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○企画課長 それでは、時間でございますので、ただいまより水産政策審議会第55回企画

部会を開催したいと思います。 

 私は、事務局を務めます企画課長の菅家と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、委員の出欠状況につきまして御報告申し上げます。水産政策審議会令第８

条第１項の規定により、審議会の定足数は過半数とされております。本日は委員の皆様11

名中９名の方が御出席されており、定足数を満たしておりますので、本日の企画部会は成

立していることを御報告申し上げます。また特別委員の皆様は７名が御出席されています。 

 では、開会に当たりまして、漁政部長の水田より御挨拶を申し上げます。よろしくお願

いします。 

○漁政部長 水産庁漁政部長の水田でございます。水産政策審議会第55回企画部会の開催

に当たりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 初めに、本日、御出席の委員の皆様におかれましては、日頃から水産政策の推進に当た

りまして、大変に御協力、また御指導をいただいております。この場をお借りしまして、

厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 また、新たに就任された委員、それから特別委員の皆様方にお集まりいただく初めての

企画部会ということでございまして、新たに委員、特別委員に就任いただいた方、改めて

就任の御礼を申し上げる次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、本日は平成27年度の水産白書に関して開催されます第１回目の企画部会というこ

とでございます。白書の作成方針、スケジュール、こういったものについて御審議をいた

だくということで予定しております。 

 水産白書でございますが、皆様御承知のとおり我が国の水産業の動向、そして施策の内

容、こういったものを記述しておりまして、広く国民の皆様方に水産政策についての理解

を深めていただくという上で大変重要なものと認識しているところでございます。水産政

策を展開していく上におきましても、大きな役割を果たしているというふうに理解してお

ります。 

 今年の白書のテーマにつきましても、また事務局のほうから提案させていただきたいと

思っているところでございますが、昨年度は資源管理、それから一昨年は養殖の関係を特

集テーマとさせていただいたところでございます。本年度もそれらに続いて、さらにより

わかりやすいものとなるように、重要なテーマについて特集として作成していきたいと考

えているところでございます。 
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 本日は限られた時間でございますが、委員の皆様方に活発な御意見を賜りたいというふ

うに考えているところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○企画課長 カメラをお撮りの方はいらっしゃらないようですね。 

 本日は、委員改選後、初めての部会となります。私のほうから資料の名簿に従いまして、

委員の皆様の御紹介をさせていただきます。 

 本審に御参加されました方は繰り返しになりますけども、特別委員の方々も新たにお見

えでございますので、よろしくお願いします。 

 委員の皆様、御着席のままで結構でございます。 

 企画部会の委員の皆様から御紹介申し上げます。 

 姜明子委員でございます。 

 佐藤安紀子委員でございます。 

 橋本博之委員でございます。 

 馬場治委員でございます。 

 浜田峰子委員でございます。 

 東村玲子委員でございます。 

 平野澄子委員でございます。 

 細川良範委員でございます。 

 水越和幸委員でございます。 

 次に特別委員の皆様を御紹介申し上げます。 

 遠藤喜志雄特別委員でございます。 

 菅原幸洋特別委員でございます。 

 高橋健二特別委員でございます。 

 千葉康則特別委員でございます。 

 中田薫特別委員でございます。 

 平田淳一特別委員でございます。 

 山田峰人特別委員でございます。 

 なお、本日出席の水産庁の幹部の職員につきましては、お手元の座席表をもってかえさ

せていただきたいと存じます。 

 では、議事に入らせていただきます。 

 最初の議題は、部会長の選任でございます。部会長の選任につきましては、水産政策審
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議会令第６条第３項の規定によりまして、委員の互選によることとなっております。いか

がいたしましょうか。 

 水越委員、お願いします。 

○水越委員 本審の会長でもあり、前期は部会長代理をされていたということですから、

馬場委員に部会長をお願いしてはいかがでしょうか。 

○企画課長 ただいま水越委員から馬場委員を部会長に推薦する御発言がございました。

そのほかに御意見はございませんか。 

 ないようでございますので、馬場委員を部会長に選任するということでよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○企画課長 それでは、馬場委員に部会長に御就任いただきまして、これからの議事進行

