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○企画課長 それでは、時間となりましたので、ただ今から水産政策審議会第57回企画部会を開

催したいと思います。

開催に当たりまして、漁政部長の水田からご挨拶を申し上げます。

○漁政部長 水産庁漁政部長の水田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

第57回の企画部会ということでございます。開催に当たりまして一言ご拶を申し上げたいと思

います。

まず初めに、本日ご出席の委員並びに特別委員の皆様方におかれましては、日ごろより水産行

政の推進に当たりまして多大なるご協力をいただいているところでございます。この場をお借り

申し上げまして厚くお礼申し上げたいと思います。

さて、前回の企画部会でございますけれども、昨年の12月２日ということでございまして、こ

の白書につきまして構成ですとか、内容の大枠につきましてご議論いただいたところでございま

して、今日の企画部会におきましては、それを踏まえまして白書の中身を作成いたしましたので、

それについてご審議をいただくというものでございます。

第Ⅰ章の特集テーマにつきましては、活力ある漁村の創造と漁業経営ということでテーマを設

定させていただきまして記述させていただいているところでございまして、現在の漁村の置かれ

ている状況ですとか、あるいは地域経済におきます基幹産業でございます漁業の果たす役割です

とか、あるいは漁業を取り巻く状況の変化、それを踏まえてその変化に対応していくための取組

ですとか、あるいは漁村の活性化のためにどういったことが必要かと、こういったことについて

さまざまな角度から分析をさせていただいているところでございます。活力ある漁村の創造と漁

業経営の実現に向けまして必要な方策を考察するということで第Ⅰ章を書かせていただいており

ます。

また、第Ⅱ章につきましては、その第Ⅰ章の特集に書いてあること以外の重要な事項につきま

して網羅的に分析をさせていただいているというものでございます。委員並びに特別委員の皆様

方、今日は限られた時間でございますけれども、忌憚のないご意見を賜りまして、ぜひとも闊達

なご議論をいただく中でしっかりとした白書にしてまいりたいというふうに考えておりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。

○企画課長 本日の会場は、委員の皆様の前にマイクが設置されておりません。ご発言の際には

事務局の方でマイクをお持ちいたしますので、挙手をいただいてそれからご発言をお願いしたい

と思います。

それでは、委員の出席の状況についてご報告をいたします。水産政策審議会令第８条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11名中９名の皆様がご出席で
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ございまして定足数を満たしております。本日の企画部会は成立していることをご報告申し上げ

ます。また、特別委員は11名中10名の皆様がご出席されております。

水産政策審議会につきましては、水産政策審議会令議事規則第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。

では、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

配付資料といたしまして、資料１、資料２、２つございます。資料１が「平成27年度水産の動

向」「平成28年度水産施策」概要（案）というものでございます。資料の２が「平成27年度水産

の動向」（一次案）というものでございます。よろしいでしょうか。

もし、カメラでお撮りになっている方がいらっしゃいましたら、ここまでにしていただきます

ようお願いを申し上げます。

では、馬場部会長、議事進行をお願いいたします。

○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年度水産白書の概要（案）」となっています。この部会の後にご予定の

ある委員さんもいらっしゃるとのことですので、円滑な議事の進行に努めてまいりますけれども、

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

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 資料をご説明いたします。

白書の本体の方は資料２の厚い方になるのですけれども、かなりの分量がございますので、資

料１の概要版を使ってご説明を申し上げます。

１ページをごらんいただきたいと思います。

第Ⅰ章の特集、活力ある漁村の創造と漁業経営、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ございます。

まず（１）におきましては、現在の漁村の置かれている状況について触れております。漁村は

海岸線にくまなく存在し、海岸線の平均5.6キロごとに漁業集落が存在していると。それから漁

港背後集落の約２割が離島、３割強が半島地域に存在しておりまして、その多くが災害に対して

脆弱な場所に立地していると。また人口の35％が65歳以上と高齢化率も平均より高いのですけれ

ども、地域おこし等の取組によって半島とか離島においても高齢率の低い集落もあるということ

でございます。

１ページの下の方に（２）漁村と漁業とございます。ここでは漁業は漁村の地域経済を支える

基幹産業であって、漁業が存在することによって多くの関連産業が営まれていて、これによって

漁村の地域経済が担われているというふうに整理しております。
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次、２ページに行っていただきまして、（３）遠洋・沖合・沿岸漁業のそれぞれが地域経済に

