚価という
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と、買う側としては気になる。 

 

企画課長：排出権の問題はそこまでは厳密になっていない。国全体の排出量を考えると

き個別のものの値段に反映させるということはない。将来的にはそういったこ

とも出てくるのかもしれないが。 

     排出権の話とは直接関連しないが、消費者に情報を伝えるというのは、安全

性の観点だけではなく、水産物では最近の取り組みとしてはエコラベルがある。

資源の管理をしっかりやるということと、生態系への負荷を与えていないとい

ったことを評価して、ラベルとして貼る取り組みが主に欧米を中心に始まって、

日本でも大日本水産会を中心に検討している。そういった形で食べた魚がどう

いった形で社会的なコストに関わっているのか、そういった関連の情報を提供

するということで、水産の関係ではエコラベルという取り組みがなされている。 

 

坂元委員：今国内では自給率を上げようとしており、水産白書を見ても自給率は上がっ

ているが、なぜ自給率は上がったのか聞きたい。 

     また、今の日本の経済をみると、例えばハンバーグを作るのに一家庭で食べ

られるだけの量の挽肉を買ったとしても、同じ価格では一家庭分の魚は買えな

いので、食べ物の価値観も変わってきたのではないかと思う。 

     先ほどから価格の話が出ているが、今の魚の価格は、１０年前の半値近くに

なってしまった。今後、子供たちに地域の文化、伝統を引き継いでいきたいと

いう気持ちはあるが、私たち漁業者も最低限の基準を下回ってしまうと生活で

きなくなってしまい、漁業自体産業として成り立たなくなってしまうのではな

いかという心配もあり、それができない。 

     離島で市内から２時間半ほどかかる漁港もあるが、その中でも少し大きなと

ころは漁業者はそこで生活を営んでおり、子供たちもいる。しかし、子供たち

は漁港には来ない。なぜかというと、学校側から、海に落ちるかもしれないか

ら港へ行ってはいけない、または、港の近くで遊ぶときは親も一緒に行くよう

にとの指導があるからである。私から見たら漁村の子供たちなのにおかしな話

だと思うが、ある親が子供にライフジャケットを着せて釣りに来ていたことが

あり、これはひとつの良い考えだと思った。そうすれば万一海に落ちても助か

る場合もあり、親も安心できるのではないかと思う。また、学校側も地元の産

業である漁業について子供たちに勉強させるために、港に行って漁師さんとお

話をしなさいという指導もできるのではないか。 

     そこで、私たちの事務所では、他から来た方でもライフジャケットを貸し出

すことにした。その際、名前と帰る時刻を教えてもらっているが、そうすれば

予定時刻になっても戻ってこなかったとき、警察に連絡したり自分たちで探す
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こともできる。 

     文科省との連携に関しては、鹿児島大学水産学部の教授会で、どのくらい漁

業、水産業に携わる学生がいるのか、その中で漁業者となるのは何名いるのか

ということを聞いたことがある。しかし、実際はほとんどいないということで

あり、水産高校の生徒も同様であった。 

          今、地元の小学校では地域の産業に関する授業があるので、実際に漁業とい

うのはどういうものか、親も一緒に港に来て、市場の漁業者の仕事を見てほし

いと思っている。地元では漁業は一番大きな産業なのに、そこに住んでいる子

供はもちろん親でも意外と知らないことが多く、市場に揚がった魚を見て、こ

の魚は地元では売っていないがどこへ行くのかなど、聞かれることがある。こ

れらは価値の高い魚で東京などへ出荷されてしまい、地元で売られるのはそれ

以外の魚となってしまうからである。 

          私たちは、地元のカンパチ、ブリなどの消費拡大のため、県から予算をもら

い東京のデパートで販売を行ったことがある。刺身以外にも、私たちの地元で

はこのような食べ方をしているということを、いろいろとアピールしたつもり

だが、デパートの話によると消費が増えたのは一時的で、その後はまたもとに

戻ってしまったということであった。 

 