をお願いしたいと思います。 

 それでは、馬場部会長、よろしくお願いいたします。 

○馬場部会長 水産政策審議会企画部会長を仰せつかりました馬場と申します。よろしく

お願いします。 

 これから委員の皆様の御協力及び水産庁の事務局の御協力をいただきながら、円滑な審

議の進行に努めてまいりたいと思います。ぜひ皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速議事に入らせていただきます。 

 次の議題は、部会長代理の指名です。水産政策審議会令第６条第５項の規定によります

と部会長に事故があるときはあらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理すること

となっております。つきましては、私のほうから、東村委員に部会長代理をお願いしたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○馬場部会長 それでは、東村委員の御了承、皆様の御了承をいただきましたので、東村

委員に部会長代理をお願いすることといたします。 

 まず、事務局より企画部会の運営につきまして説明をしていただき、その上で議論をい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○企画課長 水産政策審議会につきましては、水産政策審議会議事規則第６条に基づき公

開で行うこととなっております。また、第９条に基づき、議事録を作成し、縦覧に供する

ものとされております。なお、水産白書に関する企画部会といたしましては、昨年度８月
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22日、11月19日、２月20日、４月７日に開催し、平成26年度水産白書の作成に関する御審

議をいただきました。４月７日の第54回企画部会におきまして、平成27年水産施策案の諮

問がなされたところでございます。これに関しまして、４月24日付で答申を部会長よりい

ただきまして、５月22日に閣議決定、同日に国会に提出されたということをこの場を借り

まして御報告申し上げます。 

○馬場部会長 それでは、早速議事に入らせていただきます。 

 本日の議題は、平成27年度水産白書作成方針等についてです。資料が配布されておりま

すので、事務局より説明をお願いします。 

○企画課長 では、平成27年度水産白書の作成方針・スケジュールについて、資料２によ

りまして御説明を申し上げます。 

 まず、１の平成27年度水産白書の位置づけでございます。水産白書は水産基本法第10条

に基づき、毎年閣議決定をして国会に提出しております。 

 内容は、①平成27年度水産の動向、②平成27年度に講じた水産施策、③平成28年度に講

じようとする水産施策、この３部構成としたいと考えております。 

 次に、２の作成方針の(１)水産の動向についてでございます。基本的な考え方といたし

ましては、水産白書というものは、国民に対して水産をめぐる動向について情報提供する

重要なツールでございまして、各年の最新の動きを適切に反映させることとして次の①か

ら④までを基本として作成したいと考えております。 

 まず、①でございます。分かりやすくを旨とし、写真・図表、用語解説を多く用いると

ともに、簡潔で平易な記述とする、②水産施策上重要な特定のテーマについて掘り下げた

分析を行う「特集」を設け、第Ⅰ章とする、この特集として今年の白書では資源管理を特

集させていただきました。一昨年は養殖について特集をさせていただいたということでご

ざいます。③我が国漁業をめぐる一般的な情勢を分析する一般動向編、これを第Ⅱ章とす

る、④水産に関する最新の動きについては、本文のコラム等で記述する、こういう全体的

な考え方で作成したいと考えております。 

 次に、構成でございます。①第Ⅰ章の特集でございます。今回の特集につきましては、

後ほど具体的に別紙で御説明申し上げますけれども、活力ある漁村の創造と漁業経営、こ

ういったテーマを考えております。 

 このテーマを以下に申し上げるような考え方で整理したいと思っております。まず、漁

業は、沿岸地域の経済を支える重要な柱の一つでございまして、漁業経営の活性化は活力
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ある漁村の創造に欠かせないものでございます。このため、現在、政府が地方創生に取り