果たす役割とございます。

遠洋漁業、沖合漁業、これら水揚げが非常に多いので、大きな漁港に水揚げされると。水揚地

では流通業、倉庫業、加工業、こういった関連産業が大規模に集積して水産都市が形成されてい

るなど、地域の代表的な産業になっているということであります。沿岸漁業におきましては、そ

ういった大規模な関連産業の集積にはつながらずとも、特色豊かな魚介類を供給し、漁村の地域

経済を支える重要な産業になっているという記述をしております。

真ん中のあたりに（４）とございまして、多面的な機能を担う漁業・漁村とございます。

漁業・漁村におきましては、水産物の供給という本来的な機能だけではなくて、自然環境を保

全する機能、国民の生命・財産を保全する機能、それから地域社会を形成・維持する機能などの

多面的な機能がございます。これは定量的な評価が可能なものだけでも年間約9.2兆円程度の評

価があるというというような試算もなされておるところでございます。こういった機能は、やは

り漁村に人が住んで漁業が健全に営まれる。こういったことを通じて発揮されるものでありまし

て、漁業者だけではなくて、広く国民一般が裨益するというものでございます。

３ページに移っていただいて、第２節漁業を取り巻く状況の変化と漁業経営というところでご

ざいます。

（１）漁業生産をめぐる状況の変化について記述しております。

戦後、我が国の漁業は、高度経済成長の中で大きく発展いたしました。動力漁船の導入が進ん

だり、操業海域が遠洋まで拡大、生産量も大きく増加したというところでございます。しかしな

がら、昭和50年代に入りましてから魚価の急上昇が止まる、あるいは各国の200海里規制によっ

て遠洋漁業が漁場を喪失する、こういったことがありまして、だんだんと漁業が厳しい時代に入

っていくということでございます。

こういった状況を背景として我が国の周辺海域での持続的な資源利用の重要性、こういったも

のが認識されて資源管理の取り組みが本格化してきたということでございます。

それから、真ん中あたりでございますが、国際経済とのつながりの深まり。例えば円高を背景

とする輸入水産物の大幅な増加、それから原油や魚粉の国際価格の動向。これが我が国の漁業経

営にもダイレクトに影響するようになってくるということなど、国際経済とのつながりを意識し

た経営が求められるようになっておるという記述をしてございます。

それから、漁業者の高齢化と後継者不足。これも漁業生産をめぐる大きな状況の変化と言って

よいかと思います。

３ページの下の方にグラフがございます。漁業就業者数、大分過去からの推移を追っておりま
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すが、長期的にかなり減少傾向にございますけれども、この中でも高齢化の進行というのは鈍化