若林委員：文科省とのリンクを考えると、水産高校レベルより、年齢的にはもっと下の

段階のほうが得策なのではないだろうか。食育の実践から、そう考えている。

小学校５～６年生の場合、２０～３０歳代の保護者も巻き込んでいかないと駄

目だ。児童とその保護者という家庭に加えて、地域も巻き込んで実践しないと、

子供たちにとって、魚も、海も身近なものにならない。私たちの「ぎょしょく

教育」の取り組みは 19 年版水産白書で紹介されている通りであるが、魚や海に

親近感を持って接してもらえるような配慮が重要だ。したがって、文科省との

関係では、水産高校のレベルではなく、初等教育、さらには、幼児教育のレベ

ルにまで遡った取り組みが不可欠だと思う。 

     現在、食育は、ある意味、ブームのようになっている。これをブームで終わ    

らせないようにするためにも、水産が果たす社会的な役割は大きい。食育のこ    

と、水産のこと、漁村地域のこと、これら３つをセットにして取り組む必要が    

ある。小学校の児童や幼稚園の園児に、最初の段階で、魚に対する評価を、プ    

ラスに、少なくともマイナスにならないようにする必要がある。それも、知識    

や理屈だけでなく、感覚的にも、積極的な評価を得られるように配慮すべきで    

ある。10～20 年の長いスパンで考えれば、現在の小学生や幼稚園のところで、    

水産分野でも、きちんと対応しておかないと、取り返しのつかないことになる    

と思う。 
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安元委員：東京駅周辺は今観光地になっていて、都内に住んでいる人は毎日東京駅周辺

で買い物をしないと思う。あの周辺を観察すると、観光客とか、東京都の周辺

から来た方が買い物をする場で、地方の方たちは都内の流通のところでどうい

う人たちがどういうところで仕事、買い物をしているというのがなかなかわか

らないと思う。こういう場所、スーパーマーケットというのは立地によって購

買層が違うので、全国に情報を出していけばいいのではないかと思う。 

     私が時々眺めにいく木場の大型スーパーでは地方から毎週いろんなところの

産地の人たちが来てやっているが、東京都内の人たちはどんなところで買い物

するのかということが、地方から魚や野菜を入れるときの流れを作っていくの

かと思う。地方の人たちはそういう情報がわからないから、東京駅のデパート

だったらそのときは売れるかもしれないけど、買った人は北海道の人かもしれ

ないし、反対に九州の人かもしれない。東京都内の人はなかなか少ないのかも

しれない。その辺の情報というのは大切だと思う。 

 お店はどんなものがどんな形態で売っているのかお店間で比べてみるのもあ

るし、水産業の人たちも一緒にお店のことを勉強する会などを水産庁で支援策

として作っていくのはどうか。食育と合わせて、自分たちのところがそういう

事を勉強していく、課外授業のようなものをやっていくといいかもしれない。 

 

坂元委員：今水産庁では水産マイスターの話が進んでいると思うが、どのように進んで

いるのか話を聞かせていただきたい。 

 

企画課長：全漁連が中心となってどのような方を対象にするか検討中。これは、魚に関

する基礎知識が少なくなってる点の一つとして、かつては店頭で魚の調理方法

とか、魚屋さんが伝えてくれた情報が、今はスーパーのレジでそういうことを

聞けるわけではないので伝わらなくなっている。それが魚にとってかなりハン

ディキャップになっているのではないか。そういう認識のもと、情報提供を担

う人材を作ることである。水産基本計画にもあるが、そういった取り組みの一

環として全漁連の方で水産マイスターの資格を検討して、これがしっかりでき

ると、例えば国の食育の点でもそういった方に活躍の場を与えることが可能で

ある。 

     自給率の質問についてお答えすると、自給率が上がったのは、国内生産が横

ばいの中で、輸入が減ったことである。国内消費が減り、結果として自給率が

上がってきた。私どもとしては、国内消費が減ったために自給率が上がったと

いうのは好ましいとは思ってないので、国内の消費の下げ止まり、消費をこれ

以上減らさないような努力をしていく。そういったことを前提に国内生産を資
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源の許す範囲で少しずつ伸ばしていく。平成２９年には６５％を達成すること

を目標にしている。５７％、これは一昨年の数字だが、７月か８月に１８年の

数字が出るが、おそらく５７％よりは上がると思う。 

 

坂元委員：鹿児島でも地域マイスターという名前で、マイスター制度を作ろうと思って

いるが、マイスターの認証をとったからといってどのような何かメリットはあ

るのかという問題がある。マイスターが消費者に何かアドバイスができる資格

があったとしても、実際にそのものが手に入るとは限らないので、私たちは、

その地域の店に合った地域マイスターを作りたい。地域に合ったマイスター制

度を作っていけば、消費者にも魚をよりわかってもらえるようになり、安くて

良いものを買えるようになるので、売る側も安定的に魚を供給することができ

る。今は発想だけで、現実には検証しなければならないこともあり難しいかも

しれないが、将来的には作りたいと思っている。 

 