組んでおりますけれども、これを実現するためには漁業の振興が非常に重要な課題となっ

てくるわけでございます。一方、漁業も産業でございますので、自律的な漁業経営力の強

化、これが漁業の振興にとって最も重要課題となると考えられます。 

 次のページに行っていただきまして、各国との経済連携協定等の締結、水産物輸出の促

進施策によりまして、漁業につきましても、国際経済とのつながりが非常に深まっており

ます。こういった観点からも特に経営基盤が脆弱な沿岸漁業を中心に国際経済の動きに対

応し得る漁業経営力の強化が求められているところでございます。 

 このようなことから、今回の白書では、漁業経営力の強化を中心として、沿岸漁業等に

おける活力ある漁業経営の創造と、それを通じた活力ある漁村の創造、これをテーマとし

てはどうかというふうに考えてございます。具体的な構成につきましては、また後ほど別

紙で御説明を申し上げます。 

 次に②の第Ⅱ章の一般動向編でございます。一般動向編につきましては、これは毎年度

の資料としての継続性の確保の観点から、平成26年度水産白書と基本的に同じ内容・章立

てとしたいと考えております。ただし、平成26年度白書につきましては先ほど申し上げま

したように、我が国周辺水域の漁業資源の持続的利用を特集のテーマといたしまして通常

第Ⅱ章に記述している「資源管理及び漁場環境」を第Ⅰ章に移動して手厚く記載いたしま

したので、平成27年度白書におきましては、これもまた元に戻しまして、「資源管理及び

漁場環境」に関する節を一般動向編に設けたいと考えております。 

 一方、特集と重複すると考えられる「安全で活力ある漁村づくり」、それから平成26年

に突発的に発生した事項で平成26年度水産白書に記載した事項については外すことにした

いと考えております。 

 具体的には次のとおりで、第１節 漁業資源及び漁場環境をめぐる動き、第２節 我が国

水産業をめぐる動き、第３節 水産物の消費・需給をめぐる動き、第４節 水産業をめぐる

国際情勢、第５節 東日本大震災からの復興に向けた動き、こういう構成としてはどうか

と考えております。 

 次に(２)でございます。平成28年度に講じようとする水産施策については、水産基本計

画の項目に沿って、平成28年度予算の内容を具体的に整理する方針でございます。 

 次のページに行っていただきまして、３の作業スケジュールでございます。表がござい

ますけれども、平成27年８月25日、特集のテーマ、作成方針、作業スケジュールにつきま
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して、委員の皆様方に御審議いただきまして、そこで頂いた御意見をもとに原案を作成し

てまいりたいと考えております。 

 具体的には、11月中旬に骨子案をお示ししまして御審議を賜り、それから、平成28年２

月中旬には第一次案をお示しし、そこでの御意見を踏まえまして修正を加えまして、４月

上旬に第二次案の審議ということで、ここで最終の御審議をいただきまして、５月中下旬

に閣議決定・国会提出・公表という運びにしたいと考えております。 

 同じく平成28年度の水産施策に関しましては、２月中旬の審議の際に骨子案をお示しし

て、４月上旬に諮問、それから御審議をいただくというふうに考えております。同じタイ

ミングで、食料・農業・農村白書、それから森林・林業白書も作成されますので、なるべ

く並行して作業を進める方向で考えてまいりたいということでございます。 

 では別紙１を御覧ください。これが次の白書で、特集として考えておりますテーマとそ

の具体的な構成案の粗々なものでございます。 

 テーマは活力ある漁村の創造と漁業経営ということでございます。構成案といたしまし

ては、第１節から第４節まで分けております。 

 まず第１節、地域の創生における漁業の重要性と漁業を支える漁村ということで、漁業

とそれから漁村のお互いに関係し合う相互の関係、それから水産物供給における沿岸・沖

合・遠洋といった各漁業種類の役割についての比較・検討をしてみたいということでござ

います。 

 第２節、漁業経営を取り巻く状況と対応ということで、昨今非常に漁業経営をめぐる状

況が目まぐるしく動いているわけでございますが、これに対応するための新しい取組、こ

の現状と課題等について分析、整理してみたいということでございます。 

 第３節といたしまして、漁業振興を通じた漁村の活性化、漁村の活性化のために解決す

べき課題と、それに当たって漁業に期待される役割、漁業振興と漁村の活性化の相互関係、

こういったものについて分析をしてみたいということでございます。 

 第４節で、まとめとして、活力ある漁業経営と漁村を創造するための提言を記述してみ

たいと考えてございます。 

 別紙２のほうは、これまでの水産白書の特集テーマを御参考までに掲げておりますので、

お目通しいただければと思います。 

 私からの説明は以上でございます。 

○馬場部会長 ただいま事務局から説明のありました資料につきまして、御審議いただき
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たいと思います。15時30分から資源管理分科会の予定もありますので、時間も限られてお

