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○企画課長 それでは、時間となりましたので、ただいまから水産政策審議会第56回企画部会を

開催したいと思います。

開催にあたりまして、水田漁政部長より御挨拶を申し上げます。

○漁政部長 漁政部長の水田でございます。

水産政策審議会の第56回ということでございます。一言御挨拶を申し上げたいと思います。

本日、御列席の委員の皆様方におかれましては、日ごろから水産政策の推進にあたりまして多

大な御協力をいただいているところでございまして、この場をお借り申し上げまして、厚く御礼

申し上げる次第でございます。

さて、８月25日に開催されました第55回の企画部会で、今度の白書の作成方針、スケジュール

等について議論いただいたところでございますし、また先般は石川県のほうに先生方には御視察

いただきまして、この白書に向けていろいろと現場の状況を見ていただいたというところでござ

います。

今回は、８月の企画部会で皆様からいただきました御意見等を踏まえまして、事務局において

水産白書の構成と骨子について作成しております。これにつきまして議論をいただきたいと考え

ているところでございます。前回の企画部会でもお話しいたしましたとおり、今回の水産白書の

特集テーマでございますけれども、「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。

漁村の置かれております状況、それから地域経済におきます基幹産業としての漁業の役割、また

漁業を取り巻く状況がいろいろ変化する中でそれに対応していくための必要な取組の方向性です

とか、あるいは漁業振興のためにこういった取組の現状になっているということ、あるいは課題、

それから漁村活性化の観点からどういったことが必要かと、こういったさまざまな面から分析を

いたしまして、活力ある漁業経営そして漁村、こういったものを創造するために必要な方策とい

うことについて考察していきたいと考えているところでございます。

また、第Ⅱ章は一般動向編でございますが、 新の状況に基づく記述をしっかりとしてまいり

たいと考えておりますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。

本日は限られた時間ではございますが、活発な御意見を賜りますようお願い申し上げまして、

私からの御挨拶にかえさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○企画課長 部長は所用がございまして、ここで恐縮でございますが、退席とさせていただきた

いと思います。

本日の会場は、委員の皆様のところにマイクがございませんので、御発言の際は挙手をいただ

きまして、事務局のほうでマイクをお持ちしますので、それから御発言をお願いしたいと思いま
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す。

次に、委員の皆様の出席の状況について御報告申し上げます。水産政策審議会令第８条１項の

規定によりまして、審議会の定足数は過半数となっております。本日は、委員11名中９名の皆様

方の御出席をいただいております。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、特別委員は11名中７名の方が御出席をされております。

本審議会につきましては、水産政策審議会議事規則第６条に基づきまして公開で行うこととし

ております。また、第９条に基づきまして議事録を作成して、縦覧に供するということとなって

おります。

では、本日の配付資料の確認をさせていただきます。配付資料と申しましても、委員の皆様の

名簿と、それから「平成27年度水産白書の構成と骨子について（案）」という２点でございます。

よろしいでしょうか。カメラで撮影されている方がいらっしゃいましたら、ここまでとしていた

だくようお願い申し上げます。

では、馬場部会長、議事進行をお願い申し上げます。

○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年度水産白書の構成と骨子についてとなっています。なお、本部会の後

に、次の御予定のある委員さんもいらっしゃるとお伺いしていますので、円滑な議事の進行に御

協力をお願いいたします。

では、まず事務局から資料の説明をお願いします。

○企画課長 資料の説明をさせていただきます。

「平成27年度水産白書の構成と骨子について（案）」という資料でございます。「平成27年度水

産白書の構成案」という中に「平成27年度の水産の動向」と、それから次のページの「平成28年

度水産施策」というものに大きく分かれます。

「平成27年度水産の動向」の中に「第１部平成27年度水産の動向」というのがあって、第Ⅰ章、

第Ⅱ章と。第Ⅰ章が前回骨組みを御説明しました特集のところでございまして、「活力ある漁村

の創造と漁業経営」と題しています。３ページ以降でまた詳しく御説明します。ここにあるよう

な４節に分けて書いてみたいと考えております。

それから、Ⅱ章は、定点観測的な毎年の水産の動向を御報告するということで、これも１節か

ら５節までこのような柱立てとしております。

それから、２ページのほうにまいりまして、「第２部平成27年度水産施策（平成27年度に講じ

た施策）」ということになります。それから、「平成28年度水産施策」、これは予算のほうが具体
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的に決まってからということになりますので、それを踏まえてから構成を考えたいというふうに

考えております。

では、３ページのほうから詳しく中身に入ってまいりたいと思います。

第Ⅰ章特集の骨子案、テーマ「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。各

節の説明に入ります前に、基本的な考え方をちょっと御説明しておきたいと思いますけれども、

基本的には漁村とそれから漁業というのは相互に支え合う関係にあるという認識に立ちまして、

単に漁業が産業政策のみであるということであれば、漁村というのは漁業基地というだけでいい

んですけれども、そうではなくて、我が国の水産政策におきましては、漁村が漁業基地としてだ

けではなくて、すなわち産業政策的な側面だけではなくて、地域政策的な側面も含めてその政策

対象としてきたわけでございます。この漁村と漁業の相互の関係を明らかにするとともに、その

発展のための課題を明らかにしてそれへの対応を提言していくという大まかな構成にしたいとい

うふうに考えております。

そこで、第１節から第４節まで大きく節を分けて作っておりますけれども、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」という題目にしてございます。我が国津々

浦々に存在する漁村について、その立地の特性や担っている機能等を概観するとともに、地域経

済における基幹産業としての漁業、また沿岸・沖合・遠洋といった各漁業種類の特徴・役割につ

いて検討・分析をするというふうに書いてあります。記述内容の例としましては、４つぐらいに

大まかに分けたいと思っております。

まず、漁村の置かれている状況につきまして、歴史から説き起こしまして、我が国の長い海岸

線の津々浦々には漁村が存在して、立地条件としては厳しい状況にあると。漁村人口も決して多

くはないんですけれども、県によっては人口の１割程度というところもあると。条件不利地域と

いうこともあって高齢化が早く進行している一方、若齢層の多いところもあったり、直面する状

況、課題というのはまさに地域によりさまざまだと、こういう状況でございます。

次の大きな丸のところで、漁村を支える漁業、漁業を支える漁村でございます。漁村の重要性

としては、まず地域の基幹産業であるということ、これが第一かと思います。それから、そうい

う基幹産業が存在することによって、ここに例示してありますような幅広い裾野を持つ関連産業

が成り立っているということでございます。産業連関表なんかも使って少し両者の関係を経済的

に分析をしてみたいということもございます。一方、漁村のサイドから見ると、漁村の立地とい

うのは漁業の操業には有利な場所にあって、漁業に労働力を提供していると。それから、漁村の

コミュニティがしっかり成立をしているということが漁業に対しても、漁場の管理・利用調整と
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か重要な役割を果たしていると、まさに漁業を支えているという関係があるということでござい