しつつあって、若い漁業者の割合というのは徐々に増加しているという状況でございます。

次４ページに進んでいただいて、（２）水産物消費をめぐる状況の変化というところでござい

ます。

この４ページの上の方の左側のグラフは、１人当たりの年間の魚介類の水産物の消費量を示し

たグラフでございます。これは経済発展に伴ってずっと上昇基調で来たものが次第に横ばいにな

って、平成13年をピークとして、その後大幅に減少してきているという状況でございます。特に

若い世代ほど魚より肉を食べる傾向があると。それから若者にとどまらず、ほぼ全ての世代で過

去15年間に魚介類の摂取が減少していると。一方、肉類の摂取が増加しているという状況でござ

います。

それから、今、いろいろ取り沙汰されております我が国の人口の減少。これもトータルで見る

と水産物の消費量には減少という方向で影響を与えるものであろうと考えております。

真ん中のあたり、消費行動の変化でございます。

消費者の消費動向を見ますと、収入が減少する中で食料品に対する支出も減少をしております。

そういった中で価格を重視する経済性志向が高まる傾向にあると。それから、これは以前からで

ございますけれども、食の外部化、外食とか中食、こういったことも定着しつつある状況にあり

ます。また、加えて調理の手間を省略する食の簡便化志向も高まっている傾向にあるということ

でございます。

日本食だけでなく、漁村やその伝統文化、こういったものも消費ということに結びつけて考え

られるであろうということで、ちょっと下の方に記述しておりますけれども、漁村の伝統文化、

あるいは漁村の伝統的な魚食文化、こういったものは訪日外国人観光客、こういった方々を引き

つける有力なコンテンツであろうと考えられます。これを有効に活用して水産物の消費につなげ

ていくということも十分に考えられるのではないかということを記述しております。

（３）で漁業経営の状況の変化について整理しております。

すみませんが、資料２の厚い方の28ページをごらんいただきたいと思います。

この28ページの上の左側の棒グラフになりますけれども、これはかなり長期間の沿岸漁業の漁

家の経営状況を追ったものでございます。これを見ますと、漁労収入が大きくは伸びなくなって

きている中で、漁労支出が増加傾向で推移しているため、差し引きの漁労所得、青いところです

ね、これが伸び悩みの状況にあるというのが、ざくっと言った経営状況の推移ということになり

ます。

それからその下の比率をあらわす棒グラフですけれども、漁業のコスト、漁業支出の内訳の変
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化を分析したものでございますが、これを見ると油代、燃油代のコストに占める比率が、徐々に

大きくなってきているのが見てとれようかと思います。それから一方で減価償却費、これはオレ

ンジのところですけれども、減少傾向にあって、設備の更新が停滞している状況ということが言

えようかと思っております。

またもとに戻っていただいて、５ページになります。

５ページの上の方に漁業就業者当たりの生産性の変化とございますが、就業者１人当たりの生

産性という形で計算をしてみると、これは増加傾向にございます。

一方で、漁業生産として一定のまとまった量を確保していくということも国民への安定供給と

いう観点からは重要でございますので、資源を適切に管理しつつ漁業者の確保を図りながら生産

性を向上させていくということが重要ではないかというふうに整理しております。

そして第３節、漁業振興を通じた漁村の活性化というところになります。

（１）で漁業経営力の強化についてまとめております。今後経営基盤の脆弱な沿岸漁業を中心

として、漁業者が自律的・主体的に経営力を強化し、収益性を向上させていくということが非常

に重要ということをまず書いておるところでございます。

その下の赤枠のところは、去年の秋に委員の皆様にご視察いただきました石川県の鹿渡島定置

の事例を参考として書いているところでございます。

先ほど申しました自律的・主体的な漁業者の取り組みという点では、５ページの一番下の箱の

ところにあります、浜の活力再生プラン、こういったものに地域の漁業者が取り組んでいるとこ

ろでございます。この浜の活力再生プランというのは、この箱の中の最初の丸のところにござい

ますように、漁業所得を５年間で10％アップするということを目標として、それを実現するため

の方策を地域の漁業者等が自ら考え、行動計画を策定して自ら実施するというものでありまして、

その具体的なプランのイメージは６ページの上の方に書いております。

収入向上の取組例としてこういったものがあると。資源管理をしながら生産量をふやす、魚価

向上や高付加価値化を図っていくと。それからコストの削減の取組例としては、省エネとか協業

化による経営合理化、こういったことをプランの内容としているものが多いということであって、

この下の赤枠２つで長崎県と兵庫県でそれぞれプランの事例を挙げておるところでございます。

６ページの下のところになりますけれども、経営体にとって漁業従事者の不足というのは、経

営力の脆弱化を招く大きな要因でありまして、共同化・協業化、こういったものが今後重要な選

択肢になってくるのではないかということを述べております。これによりまして、操業の効率化

を通じて必要な従事者数が確保されれば、収益力の向上とともにコストの削減も可能となって経

営力の強化につながるということが期待されるということでございます。それから、こういった
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取組は何にもまして漁業者の自律的な、主体的な取組として行われることが重要であろうという