ります。２つに分けて進めていきたいと思います。 

 まず、最初に、御説明のありました作成方針全般について、質問を含めて御意見をいた

だきたいと思います。次に特集テーマにつきまして、御提案をいただきたいと思います。 

 それでは、まず作成方針全般について、御意見、御質問がありましたらよろしくお願い

します。 

よろしいでしょうか。資料２に示されています作成方針です。 

 では、作成方針につきましてはこういう予定で進めたいと思います。 

 続きまして、特集テーマにつきまして、御意見、御質問がありましたらお願いします。 

 東村委員。 

○東村委員 質問でございます。資料２の１ページの一番下のところに、自律的な漁業経

営力の強化という言葉が出てまいります。私は今御説明を受けながら下線を引いたぐらい、

これは重要なことだと考えています。その特集の構成案の中には多分内容には書かれてこ

られるんでしょうけれども、もうちょっと前に押し出してもいいのかなというふうに私自

身感じました。 

 例えば、漁業振興という言葉が出てきますけれども、いずれ自律的なものを目指してと

いうようなそういう中身になればいいのではないかなと、ちょっと感想的なものですが述

べさせていただきます。以上です。 

○馬場部会長 ひとまず皆様から御意見、御質問をお伺いしてからと思います。ほかには

いかがでしょうか。 

 水越委員。 

○水越委員 こちらの特集の構成案という別紙１と構成の第Ⅰ章の特集というところを見

ますと、まず資料２の構成のほうを見ますと、沿岸漁業を中心に書かれるようなことが書

いてあるんですけれども、別紙１の特集の構成案を見ますと、第１節のところを見ますと、

沿岸・沖合・遠洋という各漁業種類の役割について比較検討、沿岸漁業に絞ってやるんで

したら、こちらのテーマ、構成案、別紙１のほうに沿岸漁業に絞っているというか、そっ

ちに力点を置いているということを明確にしたほうがいいのではないかなと思います。 

 あるいは、沿岸・沖合・遠洋という、そこの３つを比較検討するだけでしたら、こうい

う構成でもいいと思うんですけれども、沿岸のほうに重きを置くということであれば、こ

ちらの構成案のほうをもう少しより深めて、沿岸に絞るような、あるいは構成案の見出し
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の中に沿岸という言葉を入れるなどしたほうがいいかなというふうに感じました。以上で

す。 

○馬場部会長 山田特別委員、お願いします。 

○山田特別委員 特集の第１節にも当たると思いますが、漁業の重要性云々のとき、沿岸

漁業のお話が今出ましたが、沿岸漁業、特に例にとると、漁業環境の中で、漁業の両輪で

ある水産加工業というのが非常に今厳しい状態になっておりまして、そのことがうまく地

域で事業を盛り立てていくという面では非常に大きな課題になっているということでござ

いますので、漁業の中に水産加工業というどういう潜り込ませ方をするのかは難しいとこ

ろもあろうと思いますが、配慮いただければと思う点が１点でございます。 

 それから、私は前期から出させていただいておりますので、前期の終わりのときに、特

に漁業経営、漁家の経営というのはこの委員の方々を見ても女性の方が非常に多くなって

心強いんですが、現実的に特に沿岸漁業、漁家の経営というのは相当部分で女性が支えて

いる。操業安全についても、また経営そのものにしてもどうも漁業は男社会のイメージが

強いんですが、実は経営を支えている実態は女性にあるんだと。ぜひ女性の活動をばらば

らと提示するのではなくて、そこも大きなテーマとして取り上げていただいてはどうかと

いうことは、前回お願いして、そのことがこの表現になっているのかなと期待しておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○馬場部会長 ほかにはいかがでしょうか。 

 高橋委員。 

○高橋特別委員 基本的なこの作成方針については、異論はございません。ただ、この漁

村という名称から受ける地域の問題なんですが、現在、村のつく地方は数が限られて、漁

村というのがわかりやすく書いてあるとおり、現在の若い皆さんに受け入れられるのかど

うか。この辺が非常にどうなのかなと思っております。 

 １節、２節、３節についても、このような書き出しで、特に１節、先ほどお話がありま

したけれども、沿岸・沖合・遠洋というものを対比させながら、現在おかれている状況、

それに基づいて沿岸のいわゆるここでいう漁村のあり方というものをテーマにするという

ことですから、それについて私は異存はございません。ただ、漁村という名称がどうなの

かなという点がちょっと気にかかるという状況です。以上です。 

○馬場部会長 ほかには御意見はいかがでしょうか。 

 浜田委員、お願いします。 
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○浜田委員 私もこの構成案につきましては、概ね賛成なのですが、この活性化、取り巻