ます。

３つ目の大きな丸でございますが、これを遠洋・沖合・沿岸漁業、それぞれに漁業を分けて地

域経済に果たす役割を見るとどうなるかということを書いてみたいと思います。

４つ目の丸として、多面的な機能を担う漁業・漁村ということで、漁村・漁業の多面的な機能

についてはさまざまなものがあるということは、これは疑いのないところでございまして、それ

はさらに言えば、漁業者だけではなくて、国民全体が受益者となっているということが言えるか

と思います。

次のページをお願いします。

第２節「漁業を取り巻く状況の変化と漁業経営の状況」ということでございます。漁業という

のは漁村を支える基幹的な産業であるわけですけれども、この漁業を取り巻く状況が変化してき

ている。この変化を生産面とそれから消費面に分けて整理をしてみて、そういった変化の中で漁

業経営がどういうふうに変わってきているのかというところについても触れてみたいということ

でございます。

記述内容（例）のところの、まず 初の丸ですけれども、これは漁業生産をめぐる状況の変化

ということで、戦後、高度成長に伴って魚価の上昇とか漁船の動力化が進むといったことがあっ

たわけでございますけれども、一転して200海里規制とか高度経済成長の終焉によって、漁業が

なかなかそれまでの高い成長を続けるようなことが難しい時代になってきているということがま

ずあるかと思います。これに加えて、グローバル化の進展ということで、輸出、輸入を通じた国

際経済とのつながり、輸出、輸入には当然、為替の影響なども加味されてくるわけでありまして、

国際経済との関係というのがもう切っても切れない関係になってきているということでございま

す。

それから、輸入資材というものも漁業の場合は非常に大きいわけでございまして、国際経済の

影響を受けた為替変動とか、それから原油価格の変動とか、これを受けて原油などの漁業経費に

占める割合が多い費目のコストが大きく上がったり下がったりして漁業経営にも大きな影響を与

えるという状況になってきているということでございます。それから、資源の状況が大きく変化

をしてきていて、それに対応するために資源管理というものの重要性が非常に増してきていると

いうこともございます。それから、漁業者の高齢化、後継者不足ということもあるわけでござい

ます。

次に、水産物消費、これをめぐる状況を見てみるとどうかということなんですけれども、御案
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内のとおり、１人当たりの消費量は残念ながら減少傾向にあって、肉ともちょっと差がついてい

るという状況になっております。これに加えて、トータルの消費量ということを考える場合に、

やはり人口の減少なり今後高齢化が進んでいくと、日本人全体の胃袋の大きさが小さくなってい

くということがあるわけでございます。

さらに、消費者の消費行動を見ると、やはりライフスタイルの変化、これによる影響も出てき

ているというのはなかなか否定し難いところであろうというふうに思います。食の簡便化とか、

なかなか家庭で調理に時間をかけられないとか、それからマンションにお住まいの方が多くなっ

てくると、食品の残渣をどう処理するかとかそういった問題も出てきていて、これが水産物の消

費にも影響しているんじゃないかというような見方もあるわけでございます。

世界の水産物市場を見ると、これは大きく拡大をしていて、海外においては和食の人気とかそ

ういったこともあるわけでございます。世界全体で見ると需要が増大していると、これに伴って

国際価格も上昇しておりまして、我が国が輸入する水産物の価格も世界的な需給関係、それから

特に昨今の為替関係を反映して上昇傾向にあるということは言えようかと思います。そういった

中で、ここにどうやって輸出をしていくかということが今後重要な課題になっていくわけですけ

れども、やはり輸出に当たってはどこにどういうものを出せば一番売れていくのか、輸出先国の

ニーズをちゃんと把握して進めていくことが課題ではないかということを書いております。

それから、日本に外国から来られる観光客の方々、こういった方々をしっかりつかんで、日本

食、特に日本食では魚が中心になってきますので、しっかりこういった方々をつかまえていくと

いうときに、水産物だけではなくて、漁村とか伝統文化もあわせて外国人観光客をしっかりとら

える有力なコンテンツになるのでないかということでございます。

こういったことを踏まえた漁業経営の状況の変化ということになりますけれども、沿岸漁業で

はコストが上がっていく中で経営はなかなか厳しく、所得も伸び悩んでいるという状況と、遠

洋・沖合では漁労利益の赤字が拡大傾向にあるということ、それから就業者あたりの生産性で見

ると、これは向上、上昇の傾向にあるということが見てとれます。

次のページをお願いします。

第３節「漁業振興を通じた漁村の活性化」ということにしております。前節で検討した状況の

変化に対応していくために必要な取組の方向性、それと漁業振興を通じた漁村の活性化のための

取組の現状、それから課題について記述をしたいというふうに考えております。

記述内容（例）のところで、 初の丸のところでございます。２節で申し上げたような状況の

変化、これに対応し得るように漁業経営力の強化と所得の向上を図っていくことが非常に重要で
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はないかという問題意識でございます。

まず、自律的な経営力の強化をしていく、こういうことが必要であろうと。漁業はもちろんさ

まざまな側面はあるわけですけれども、まずもってこれは産業でございますので、産業である以

上は漁業者、地域によってその自律的な経営力、これを強化していくということが何より重要だ

ということでございます。これが強化されることによって、さらに意欲ある担い手が確保される。

意欲ある担い手が確保されると、さらにその経営力強化に向けた工夫がなされるというようにう

まい循環ができていくのではないかというふうにも考えられるわけでございます。

この経営力の強化という時に、具体的にはそれは漁獲量増加、それから魚価の向上によって収

入を上げて、また一方で漁業支出の削減ということによってコストを下げて所得を確保していく

ということがまず基本的に重要な課題になるわけですけれども、それを達成するに当たっての具

体的な課題は、これは地域あるいは経営体ごとにさまざまであろうということでございます。こ

ういったことから今、水産庁それから漁業者の方々も力を合わせて頑張っているところなんです

けれども、浜の活力再生プランというものを作って、５年間で10パーセントの所得の向上を目指

して漁業者の方が浜の現場で一生懸命頑張っておられるところでございます。このプランは、今

までと違いますのは、水産庁のほうから事業を決めて、これをやってくださいということではな

くて、浜の漁業者の皆さんが自分たちで収益を上げあるいはコストを下げて所得を確保していく

にはどういう取組が必要なのかと、どういう取組をしていったらいいのかというものを現場で自

ら考えていただいて、プランにまとめていただいて、これを水産庁のほうで認定をして、それに

のっとって目標達成に向けて今取り組んでいただいていると、そういう取組であるのがこれまで

にない、まさに漁業者の自主性を生かした取組ではないかというふうに考えております。

浜ごと、地域ごとの課題に即して所得向上を図るための具体的な解決策、こういったプランを

おつくりいただいて実際に取り組んでいただいているところでございます。これに加えて、より

広い地域で活性化を目指して、より広い地域で考えればいろいろなシナジー効果なども出てくる

のではないかということで、広域浜プランというものも今策定が始まっているところでございま

す。この浜プランの中にどういった取組をやるかというようなことも白書の中では御紹介をした

いというふうに考えております。

２つ目の丸のところでございます。地域資源を生かした漁業の振興ということですけれども、

漁村にはいろいろな地域資源がありますので、こういったものを活用した交流とか、それから６

次産業化による活性化、現場の工夫を消費のほうにつなげられるように関連産業と連携をしてい

くとか、それから６次産業化の取組ということでいろいろやり方はあると思うんですけれども、
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水産加工それから直売所の取組の拡大、こういったこととか、消費者ニーズの把握とか食品衛生

の配慮、こういったものを通じて６次産業化をさらに推進をしていくとか、それから６次産業化

に至らずとも流通加工、それから観光産業などもあるかと思いますけれども、そういった他産業

との連携を強化していくといった取組、それから地産地消、輸出拡大に向けた取組と、こういっ

たものについても触れてみたいと思っております。

それから、すみません、１つ飛ばしましたけれども、 初の丸の浜プランの次のところに、特

に養殖業を中心とした漁業への企業参入の促進とあります。こういったことも、今でもかなり進

んでいるわけでございますので御紹介してみたいというふうに考えております。

次に、６ページをお願いいたします。

第４節「漁業を支える活力ある漁村の創造の実現に向けて」となっております。漁業を漁村が

支えているということであれば、漁村の活力が高まれば漁業の振興にもつながるというふうに考

えられますので、漁村の活力を高めるための地域からの人の受け入れとか、女性の地位向上と活

躍とか、漁業協同組合のさらなる活躍とか、安全な漁村の創造とか、こういった事項について記

述をするとともに、 終的なまとめとして、１節から３節で明らかになった課題への対応を概観

して特集のまとめにしたいと考えております。

記述内容（例）のところですけれども、まず、漁村への人の還流というところで、いろいろな

調査をみると、田舎で、漁村とか農山漁村と呼ぶ方もいますけれども、そういったところで暮ら

したいという指向が高まっているわけですけれども、一方では、やはり仕事がなければなかなか

定住といってもそれは難しいわけであります。漁業においてそれを考えますと、やはり漁村の基

幹産業である漁業によって、そこで定住して生活していけるだけの必要な所得が得られるという

ことが重要なわけでございます。

さらに、漁業労働というのはなかなか危険もあり、また作業の負担も非常に重い労働でござい

ますので、その労働負担を軽減するための新しい技術開発などもあれば漁業への人の参入のハー

ドルも下がるのではないかといったこと、それから他地域からの人材の受け入れが地域にもたら

す効果についても触れてみたいと思っております。

それから、女性の地位向上と活躍というふうにございますけれども、漁業において非常に女性

も重要な役割を果たしておられるわけですけれども、漁協の組合員とか役員に占める割合、こう

いったところを見るとなかなかそこは向上していないというところがあるわけでございます。や

はりそこはちゃんと地域に定着をして漁業に関与していただくのが、漁業を通じた地域の活性化

にも非常に重要なわけでありますので、そういったことはぜひとも今後推進していくという方向
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なわけでございますけれども、そのためには地域の意識とか、それから女性の方々自身の意識の