中山委員：毎回この問題が出てくるが、国内の流通経費を減らすというのは、今私個人

の感覚だが、どう見ても目一杯削られているのではないか。運送業者、中間業

者どこを見てもこれ以上中間で経費を抑えて物価の算定をというのは私は難し

いと思うが、それ以上に魚価が２０～３０年前の値段で売られていることに一

番の問題があるのではないか。 

     私が子供のころは肉は１年２回か３回くらいで、魚はいつでもあって魚は安

いという感覚の中でずっとそれが今でも続いてきて、肉と比べて魚は高いとい

う感覚がまだ残っている。外国が魚をたくさん食べ始めたときに、日本は依然

として、肉があるから魚は高い、高い魚より肉、魚が高くなったという感覚で、

みんなが思っているところに、第一生産者の船の減少とかいう問題も私はある

のではないかと思う。減船をして動物性たんぱく質の６５％７０％を日本で確

保するという中で、片方では減船をしているが減船をしないでも国内でまかな

えるという政策を考えてほしい。そのためには輸出をしても漁村を助けてやる

よというような形に今向かってはいる。そうなってきたのが実情だが、魚が上

がったということは水産庁は言わないでほしい。私は上がっているとは思わな

いので。 

 

企画課長：昔と比べてといっても、値段というのはそのときのものであるから、どれが

良い悪いというものではない。確かに漁業者の方が魚価が安いという過去と比

べて厳しいというのは仰るとおりだが、だからといって値段に着目して何がで

きるかそういうものではない。そこは消費者教育、教育という言葉が良いのか

わからないが、そういった活動を積極的にやるわけだから、そういったところ
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は良くなってきていると思うし、私どもとしても努力をしているので、ご理解

いただきたい。 

 

若林委員：水産基本計画の中に盛り込まれている、水産業・漁村の多面的機能だが、こ

れに対する理解そのものが国民には希薄なので、更なる周知徹底が必要だと思

う。今後、どのようにもっていくのか。その具体策として、どのように考えて

いるのか。 

 

企画課長：水産基本計画関係資料の基本計画５２頁、水産基本計画の中に多面的機能に

ついて１／２ページくらい割いて書いてあるが、まず漁業者についてまだまだ

周知されていなくて、そもそも多面的機能とは何かということから普及啓蒙を

図っている。 

     今検討しているのが、漁業者を中心とする環境・生態系保全活動をどういう

ふうに促進できるかということ。例えば藻場・干潟の保全について漁業者の方

が一定の活動をされている。藻場や干潟は水質の浄化等環境保全機能を有して

おり、国民全体のメリットとなるので何らかの支援ができないかという検討を

しているところ。単に干潟で貝を養殖していれば、それが環境保全生態系保全

活動ということにはならないが、今後漁業者が取り組みを強化してくことがで

きれば、何らかの支援もできるかもしれない。まだまだ国民全体のメリットに

つながるような形の環境生態系保全活動をされている漁業者の方は、それほど

多くない。今後どういう活動が展開できるのか、調査をする中で見極めていき

たい。 

 

－  休  憩  － 

 

○政策評価班長より「水産物の安定供給の確保」分野の説明 

 

○委員より意見・質問等 

田中(栄)座長：②の１３の計画のうちの３つはどこの地域のことか。 

 

事務局：確認する。 

 

田中(栄)座長：確かに合意だから時間がかかる 

 

中山委員：②はＴＡＣも含まれているのか。 

 



- 12 -

企画課長：対象魚種が入っている場合もあるが、ＴＡＣの体系の中で、こういった事業

に着目して行っている。 

 

中山委員：去年一昨年にかけて相当の漁獲量があったわけだが、ＴＡＣで決めたトン数

より相当多くのマサバを獲っている。 

 

事務局：資源回復計画とＴＡＣとは意味合いが違っていて、資源回復計画というのは例

えばマサバだと太平洋系群といって太平洋のある一部分において今まで少なか

ったものを、そこで増やそうということで回復計画を作って、漁獲努力量削減

計画というのは、漁業者が中心になって３日に１回しか獲らないとか、ここは

産卵するから行かないとかで増やしていきましょうという計画で、ＴＡＣとい

うのは全体的に日本の周辺で獲れるサバの量を制限しようということで、ちょ

っと意味合いが違う。 

 

田中(栄)座長：回復計画の実施はどのようになっているのか。今年の漁獲統計は少なく

なっているが。 

 

企画課長：実施計画の策定が遅れた要因として、漁期がまだ先だったということもある。 

 

事務局：最終的には年度で決める。年度で見た場合には実施されている。 

 

中山委員：魚粉の含有率の低い飼料というのはどの程度利用されているのか。 

 

企画課長：新基本計画に位置づけ、これから研究を行っていく段階。 

 

中山委員：今まで飼料に使っていた魚は選別して飼料でなくなった。たいしたこと無い

から別にした方が良いといっている。小さいもの脂ののっていないものを、魚

だけど魚として見ない。それを食料としてなるべく使おうとしている。 

 