く状況と対応というところに当たっては、特に若者の姿がこの構成案の中からは見えてこ

ないというのがあります。私は教育現場で食育にかかわっており、次の次の世代というの

は主に義務教育課程の子どもたちという位置づけでおります。次世代とはまさにこれから

社会に出ようとする18から20歳前後の若者たちのことで、これからの活性化を担っていく

立場にあります。その若者がいかに現場で活用され、育成されているかという姿も折り込

んでいただくと、これからの漁村のビジョンというものが見えてくるのではないかと思い

ました。以上でございます。 

○馬場部会長 ほかに御意見、いかがでしょうか。 

 中田委員、お願いします。 

○中田特別委員 今、若者をというお話がございました。それだけでなく、Ｉターン、Ｕ

ターンでちょっと年齢がいってから入ってくる人たちをどう取り込んでいくかをしっかり

書き込んでいただければと思います。 

 それから、女性の力の活用、協業というところですけれども、女性の働きは非常に重要

ですが、昨年、全漁連の女性の方々の勉強会でお話しさせてもらった時に、漁連の中でも

女性の地位は非常に低いということを切々と言っておられました。やはりそういう声を取

り込んで、低いと言わせないような取組というのを考えていくことが重要だと思います。 

○馬場部会長 ほかに御意見はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 遠藤委員、お願いします。 

○遠藤特別委員 私は主に流通に属している者なんですが、やはり魚離れというふうな言

葉がもう言われて久しいんですけれども、価格的な問題もありますし、それから六次産業

化ということで、大変資金を出していただいているわけなんですが、やはり立派な工場を

つくっていただいても、働き手が集まらない。船乗りになる人がいない。陸に上がればや

はり量販店の価格形成力によって卸売市場等の価格形成力も全く削がれてしまっている。

こうした中で、漁村といいますか漁業といいますか、これを育成していくことは大変なこ

とだろうと思います。やはり白書を通じて、そこら辺のことを強く訴えていただけると大

変ありがたいなと思っております。 

○馬場部会長 ほかにいかがでしょうか。 

 平野委員、お願いします。 

○平野委員 女性も含めたいろいろな方たち、若者もそうなんですけれども、獲るだけで
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はなくて近大マグロに代表されるような、またナマズの養殖に代表されるような、つくる、

育てる漁業というものにもやはりもう少し光を当てたほうがいいのではないかと思いまし

て提案したいと思います。 

○馬場部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 先ほどいただいた意見は今後の白書の作成に向けて御参考にしていただくということで

すけれども、もし今何か簡単に水産庁、事務局のほうからコメント等がありましたら、な

ければ結構です。 

○企画課長 委員の皆様よりただいま貴重な御意見をたくさん賜りました。今の御意見を

踏まえて、今後の原案の作成に当たってまいりたいと考えております。 

 何点かちょっとお答え申し上げます。東村委員の自律的な漁業経営の重要性、これは全

くおっしゃるとおりでございます。その意味で、漁業も産業であることからという１文を

入れているわけでございます。 

 一方で、漁業者の努力だけではどうにもならない部分が確かにあるわけでございまして、

全部が輸入されている燃油の価格高騰、これは為替の影響もございます。世界の原油の需

給変動の関係もございますので、こういった漁業者の力だけではどうにもならない部分に

ついてはやはり財政的な支援が必要なわけでございますけれども、そういったもの以外で

は漁業者に生産性向上のための努力をしていただいて、自律的な漁業経営を目指していた

だくということが行政の基本的な考え方でございます。 

 それから、水越委員の御指摘がございましたが、対照するという形では沖合とか遠洋に

も触れたいと思っておりますけれども、その中でも特に経営力でやはり遠洋・沖合よりは

劣る沿岸漁業に力点を当てていきたいということでございます。 

 それから、山田特別委員の御指摘につきましても、水産加工業は漁業と並んで漁村の重

要な産業の１つでございますので、漁村のあり方を考える場合には当然水産加工業にも触

れていくことが必要になってくると考えてございます。 

 それから、女性の力の活用につきましては、構成案の第２節の説明を省略しましたが、

括弧書きで、女性の力の活用ということも書いてございますので、この中でしっかりと触

れたいというふうに考えております。 

 それから、高橋特別委員の漁村という名称以外の何かいい呼び方があるかどうか、ちょ

っと考えてみたいと思いますけれども、何かいいお知恵があったら頂戴したいと考えてお

ります。 
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 それから、浜田委員の若者の姿が見えるようなということでございましたが、第３節の