改革というのもやはり必要になってくるんではないかということでございます。

それから、言わずもがなですけれども、地域振興における漁業協同組合の役割というのは、こ

れは非常に大きなものがあるということです。

それから、次のところですが、漁村では漁業者それから関連産業の方々がお住まいになる場所

ですので、安心して暮らせる防災・減災対策の推進、インフラ整備、生活基盤の維持ということ

が重要だということでございます。

それから、 後に、我が国の漁村を次世代につないでいくための課題として、まずもって繰り

返しになりますけれども、基幹産業である漁業の振興というのが不可欠であるということです。

さらに、漁村のコミュニティも維持をされなければ漁業が支えられないわけですから、これも非

常に重要であると。さらに、しっかりと漁村のコミュニティを維持していくことによって資源管

理というものもきっちりなされていくということも重要でありますし、漁業者や地域による自律

的な努力とそれに対する支援というものも非常に重要なファクターになってくるということでご

ざいます。

こういった形で特集を整理したいというふうに考えております。

引き続いて、第Ⅱ章の「平成26年度以降の我が国水産の動向の骨子案」ということですけれど

も、第１節が「水産資源及び漁場環境をめぐる動き」ということでございます。ここは例年、ほ

ぼ同じ項目で整理をしております。何年度の漁業白書、何年度の水産白書、何年度の水産白書と

いうふうに通しで資料をごらんになられる方もいらっしゃいますので、項目的には大体そろえて

経年的に追えるような構成にしておりますので、そんなに毎年ここは変わったりするところでは

ございません。ごらんのとおりの項目でございます。

それから、８ページも、「我が国水産業をめぐる動き」ということで、これも同じでございま

す。

それから、９ページ、第３節「水産物の消費・需給をめぐる動き」と、これも同じでございま

す。

10ページ、「水産業をめぐる国際情勢」と、ここも基本的に同じなんですけれども、２点、４

つ目の丸の、ＴＴＰ協定の合意と政府の対応という点は今年の白書では触れるところになります。

それから、捕鯨のところではＩＷＣの関係の動きを踏まえて記載をすることになるというふうに

考えております。

第５節につきましては、東日本大震災からの復興に向けた動きにつきまして、復興状況、それ
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から原発事故への対応というふうに分けて記述をしたいというふうに考えております。

以上でございます。

○馬場部会長 御説明ありがとうございました。

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たいと思いますが、時

間の制約もありますので、２つのパートに分けて御審議いただきたいと思います。まず 初に、

構成案と第Ⅰ章特集の骨子案、次に、第Ⅱ章の一般動向編の骨子案について御審議いただくこと

にしたいと思います。

それでは、まず 初のパートであります構成案と、第Ⅰ章特集の骨子案、資料のページ数では

１ページから６ページになりますが、これにつきまして御審議いただきたいと思います。御質問、

御意見がありましたらよろしくお願いします。

○佐藤委員 佐藤でございます。

大変多岐にわたって網羅されておられて、拝読して、しみじみと心にしみるものでございまし

た。特に冒頭、歴史から説き起こすところで、漁村の多くは離島・半島と始まるのですが、私は

今、自分が離島の調査研究を子供たちと一緒に進めているということもあるものですから特に強

く心に響いたのかもしれません。日本には6,800の島々があり、その中で人が経済活動を営んで

いる島が400、ここの主たる産業は漁業でございます。これらの島々は飛行機で行けるところは

ほとんどなく、海を船で渡り、漁港や船着き場がなくては行けないところばかりです。行った先

でも漁港の機能があって初めて漁業が成り立つわけです。しかも離島は石油代が高くつきますか

ら経済活動が難しい。けれどもそうした離島が、日本の大切な漁業を支えているということを目

の当たりにしてきたものですから、この冒頭で書いていただくときには、日本は国全体が島の国

で、本土も含めて島の国であるということをぜひ国民全員が認識するような書きぶりであってい

ただきたいと考える次第でございます。ぜひ、そこのところにページを厚く割いていただければ

ありがたいと思う次第です。

また、続けて恐縮ですが、２ページ目のところですね。和食の人気のところなのですが、ここ

も今申し上げていいでしょうか。本当に和食人気は大変大きなもので、今年のミラノ万博のこと

は大きな評判になったと聞いております。そこで出てくるものはやはり水産物です。外国では出

汁はさまざまで、お肉から取ったりいろいろな食材のエキスでつくられていますが、日本は昆

布、カツオとやはり海の資源から出汁が取られています。味の基本は海の幸からとられています。

こうした利点を今後、水産関係者が上手にアピールの場に使うきっかけにすべきではないかと

考える次第です。
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そして、ミラノ万博に行った我がウーマンズフォーラム魚の会員や仲間たちから非常に残念だ

という声が唯一挙がったのが、鯨についてのコメントがミラノ万博の日本館の中になかったこと

です。今調査捕鯨の船が出港したところですけれども、日本がなぜこれだけ鯨にこだわるかとい

うと、全国津々浦々で食べられてきた食材だからです。日本の郷土食のひとつといっても良いと

思います。「我々は食文化として鯨を食べてきた。鯨の肉も皮も日本の食文化において確かな一

角を占めてきた食材である」ということをミラノ万博の中でも紹介したらよかったのに、という

気持ちでおります。ぜひ今度の白書の特集の中で和食を大きく取り上げていただくとともに、そ

の中には鯨も日本の和食の一つの大きな要素ですということを入れていただけたらいいのではな

いかと考える次第です。

以上です。

○馬場部会長 ありがとうございました。回答はまた後ほどということで、ほかに御質問、御意

見はいかがでしょうか。

では、まず久賀委員、それから東村委員。

○久賀特別委員 久賀でございます。

質問が１点と、意見が１つです。

質問は、漁業協同組合に関する記述ですけれども、漁村において漁協は非常に大事な役割を担

っていると認識しておりまして、そのことは広く国民に知らせるべきかなと思うわけです。その

記述が６ページの第４節のところでまとまって出てくるわけですけれども、この漁協の記述がも

う少し、例えば第１節で書かれてもいいのではないかと思うんですが、その辺は記述されるのか

ということをお伺いしたいのが１つ。

２点目ですけれども、漁村の活性化について議論をするときに、ぜひ消費との関係づくりにつ

いて言及していただきたいということです。漁村単独で活性化ということはなかなか難しくて、

漁獲物を国民が買ってくれるから活性化すると思うので、マーケットとの関係は無視できないと

認識しております。恐らく、５ページの６次産業化のところなどでかなり触れられるとは思うん

ですけれども、消費者への販売にまで踏み込んだ話をぜひ盛り込んでいただきたい、ということ

です。

以上です。

○馬場部会長 東村委員。

○東村委員 ありがとうございます。東村です。

私のほうからは、５ページ、第３節「漁業振興を通じた漁村の活性化」について、質問でもあ
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りコメントでもありというふうに捉えていただければいいかと思います。連関する２点です。