安元委員：私の生まれ育ったところでも、サンマとかサバは大きいもの見栄えの良いも

のは箱詰めとか樽詰めにして出荷して、次は冷凍して食用にするか、養殖の餌

にする、ほかに遠洋漁業に行くときの餌、消費者側からすると、そんなサンマ

とかサバに段階があるなんて誰も知らない。出てくるのは築地に行けばこのく

らい、スーパーに行けばこのくらい、このくらいのサンマだって餌にするより

ミンチにしてつみれとかにして食べればおいしいと思うが、買ってくれない。

作り方を知らないというのもあるだろうし、市場にも出てこない。食べ方がわ



- 13 -

からない、それがあること自体が東京の消費者は知らないのではないかと思う。 

 

若林委員：そのことは、東京など大都市圏の人たちだけではなくて、地元の漁村地域の     

人たちにも十分に知られていないことが、けっこうある。これは水産版の食     

育である「ぎょしょく教育」を実践して実感するところだ。 

 

中山委員：来てくれた人にサバを開いてやっているが、今は買う人がおろせないから、

どうするのかというと最終的には業者がみんな開いてきれいにして３枚におろ

してそれでまた焼いて提供しなくてはいけない。私としては、そうではなくて、

自分でやってみる。そこまでやってはだめで、自分でやってもらいなさいと思

う。しかし大勢の人は、開いて、焼いて、おいしいから買ってくれる、だから

売る方はそうした方がいいと思っている。 

 

田中(一)委員：消費者は生ゴミが出るのがいやなのだと思う。私が自分でやるとしても

汚くていやだと思う。 

 

若林委員：前段部分では、教育現場での話、後半のところになってやっと消費者の協力

も含めていくしかないという話。前段のところはそれで対応するとして、そう

ではない非功利的な部分については教育なり基本政策で、ということにならざ

るを得ない。 

 

事務局：先ほどの資源回復計画で残り３計画であるが、白書の８８ページを見ていただ

きたいが、２５番の和歌山県のイサキの資源回復計画、２８番の滋賀県のニゴ

ロブナの資源回復計画、３０番の熊本県のヒラメの資源回復計画、この３つで

ある。 

 

合瀬委員：餌を与えないで海に蒔く種苗、貝類は別にしても、魚を放流したとき、回収

率には変化があるのか。 

 

田中(栄)座長：回収率は、一般的にいえば少しづつ上がっている。 

 

合瀬委員：それはどういうふうに上がっているのか。 

 

田中(栄)座長：技術の向上がある。初期の死亡率が高いが、それを生存率を上げるため

にいろいろな技術を開発している。例えばヒラメをいきなり放流すると、今ま

では上から餌がまかれると、天敵がいっぱいいるのに、底から上まで出てきて
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しまう。それだとすぐに食べられてしまうので、砂に潜らせるように、いきな

り放流する前に、潜底行動を身につけてから放流すると死亡率が違ってくる。

そういう地道な積み重ねがあって、上がっている。 

 

合瀬委員：今、回収率はどのくらいなのか。 

 

田中(栄)座長：それでも魚の場合は数％だと思う。貝類、甲殻類は１０％くらい。 

 

合瀬委員：魚が数％というのは他も全部数％か。 

 

田中(栄)座長：そう、２％とか３％とか、海域にもよるが、ヒレものはやはり難しい。

エビとかカニとか貝とかの方が生き残りは良く、回収率も高い。 

 

坂元委員：鹿児島ではヒラメもマダイも放流を行っているが、ほとんど他の魚の餌にな

ってしまう。錦江湾でも１００万尾のマダイを放流したが、効果はほとんど上

がっておらず、生存数等を考慮して放流していたのだとしても、結果的に全く

漁業者のためにはなっていない。 

     昔は放流する際に魚の背中にタグを打っていたが、タグを打つことで死亡率

が高くなる。また、１０ｍｍで放流するのと３０ｍｍで放流するのとでは全く

違う。今鹿児島では、いくらたくさん放流してもすぐ死んでしまうようだが、

このようなことを考えず、ただ尾数だけ多く放流しているということが一つの

問題になっている。 

          また価格の面では、ヒラメの場合、放流したものは腹に模様があるため天然

物と区別され、身自体は天然と全く変わらないのに値段が安い。ヒラメもマダ

イも人工的に種苗生産ができるようになり、天然ものと中身が変わらないもの

が売られるようになったので、全体の価値が下がってきている。 

 

○政策評価班長より次回以降の政策評価のスケジュールの説明 

 

 