漁村の活性化のために解決するべき課題というふうに１行目に書きましたけれども、まさ

にこの解決するべき課題が複数ありますけれども、その中でやはり重要なのが新規の就業

者をいかに漁村のほうに呼び込んでくるかということが重要な課題の１つだろうと思って

おりますので、その中で触れることになろうかと思っております。 

 中田委員の御指摘につきましても、女性の力の活用、これにつきましては第２節の中で

しっかり取り上げてまいりたいと考えてございます。 

 遠藤特別委員の御指摘もごもっともな点でございます。平野委員の御指摘につきまして

も原案の作成の中で、しっかり考えてまいりたいというふうに思っております。以上でご

ざいます。 

○馬場部会長 皆さんの御意見を踏まえて今後の白書の作成の作業を進めていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 以上で、本日予定しております議事は終了となりますけれども、皆様から何か御意見が

ありましたら。 

 高橋特別委員、お願いします。 

○高橋特別委員 水産庁にちょっと要望しておきたいんですが、がんばる漁業が、平成31

年度で終了するという一部の報道がありますけれども、実際にがんばる漁業は東日本大震

災の復興・復旧型のプロジェクトということでございますけれども、現在、まだ40隻以上

の被災した大型船を含めて、修理をしながら稼働している状況にあると聞いております。

よって、これらの船が近い将来になると思いますけれども、代替建造を必要とする場合、

予算的なもの、時期的なものが制約されてくるという状況になっているということですか

ら、できれば予算化をしていただいて、平成31年度というものを先に伸ばしていただける

ような処置をしていただければ非常にありがたいと思います。せっかく漁業者の皆さんが

漁業意欲もあっても代替建造が進まないという状況の中ではやはりこのようなプロジェク

トというのは非常に大切なプロジェクトですから、大切にしながら事業継続のためにもプ

ロジェクトの延長をお願いしておきたいなと思います。以上でございます。 

○馬場部会長 何か水産庁からありますか。 

○漁政部長 御要望を受け止めた上で、関係のところにお伝えしておきたいと思います。 

○生態系保全室長 生態系保全室長高瀬でございます。昨年まで漁業調整課でがんばる漁

業の担当をしておりましたので、説明させていただきます。昨年時点で財務省との間では、
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今年度中に認定をしたものについては、がんばる漁業の基金の中で、がんばる漁業の対象

にしましょうということで財務省の了解を得ているというふうに理解しております。 

 それ以降については、おっしゃるように残念ながら、復興という範疇といいますか、そ

こからはずれるんじゃないですかということを財務省からは言われているという状況です。

ですので、31年度終期というよりも今年度中に認定したものが最終的には対象になる、と

今のところはなっております。毎年予算要求するというよりは既に積んである基金から事

業費を出すことにしておりますので、その中から事業費を出していくということです。ま

た、被災してまだ代船建造が進んでいないというものについては、仮にがんばる漁業を使

えなくても、もうかる漁業のほうで対象にすることは可能ですし、代船建造する場合はも

うかる漁業とがんばる漁業でさほど手厚さに違いはないというふうに思っておりますので、

そちらのほうも検討していただければいいのかなと思っております。 

○馬場部会長 では、議事の最後のその他です。事務局から報告事項がありましたらお願

いします。 

○企画課長 本日は皆様お忙しい中、御参集いただきまして、御審議まことにありがとう

ございました。 

 今後の部会のスケジュールでございます。本日頂戴しました御意見を踏まえまして、特

集テーマの構成案等につきまして、まずたたき台を作成しまして、11月ごろに開催を予定

しております次の部会でお示しして御審議を頂きたいと考えております。 

 具体的な日時はまた後日調整させていただきたいと思います。 

 それから、例年10月ごろに、特集のテーマに合わせて委員の皆様方の現地調査を実施し

ております。今年は、石川県で沿岸漁業や漁村につきまして、委員の皆様に御出張いただ

きまして調査をしたいと考えております。改めて各委員の御意向、御都合を伺いました上

で、日程等の調整をさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

 事務局からは以上でございます。本日はどうもありがとうございました。 

○馬場部会長 以上をもちまして、本日の企画部会を終わらせていただきます。 



 

 