１番目ですが、正のサイクルというところですね、自律的な経営能力の強化が重要で、そのた

めには経営力が強化されて、そうすると意欲ある人が来て、さらに経営力強化、恐らくこの経営

力の強化の中身がほかにもいろいろあるかと思いますが、中心は漁獲量増加、and orですけれど

も、魚価の向上、支出の削減、この支出の削減というのは、多分現状ではなかなか難しいところ

があると思いますので、どっちかというと、収入を増やす方向を見ている人が多いのではないか

と思います。

さて、この正のサイクルなんですが、恐らくサイクルですからぐるぐる回っているんですけれ

ども、今は逆に負のサイクルがぐるぐる回っているところかと思いますが、どこを起点にどこか

ら入れていくのか。例えば、若い人が、意欲ある人が入りやすくするというところに重点を置く

という考え方もありますし、魚価を上げることをまずもって狙うという方法もあるかと思います。

もしくは、今先ほどなかなか難しいとは申しましたけれども、漁業の支出を削減するというとこ

ろを狙っていくというのもあるので、どこも起点になり得りますけれども、現実的に見たらどこ

を起点にするのが も正のサイクルを生み出しやすいかというような点を、私がここで答えを出

せればいいんですけれども、それはちょっと難しい話なので、今、負のサイクルだけれども、少

し頑張れば正のサイクルになるんだという、そして自律的な経営力が確保されるんだということ

をというような書きぶりにしていただければいいかなと考えています。

２点目です。自律的な経営力の強化、こだわっていますけれども、私はもうかれば多分、漁業

を後継する人が出てくるんだと考えていましたけれども、どうもそれだけではだめらしいという

ことを、それこそ田舎で暮らしていて思いますね。私の場合、漁村というほどの漁村ではありま

せんけど、かなり漁業に頼っている地域ですが、町というか村というか、活性化していないと、

ただもうかっているだけでは人は来ないんだなということをひしひしと感じます。やはり若い人

がいて、この間石川県に視察に行ったときの朝の水揚げ風景なんかを見ていると、もちろんもう

かっているのもあるんですけど、とても活気があってみんな楽しそうにという言い方はないです

けれども、たらたらした働きっぷりの逆という言い方が一番いいかと思いますが、そういう意味

で私は、この今回の漁村と漁業というのが相互に支え合う関係であると冒頭に述べられたことが

もっとぐっと前に押し出されてもいいのかなというふうに考えております。

ちょっと長くなりましたが、以上２点でございます。ありがとうございました。

○馬場部会長 ありがとうございました。

ほかに、浜田委員。
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○浜田委員 浜田でございます。

私は、まず、４ページの「訪日観光客によるインバウンドの増加」のところにつきまして、私

はこれまで、14カ国の外国人に対して日本の伝統食を教えるという教室をやってまいりましたが、

その中で常日頃感じていることは、海外で日本食として紹介されているものに間違いが多く見ら

れ、そうした誤った知識をもとに日本にやってくる外国人が非常に多いように思います。日本で

これが本当の和食だと教えることによって、彼らは気づきを得て、そして感動をして帰っていく

と、そしてそれがまた本国で伝わるとリピーターとして新たに多くの外国人がやって来るように

なるのではと思います。日本人が日本人として本来の和食について正しい知識を持っておくとい

うことがインバウンドの増加につながっていくという認識がまだまだなのではないかと感じてい

ます。それをふまえて、その下にある「漁村とその伝統文化」こそがこれからの外国人観光客、

それから海外のメディアの注目を集めていくものになると思っております。

例えば、日本よりも海外のほうがコレクター文化というのが大変発達をしておりまして、日本

に昔からある食品のパッケージを収集しているコレクターというのは非常に多いんですね。有名

なところですと、日本酒のラベルのコレクターというのもに多いです。コレクションしたものを

オークションにかけたり、コレクターの間で高値で取引をされたりとか、そういったものがあり

ますし、日本に昔からある缶詰の缶のラベルですね、こういったものもコレクターの間では非常

に人気です。

それを日本では勘違いをして、海外の人に向けてわかりやすいようにといってアルファベット

で書いてみたり英語をあしらってみたりデザインに凝ってみたりとかすると、外国人は非常にが

っかりするんですね。筆で「鯖」という漢字が書かれた日本らしいラベルにひかれてコレクショ

ンをしてあったのに、何でここにＳＡＢＡ、サバと書いてしまうんだろうかという、肩を落とす

コレクターが多いと聞きます。ですので、日本本来の伝統文化だからこそ海外の注目を集めるの

であって、新しいことをやれば目を引けるというふうな考え方ではないというその文化的な違い

ですね、というところをもう少し掘り下げて、伝統文化というのは今もう外国人が一番欲してい

るもの、コンテンツであるというところをもう少し掘り下げて書いていただければなというふう

に思いました。

それが５ページのところにもつながっていくんですが、６次化の話ですけれども、６次化とい

う単語だけは聞いて久しくなりますが、これが６次化だというものを目にする機会というのはま

だまだ少なくあります。６次化というと、どちらかといえば新しいことをやって目を引こうとい

うふうに随分ここ何年か来たような気がしますけれども、そうではなくて、全国津々浦々、その
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土地にもともとある良さ、歴史、そういったものがパッケージや食品や味つけや加工技術という

ものに生かされて、流通や売り方の部分で少し新しい風が入れば何か６次化と言えるものになる

のではないかと思うんですが、今の６次化というのは、もう全く新しいものをよそから買ってき

たものと合わせてやってしまおうというようなものも見受けられますので、本来６次化というの

は地元に貢献するものであり、地元を活性化させるためにやるものであれば、その６次化に携わ

る人たちがいま一度漁村の良さですとか地域の良さというものを知り尽くした上で新しいものを

考えていこうというふうな動きになっていかなくては、６次化だけがひとり歩きをしているとい

うような印象を受けております。その６次化を進めるにあたって検討すべき課題というのは、６

次化という単語が生まれてから随分検討されてきていることかと思いますので、ここらで６次化、

ちょっと原点に戻りませんかというふうなところも盛り込んでいただければ６次化がひとり歩き

をせずに済むのかなというふうに思っております。

以上です。

○馬場部会長 ありがとうございました。

じゃ、鈴木委員。

○鈴木特別委員 鈴木でございます。

今、６次化の話をいただきましたのでそれに関連いたしまして、１次産業と２次産業というの

がございまして、２次にいきなり飛んでしまう議論が多いんですね。２次というのは食品加工だ

と思うんですが、１次と２次の間の魚そのものの加工処理といいましょうか、わかりやすく言え

ば、頭を切って冷蔵する、そういう部分がちょっと弱くなっているのかなと思っております。そ

の1.5次の間には例の目詰まり防止の、目詰まりを何とかしようという、そこがございますし、

もう一つは、いかに付加価値をつけようかということがあるかと思いますね。

例を申し上げると、目詰まりの場合は、結局頭を切っておなかを出してということがどこの漁

港でも今できなくなってきている。技もないし人手も確保できないということで、せっかく獲れ

た魚が結局頭がもげない、だからすぐに加工に回せないという、そういう現実が非常に多いと思

うんですよね。ですから、そこら辺の断頭、除臓の体制をどういうふうに各地でつくっていくか

ということとか、それから頭を切れる技をどういうふうにきちっと伝承していくかと、そのあた

りにしっかり踏み込んでいかないと、そこで目詰まっちゃうと後のことが全く止まっちゃうとい

うような感じがしております。

それから、もう一つは、付加価値については漁獲後の、例えば活け締めだとか神経締めだとか、

そういう魚そのものの品質を高度に維持するといいましょうか、そういうことも各地にいろいろ
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たくさんあろうかと思うんですが、その辺の技術がなかなかまだ全国に広がっていないような気

がいたしますので、ぜひそういう1.5次化の部分に関して踏み込んだ内容を充実させていただけ

たらありがたいなと思っております。

以上です。

○関特別委員 関と申します。

私からは、第４節、６ページのところを中心に２つ意見を申し上げさせていただきたいと思い

ます。

まず、「漁村への人の還流」ということで、漁村というのは漁業が基盤にあって成り立ってい

るということが、これは４節だけでなく全体的にそれが強調されている感じがして、それはすご

くいいなというふうに感じております。なのですけれども、基幹産業である漁業によって生活に

必要な所得が得られること、これはとても重要なことなんですけれども、もう一つは、人が入っ

てきて漁村という地域が回っていくというイメージで捉えると、漁業もそうですし、その漁業を

取り巻くいろんな分野でのさまざまな仕事づくりということに踏み込んでもいいのかなというふ

うに少し思いました。例えば、山形の離島で若い人が大学を出た後にそこに入っていって、島の

若手の人たちと一緒にいろいろな事業を始めて、そこで足場を築いて生活をしていっているとい

う事例もありますので、ベースは漁業であっても、やっぱりそれプラスいろんな分野の可能性と

いうのが漁村にはあっていいんじゃないかなと、そういうところをちょっと出してもらってもい

いかなというふうに感じました。

それから、次の「女性の地位向上と活躍」ということで、女性の分野を出していただいている

ので非常にいいなとまた思うんですけれども、こういう中に例えば浜プランのようなところには

まだ載ってこないかもしれないけれども、非常に小粒だけれどもぴりりと効くような女性の起業

活動がたくさん生まれてきていたりするという状況もあるので、そんなところも紹介していって

いただきたいなというふうに思いますし、女性の活動というのが漁村コミュニティの維持そのも

のにかかわっている部分というのは非常に多いと思うんですね。それは防災であったり介護であ

ったり、もっといろんな分野にわたる活動であるわけですけれども、そういったコミュニティに

おける女性の役割の深さというものも少し酌み取っていくと、何で女性のそういう活動とかが大

事かというところに光がもうちょっと当たるかなというふうに感じましたので、意見を述べさせ

ていただきました。

○馬場部会長 ありがとうございます。

あと、もう少し御意見を聞きましょうか。
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○山田特別委員 山田でございます。

私は漁業団体でございますので、少し偏っているかもわかりませんが、５ページですね、いわ

ゆる漁業経営力の強化云々のくだりになるかと思いますが、我々の業界は、農業もそうですが、

政策支援を随分受けていると。いろいろな場面で漁業補助金とかもろもろの補助金あたりの、ま

あ言葉遣いは不適切だと思うんですが、基本的には経営ですから自己責任でやっているわけです

が、漁業の特性で経営は極めて不安定だと。それは自助努力以外に、自然災害を受けたりいろい

ろな経費が暴騰したり、もろもろあるその手だてがやっぱり政策的には必要だと。

さらに、設備投資をする企業として、企業化を目指す。それをやるにあたっては基本的には借

入金に基づいて対応するというぐらいの体力なものですから、どうしてもいろんな支援が要る。

その中でさらに言うと、保険や共済の制度を活用して、国として、政策として後ろ支えをしなが

ら経営維持をしていると。そのあたりはある種我々が圧力団体で補助金目当ての交渉材料として

物事を動かしていると、そういう誤解の域を解くためにも、また国の政策支援としてきちっと水

産業を支えているんだと、そのあたりの部分は過去の白書にも点在していたと思うんですけど、

今回、具体的な項目としては挙がっていなかったので、どこかのところでまとめ上げていただく

といいんではないかな、そのように思います。

以上です。

○中田特別委員 ６ページの下のほうに、「持続的な漁業のための資源管理」ということが書か

れています。この持続可能性というのは、多分いろんな部分で水産業にとってはキーワードにな

ってきていると思っています。１つは、国際資源をどう利用していくかということもそうですし、

和食を海外に広めていく上でも持続可能性というのは非常に大きなキーワードだと思っています。

漁業者が持続可能な漁業をするということは、単なる漁業を自分たちの生業のために続けていく

というだけではなくて、それはもちろん基本にありますけれども、持続可能性に大きく貢献して

いるというところを改めてきっちりアピールするという部分もここの中にあっていいかなと思い

ました。

それから、そのことを書き込むことによって、さらに漁業者ももう一回そこを再確認するとい

うことが重要かなと思っています。

それから、あと、今回視察に行く機会をいただいてありがとうございます。そのときに非常に

感銘を受けたのは、漁業者が自らのためにいろいろ工夫するというところに、収入が大きくなる

とかそういうことがつながっているなということを強く感じました。ですので、書き込まれてい

ますけれども、その辺をきっちりと例示していただいて、自らの工夫に対する努力みたいな部分
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を強調して書いていただけるといいかなと思いました。

以上です。

○馬場部会長 じゃ、大森委員。

○大森委員 大森でございます。

今の中田さんのことにも関連すると思うんですけど、私も５ページの経営力が強化されること

により意欲ある担い手が確保されるという部分と、次の６ページの漁村への人の還流というとこ

ろとも関連するんですが、漁村というのは高齢化していて年寄りばかりでどんどん人口が減って

いる、息子にも親から漁業を継承できないんだと、こういう局面ばかりとらわれてしまって、そ

のためには外から人が要る、それから企業も参入していかなければならないという視点になりが

ちなんですけれども、この前の視察でもあったように、現場にはいろいろな努力、工夫をしてそ

の地域、漁村で中核となって頑張っている漁業者の方々がたくさんおられるわけですね。女性の

地位向上と活躍、これももちろん大事なんですが、親と一緒に船に乗って親の世代を継いで、次

の担い手となってしっかりやっていくような若手やそれを指導するバリバリの漁業者の方々がや

はり全国にたくさんおられます。

その辺のところの視点がもう少し、特に６ページのあたりで、人の還流の基本としてそういっ

た本当に現役で頑張っている、今ばりばりやっている担い手の方なり、それからこれから本当に

中核的な経営能力を持つ、そういった可能性を秘めて今頑張っている人たち、そういった人たち

がいるんだということを相当強調していただくことで、それであればやはり相当魅力があってお

もしろいなということで、また外からのいろいろな人材なり企業がそういったところをてこに入

ってこられると、こういうこともあろうと思いますので、ぜひそういうプラス思考で浜の現状を

拾っていただく、これはいろいろなトピックスの中であるのかもれませんけれども、ぜひその辺

の視点を御検討いただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○馬場部会長 ありがとうございました。

○平野委員 すみません、お時間がないところに。

漁業白書なものですから、漁村というものにどうしても集中しがちですが、「漁村文化として

の魚食の復活」とかと５ページにありますけれども、人間って魚だけ食べている、野菜だけ食べ

ている、肉だけ食べているというわけではありませんので、漁村を中心とした地域としての発展

という視点を入れていただけたらなというふうに思うのです。地産地消の取組にしても他産業と

の連携ということにしても、例えば地場産業で伝統的な料理、伝統的な調味料というようなもの
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を広めることによって人が訪れ、そこに魅力を感じて定住するとかというようなサイクルという

ものもこのごろ聞かれますので、その訪れる機会というものの１つのきっかけとして地域という

視点を入れていただけたらいいかなというふうに思いました。

漁業と地域の他の産業や人材を巻き込むようなことをしていただければと思います。以上です。

○馬場部会長 ありがとうございました。

まだあろうかと思いますけれども、まだ次のパートもありますので、もし次のパートで時間が

残りましたらまた戻ってきたいと思います。

続きまして、２つ目のパートでありますけれども、第Ⅱ章一般動向編の骨子案につきまして、

資料では７ページ以降になります、御意見、御質問をお伺いしたいと思います。

ここで一度、今いただきました御質問、御意見についてお答えをお願いします。

○企画課長 たくさんの委員の皆様から有益な御意見を頂戴いたしまして、まことにありがとう

ございます。いただいた御意見とか御質問について答えられる範囲でちょっとコメントを申し上

げたいと思います。

まず、佐藤委員から、日本が多くの島々から成り立っている国であるということを強調するべ

きではないかといった御意見、それから和食のところで鯨についての食文化を紹介してはどうか

といった御意見がございました。十分に検討したいというふうに思います。

それから、久賀委員から、漁協の役割ということについてご指摘がありましたが、今それぞれ、

漁業振興が漁村を活性化させるという面と、漁村が活性化することによって漁業を支えるんだと

いう２つの方向があるという考えで整理をしておりまして、その中で漁協については活力ある漁

村、漁村を活力あるものとするための一つの要素としての整理の中に入るのかなということで、

６ページの第４節のところに整理をさせていただいているところでございます。

それから、漁村の活性化にあたっての消費との関係、単独で活性化はしないのでマーケットと

ちゃんとつながっていくことが重要だという点は、委員からもお話がありましたように、５ペー

ジの「地域資源を活かした漁業の振興」、こういった中で十分触れていきたいというふうに考え

ております。

それから、東村委員から、２つ御質問がありました。まず正のサイクルに入っていくとして、

その起点はどこなのかということでございました。それぞれいろいろな入り方はあろうかと思い

ますけれども、委員のおっしゃるような魚価を上げることとか、コストをどう下げていくかとい

うような点ももちろん入り口としてあるわけでございますが、政策的にどういうところから入っ

ていけば効果的かという観点から考えると、まずは先ほど大森委員からも話がありましたように、
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現場でしっかりと意欲を持って今頑張っておられる方、そういった方々に政策を集中していくと

いうところをまず起点として今後の漁業振興を進めていきたいということが基本的な立場でござ

います。

それから、もうかるだけでは漁業はだめで、やっぱりそれを支える漁村なり地域が活性化して

いかないとだめなんじゃないかというお話で、それは全くごもっともでありまして、漁業にして

も漁業を支える関連産業の皆さんにしても漁村にお住まいなわけですから、その漁村が快適で安

心して暮らせるというところは非常に大事だと思っております。そういった点は６ページの中で

触れていきたいというふうに思っております。

それから、浜田委員のお話で、 初の点は御意見として受けとめたいと思います。日本食の知

識のアピールの仕方ということだと思います。

それから、２点目の６次化のところで、これは非常に重要な指摘ではないかと思いまして、漁

業者の方というのは早くから漁に出て、それから帰って来て、帰ってきたらまた漁具の手入れな

んかもあるので、なかなか６次産業化にそこまでは手が回らないよというような声もいろいろあ

るんですけれども、そこは６次産業化というものを委員がおっしゃるように非常にハードルが高

いものというふうに考えるとそういうふうになってしまうのかもしれないなと。委員がおっしゃ

るように、まず地元の今現実に行っているもの、そういったところに目を向けてそういったとこ

ろから始めていく６次産業化というようなものもあるのではないかと。そういうふうに考えてい

けば、そう肩肘張らず、全く新しい６次産業化ではなくて、身近なところから始めていく６次産

業化というものもあり得るのではないかなというふうに思った次第でございます。そういったと

ころもできれば検討していきたいと思います。

それから、鈴木委員がおっしゃいました1.5次化のところについて、十分考えていくことが必

要ではないかという御意見もごもっともな点でございます。もしかしたら、それは政策的にどう

解決していくかという話になるのかもしれませんけれども、白書の中でも検討してまいりたいと

いうふうに思っております。

それから、関委員の御意見で、離島で外部から人が来てそこに定住して良い取組をしていると

いう良い事例があれば御紹介するようなことができないか考えていきたいと思います。

それから、同じく女性の取組も、今年の白書でも山口県でしたか、萩大島船団丸の事例を紹介

させていただいたわけですけれども、また女性の活動で非常にいい取組があれば事例として御紹

介をしたいと思います。

それから、山田委員がおっしゃった補助金とかの関係ですけれども、もちろん補助金というも
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のは税金でありますので有効に使われなければならないということは、漁業に限らないんですけ

れども、漁業についても、漁業者の方の自助努力だけではどうにもならない部分というのがある

わけでございまして、そういったところをいかに政策的に補って支援をしていくかという観点か

ら補助金なりいろいろな融資なりの制度ができております。そこは十分対外的にも私ども説明で

きるものだというふうに思っておりますので、そういったことも考えていきたいというふうに思

います。

それから、中田委員がおっしゃった資源管理を白書の中でアピールしていくことによって、漁

業者もまたそれを自ら認識していただくということによって非常にいいスパイラルに入っていく

のではないかというのは、まさにおっしゃるとおりと思いますので、そこも反映をさせたいとい

うふうに思っております。

それから、大森委員がおっしゃった点もそのとおりと思っております。御指摘のあった第４節

のところでも、特に漁業への新規参入の方とか、そういったところにも光をあてて記述をしたい

というふうに考えております。

それから、平野委員からいただきました御意見につきましても、ちょっとどういった記述にな

るか検討をしてみたいというふうに考えております。

以上でございます。

○馬場部会長 ありがとうございました。

続きまして、パートⅡのほう、第Ⅱ章一般動向編の骨子案につきまして、資料の７ページ以降

につきまして御意見を伺いたいと思います。

○細川委員 私は流通のほうばかりやっているので、生産のことは余りよくわからないんですけ

れども、とりあえず白書を私個人が利用するにあたりまして、 初に思うのは、この白書は誰の

ために作っているのかというのがございます。漁村を支える云々だとか冒頭に出てきます。読

者は本当に興味を示すんだろうかというのが大きな疑問です。

それと、第Ⅱ章のほうにつきましては、私は小売りのほうでございますから、小売りからいい

ますと、小売りの現場で使っている原材料というのは大体６割近くが輸入物を使っているんです

ね。ですから、水産物の消費・需給をめぐるというところには、原材料がどこから入って、どん

な商品はどこで作られているのかというのをもう少し深掘りしていただけると助かるなと、読む

側として非常に楽しくなるのかなという気がいたします。

それから、国産の水産物でも同じなんですけれども、ある産地へ行きますと、原材料を確保す

るために北海道から九州まで、極端に言うと外から品物を集めてきて自分たちのところで何とか
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稼働させようと考えておられるわけですけれども、その辺のところの具体的な例も少し挙げてい

ただけると、読む側としてこれも興味を示すのかなというような気がします。以上の件につきま

して、26年度以降の我が国の水産動向の項には流通のところをもう少し詳しくお願いできればな

というふうに思います。

以上です。

○馬場部会長 ほかにはいかがでしょうか。

東村委員。

○東村委員 東村でございます。

純粋に質問になるかと思いますが、７ページの一番 初ですね、４つ目の「我が国における水

産資源管理制度」の一番 後「太平洋クロマグロの資源管理」、私、先週資源管理分科会に出た

ばかりなんですけれども、新たな資源管理方策が進んでいるという点は盛り込めるのかどうか。

それは資源管理のほうがどれだけ進むのかというのにもかかわってくるというか、それが進まな

ければ書きようもないのかなというふうには思いますけれども、現時点でどれぐらい書かれるこ

とを想定されているのか。

続けて、その一つ上、「個別割当て方式による資源管理」、今のところまだ自主的管理以外では

北部巻き網で試験的に行われていると思うんですが、これはどういった視点からこれを紹介され

る予定なのか、質問２点お願いいたします。

○馬場部会長 続きまして、ほかにはいかがでしょうか。

佐藤委員。

○佐藤委員 ８ページの一番下に、「水産エコラベル認証の動き」というのがございます。これ

はもっともっと紹介していただきたいことだと思います。読み物としてのおもしろさや関心を持

たれる内容はなにかと言えば、私たちが食べているものがどんなものなのかということに尽きま

す。みんな知りたいと思うことはたくさんあります。そこで、外国から来るものでも日本から

出ていくものでも、エコラベルが今どんなふうになっていて、どういうふうな状況ですよという

のがこれまでも書かれていますけれども、もうちょっと内容を詳しく書いていただけたら良いと

思います。

というのは、東京オリンピックに向けてあらゆる食品業界がいろいろな動きをしています。農

林水産省の中でも魚以外の食べ物については随分大きな動きがもはや始まっていますので、魚が

随分後になってしまっているなと心配をしておりました。ただ、この１カ月の間に水産分野でも

進んで、既存の「MELジャパン」は水産分野の表示ですけれども、農林の方たちと御一緒になっ



21

て東京オリンピックに向けての認証制度を整えているそうです。これで一安心は早いとは思いま

すが、まずはよかったなと思っているところです。

ちょっとすみません、話は第Ⅰ章に戻るのですが、６次産業化が非常に難しいというのは、こ

の間の視察で行ったときに現地の方がまさにおっしゃっていました。七尾の方たちが、本当にあ

てはまると思いました。日本には大きな漁業から小さな漁業までありますが、経営者と漁労の人

が別のマグロみたいな漁業種もあれば、経営者そのものが定置網の親方になって魚を水揚げしな

きゃいけない、そうすると売ったり買ったり交渉したり、新しい情報を仕入れてそこに持ってい

ったりというのがなかなか難しい漁業種類もある中で、漁業者自身が６次産業化に取り組むとい

うのは大変難しいなと現場でつくづく思いました。

とすると、ほかの産業の方たちをいかに巻き込むかというところにきっかけがあるのではない

か、それがこの白書に書かれていることが非常に大切ではないかと思うところでございます。そ

こでキーワードですが、「これからの輸出に向けて周辺の産業との連携」や、「地産地消の取組」

があげられます。ここにスーパーとの協力と書いてありますが、一番大きく毎日物が動くのは学

校給食です。どこの地域にもあります。それなのに、残念ながら地場の魚がほとんど使われてい

ないのです。伺いますと、さまざまな理由が出てくるのですけれども、使えない食材ではないん

ですね。

例えば、１月の給食週間のときには、どこの地域でも東京でも、工夫していろいろな給食をつ

くります。給食をお魚メニューにしたり、先ほど申し上げた鯨を入れたりされています。ですの

で、何かキーワードというのを入れるのも白書の大切な役目かと思いますので、ぜひ「他産業と

の連携の強化」という第Ⅰ章のところで、「輸出も見据えた活動」等、輸出という言葉をぜひと

も入れていただきたいし、「学校給食との連携」という言葉を入れていただきたいと希望すると

ころです。

以上です。

○馬場部会長 ありがとうございます。

そしたら、姜委員。

○姜委員 雑誌の「オレンジページ」というものを発行しております姜と申します。

私も先ほどの細川委員と一緒で、生産者サイドではちょっと発言を控えておりましたけれども、

消費という言葉が出ましたので、一言だけ申し上げます。

私ども年に24回雑誌を発行しているのですが、残念ながら平均購買率、魚の特集をすると低く

なります。なので、なかなか第１特集に魚の特集というのを持ってきづらいのが企業としての現
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状です。

その理由をアンケートで何度も尋ねていますけれども、第１位、４人家族で千円以内に食費を

魚で満足いく形で落とし込むのがなかなか難しいというのがあります。やはりお肉ですと、まと

め買いをし、なおかつボリューミーに作レシピというのを提案すれば、安いお肉でも何とか子供

たちがおなかいっぱい食べられるところがあるというところが、その魚の特集はなかなかしにく

いというところがあります。

この白書を、誰を対象に誰をマーケットにしているのかということを考えたときに、この魚の

消費の成長戦略というところをこの白書が責任を持って提案をしていくということであれば、通

常、株式会社が提供をする、目指しているソリューションとマーケットですね、マーケットは国

民、ソリューションはここに前編にあったいわゆる生産の拡大というところは十二分にわかりま

すけれども、その先の消費拡大というところに明確なターゲットがこの白書によって置かれるよ

うな文言があると、みんなに読んでいただける意味のある白書になるんではないのかというふう

に思いました。

以上です。

○馬場部会長 ほかにはいかがでしょうか。

では、関委員、次に千葉委員。

○関特別委員 今の姜委員の話と少し関わるかなと思うんですけれども、９ページのところで

「水産物の消費動向」の下に「食育の重要性」と「魚食普及に向けた活動の展開」というのがあ

って、このことについては白書でも事例が出されたりしてきていると思うんですけれども、やっ

ぱりいま一つ、ただやっているというだけで、それが本当に食育とか魚食の普及になっているの

かというのが常に私も疑問に思っています。漁村サイドで一生懸命活動されていることはすば

らしいことですし続けていくべきことなんですけれども、どうもその漁村の中でのやったねとい

う満足で終わってしまっている部分というのも非常にずっと感じているところです。

なので、本当にこういう活動について記述するのであれば、それがどういうふうな形で実際に

普及しているのかとか、具体的な結果が見えるものがあればそういうものを取り上げてほしいで

すし、そこに至るまでにいろいろな課題があるというのが現状だと思うので、じゃ、そういう厳

しい現状の中で課題がどこにあるのかとか、その中でこんな工夫をしている、ちょっと違うこと

をやってこんな結果が出たものがあればそういうものも取り上げてほしいですし、現状と課題み

たいなところを少し取り上げていくというのも必要なのではないかなというふうに思っておりま

す。
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○千葉特別委員 すみません、７ページの下から２番目なんですけれども、「野生生物等による

漁業被害」ということで、中身を少し質問したいのですが、海面、内水面とも被害ということで

終わっているのですが、それに対して今どういう取組をしているかというような内容は書かれる

予定でしょうか、それだけ少しお聞きしたくて質問いたします。現在の取組も書き込むようなこ

とをしていただければと思います。

○馬場部会長 続きまして、鈴木委員。

○鈴木特別委員 このどの節にも入っていないことなんですけれども、消費税について、水産の

消費がどういう影響を受けるかという記述が必要なのではないかなという感じがします。農水省

としてはもう関係ないと、これは財務省のマターだということであればそうなんですけれども。

例えば、つまらない話ですけども、軽減税率の対象で生鮮食品はどこなんだというふうに区切

りをつけたときに、丸の魚は生鮮で、冊以降が加工食品なのか、刺し身に盛りつけたら加工食品

なのかという笑い話みたいな話があって、こういうことは実際に現実の現場にはあるので、そう

いうことをやはりちゃんと見据えて消費税に対しての議論、水産物への消費の影響というのも何

か触れていかなければいけないような気がするんですけれども、一つの意見でございます。

○馬場部会長 浜田委員、お願いします。

○浜田委員 浜田でございます。

食育をしておりまして、また現在、調理師専門学校で調理師の卵を教えておりますので、この

学校給食等での食育の重要性のところについてもう少しページを割いていただけたらと思うんで

すが。

この学校給食に魚を導入するということの難しさは、先日インターナショナル・シーフードシ

ョーの水産庁のブースでいとう漁協の方が講演をされていて、いかに伊東市の小学校の学校給食

に魚を導入してもらうまでが大変だったかという御苦労をお話しされていましたけれども、まず

食育ということを考えたらば、１人１尾、丸で出して、お魚というのはこういうものだというふ

うに見せることが一番であるとは分かっていながらも、現場でお魚をさばける人数が確保できな

いですとか、そういう人員的な問題と、あとは鱗を剥いで内臓を出すので、残飯の処理の問題な

どいろいろあって、端的に言うと嫌がると、現場が嫌がる傾向にあると。いとう漁協さんはどう

したかというと、漁協でありながら、まずすり身にして、冷凍をして、加工までして納品を提案

したところ、いや、それでも使いづらいと言われて、では、もう臭みを消して下調理をして、ト

マトソースと合わせて、これをパスタに混ぜればサバのすり身のトマトソースのパスタができる

という状態にまで、漁協でありながら２次加工、３次加工ぐらいまでして納品をしたところ、よ
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うやく学校給食に導入できたという事例がありましたので、現場サイドの意識が相当お魚を受け

入れづらい方向にあるんであろうなと、それが全国津々浦々であるとすると、全国の学校給食に

なかなか魚の導入がなされないんであろうなという感じを受けますので、そういった問題点も明

らかに、重要なことはわかっているんですが、では導入されない問題点とか障壁というのはどこ

にあるのかというところを明らかにしていただきたいなというふうに思います。

それから、現在、少子化が叫ばれていますけれども、私が教えている学校には500人の18歳か

ら20歳までの調理師、シェフになりたいという若者がおります。この学校で、生徒に100人いた

ら100人に、お魚３枚におろせる人と聞くと、100人が手を挙げます。100パーセント手を挙げま

す。ところが、ある一般的な消費者へのアンケート調査によりますと主婦と呼ばれる人100人を

対象に、お魚３枚におろせる人と聞くと、手を挙げたのは19人だけだったというアンケート結果

がありました。つまり、20人に満たない。これを漁業者さんに聞くと、一般の主婦の人でお魚３

枚におろせる人ってどれぐらいいると思いますかと聞くと、少なく見積もっても５割か６割ぐら

いかなというふうに答えるんですね。そこに意識の差がかなりあるなというふう思います。

ですので、今我々30代後半、40代世代は第２次ベビーブームで一番人口が多い世代、その子供

たち世代を私は今学校で教えていますので、その30代、40代の親世代にまず魚に対する意識を高

めないと、その次の世代にも伝わらないですし、さらにその下の世代というのは今もう本当に少

子化になっていますので、なかなか魚食というのが普及しない原因の一つになってくるだろうな

というところが見えてきています。

ですので、私が学校で常日ごろ活動する中で言っていることは、魚食界でいうと、魚を３枚に

おろせる人はホープなのだから、同世代の人や自分より年下の人に対して魚のおろし方を教える

ような活動に力を入れてやっていきましょうと、学校としてもそういう現場を多く設けて、18歳

から20歳ぐらいの学生に高校生に対して魚のおろし方を教える、小学校や幼稚園に出前授業をし

て、18歳から20歳ぐらいの子が魚のおろし方を教えるという現場を多く設けております。それに

よってより自分と年の近い人が魚をおろせるという光景を見た子供たちというのは、自分たちも

もっとという意欲を持ちますし、それを見ている周りの30代、40代、50代の大人は、19、20歳の

人たちができるのに自分はできないという恥ずかしさから、今からでも遅くないもうちょっと頑

張ろうというふうに意欲を持ってもらえるというのがあります。この「学校給食等での食育の重

要性」と、なかなか広まらない課題、それから「魚食普及に向けた活動の展開」については、世

代間の意識の差であるとか、世代間もそうですが、家庭間の差も非常に大きいなというふうに思

います。
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調理師を目指している子供たちの家というのは、しっかりと食べさせて育てた御家庭が非常に

多いものですから、小さいころから食べていたものを聞くと、お魚が食卓に上る機会が多かった

ので、小さいころからお手伝いをする中で魚の食べ方や調理の仕方を覚えたという子供が非常に

多いですが、それ以外の、学校に非常勤で教えに行きますと、小さいころから切り身の魚しか見

たことがない、冷凍の魚をレンジでチンして食べていたという家庭が案外多いと感じるのが現状

で、なかなか食育といいましても、家庭間の格差というのも多いのが現代の課題なのかなという

ふうに思います。魚食普及に向けた問題というのはいろいろな面があろうと思いますが、それぞ

れについてもう少し細かく言及をしていただければ今後の課題が明確に見えてくるのではないか

なというふうに思います。

○馬場部会長 ありがとうございました。

はい、じゃ１点だけ。

○中田特別委員 ７ページです。資源を増やす取組で種苗放流というのが書かれていて、その下

の漁場環境というところに藻場・干潟の保全というのが書かれていて、その間に気候変動の漁業

への影響と沖合の話が出てきます。

できれば、その種苗放流というのは種をまく、その畑をきっちり整えるという、その２つがあ

って初めて増えるという取組になると思いますので、そこを何とかうまく種苗放流のところにも

書き込むようなことをしていただければと思います。

○馬場部会長 ありがとうございます。

申しわけありません。時間がもうなくなってきましたので、ここで御回答いただける部分でお

願いしたいと思います。

○企画課長 ちょっと時間でございますので、簡単に御回答申し上げます。

細川委員から、誰のためのものなのかという御質問もあったんですけれども、毎年こういうふ

うに我々書いて、なるべく多くの国民の方々に読んでいただいて、現在の漁業あるいは水産業を

めぐる状況それから課題について国民の理解を深めるということなんですけれども、なるべく多

くの国民の方々に興味を持っていただけるような読みやすさの工夫とか、そういうような事例を

入れるとか、コラムを入れるとか、工夫をしてまいりたいと思っておりますので、ぜひ御理解い

ただきたいと思います。

その他御指摘の点は、なるべく生かせるようにしていきたいというふうに思っています。

それから、東村委員の太平洋クロマグロの件ですけれども、恐らく来年の２月、３月ごろが

終稿になるので、その時点までで書ける内容で書いていくということになるかと思います。
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それから、個別ＩＱについては、試験操業の状況とか、それからいろいろこれは賛否が分かれ

るところでありますので、メリットとかデメリットとか、そういったことを明らかにしていくと

か、そういったことを考えております。

佐藤委員の御指摘で、水産エコラベル、これはこれから非常に重要になってくると思いますの

で、しっかり書き込みたいというふうに思っております。それから、おっしゃっていたキーワー

ドなんかもどういったことが書けるか工夫をしてみたいと思います。

それから、姜委員がおっしゃったお話はごもっともでございまして、なかなか魚は厳しいとい

うのもあるんですけれども、例えば魚の消費の成長戦略とかいうことになると通常の中で扱うの

はなかなか重たいので、例えば来年以降の特集の課題にするとか、そういった取り組み方もある

のかなというふうに考えております。

それから、関委員の御指摘で、魚食の普及活動が、それが結果どういうふうになったかという

のはなかなかこれは検証するのが難しいので、ちょっとどこまでできるか、個別具体的な事例と

いうことかもしれませんけれども、ちょっと考えてみたいと思います。結果がどうだったのかと

いう言い方と、あるいは一生懸命やっているから現在のような消費量になっていると、そういっ

た考え方もあるのではないかと思いますし、ここは工夫をしてみたいと思います。

それから、千葉委員の御質問ですが、被害でとどまらず取組内容についてももちろん触れたい

というふうに考えております。

鈴木委員の消費税の話でございますが、これはちょっと政府の公式文書になるので、そこは書

くのは難しいかなというふうに考えております。

それから、浜田委員もたくさん御指摘をいただきましたけれども、魚食普及に向けた課題につ

いていろいろ御指摘も踏まえて、整理をしてみたいと思っております。

それから、中田委員の御指摘も反映させて整理したいと思っております。

以上です。

○馬場部会長 ありがとうございました。

時間が過ぎていますけれども、この辺で本件の審議を終わらせていただきたいと思います。事

務局の方には、ただいま出されました意見等を踏まえて、白書の作成に向けた作業を進めていた

だきますようお願いします。よろしくお願いします。

それでは、事務局から何か報告事項がありましたら、お願いします。

○企画課長 本日、たくさんの委員の皆様方から非常に有益な御意見、御質問を頂戴いたしまし

た。それを 大限生かして、白書の原案の作成に今後あたってまいりたいと考えております。
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次回の企画部会は、前回スケジュールを御了解いただいておりますけれども、来年２月中旬ご

ろに開催をさせていただきたいと考えております。そこで１次案を御提示して御審議をいただく

ということでございます。また、日程につきましては改めて調整をさせていただきたいと思いま

す。

本日はまことにありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

事務局からは以上でございます。

○馬場部会長 ありがとうございました。

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。

ありがとうございました。