ふうに考えております。

６ページの一番下のところになりますけれども、地域全体で見た漁業経営力の評価という観点

では、資本力のある企業の漁業への参入、こういったものも非常に意味のあることでありまして、

実際クロマグロ養殖などを中心として企業参入が進んでいるということを紹介しているところで

ございます。

次に７ページの方に行きます。

（２）のところで地域資源を活かした漁業の振興というところでございます。

漁村の地域資源には水産物だけではなくていろいろあるわけでありまして、漁村の景観、市場、

お祭り、伝統的な食文化、それから海水浴等のレジャー、こういったさまざまなものがございま

して、これらをうまく活用して漁業・漁村の活性化を図っていくということも一つあるのではな

いかということを記述しております。

真ん中のあたりになりますが、これも同じく昨年委員にご視察いただきました西海丸、回転寿

司のお店ですけれども、これをご紹介させていただいております。

７ページの一番下の箱のところでございますけれども、獲るだけの漁業からの脱却ということ

でございますが、近年、付加価値向上を目指してさまざまな工夫を漁業者の方がなされていると。

それから体験漁業などによって漁業現場に対する理解を深める、こういった取組も活発化してい

る、こういう工夫を消費の現場までつないでいくと。また、消費者のニーズを漁業現場に吸い上

げて的確にフィードバックしていく。こういう取組によって、付加価値の向上が実現するものと

整理しております。

このためには、これまでのように獲るだけの漁業といったものから一歩踏み出して、脱却をし

て、体験漁業とか、こういう地域資源を活用しながら流通消費に積極的にかかわっていくという

ことが必要ではないかという整理をしております。また、それに当たっては異業種の学校給食

等々含めた関連産業と密接な連携も有効であろうというふうに整理しております。

８ページに行きますと、６次産業化について記述しております。

６次産業化、漁業の場合は農業に比べるとそれほどは進んでいないというのも、漁業ではハー

ドルが高いと思われがちなためであろうと考えておりますけれども、必ずしも新技術とか、新た

な設備投資が必要なわけではなくて、伝統的な技術とか、伝統的な調味料などの地域資源を活か

した身近な工夫によって６次産業化を捉えていくと、こういったこともあるのではないかという

考え方を提示させていただいております。

また、漁村の伝統的な魚食文化の伝承が地域によっては困難となっているところもございます
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ので、そういうところでは地産地消という形でこれを守り、活用していくということもあるので

はないかと思います。

それから９ページに進んでいただいて、輸出拡大に向けた取組とありますけれども、これも地

域資源である水産物を輸出につなげていくといったこと、それから、都市住民や外国人観光客、

こういった方々を漁業体験とか観光、こういった地域資源を活用して取り込んでいくこと、こう

いった前のページから幾つか書いてあるようなことが地域資源を活用した漁業振興の取組として

考えられるのではないかということを記述しております。

それから、９ページの第４節、活力ある漁村の創造と漁業経営の実現に向けてというところで

ございます。

（１）漁村への人の環流でございます。下の箱の一番下の丸のところでございますが、漁村の

地域の活性化を図っていくには、まずは核となってどういう対策を打っていくかを考える、こう

いった人材は当然必要なのですけれども、それを実行に移していく協力者、これをしっかり確保

して適切な実施体制をつくることが大切だということを記述しております。

それから10ページに行きまして、世論調査の結果というものが書いてございます。これを見ま

すと、農山漁村への定住の願望がある方に、どちらかというとあるという方を加えますと31.6％

と30％強ございます。さらに言うと若い世代の方でも田舎の生活に関心のある人は非常に多いと

いうことがわかっております。これを本格的な定住につなげていくには、漁村において生活を支

えるだけの所得が得られる職業があるかどうか、これが大きな問題になるわけでありまして、そ

こは漁村の基幹産業である漁業、そこから関連産業が雇用の受け皿として機能できるかどうかと

いうことにかかってくるのではないかと思います。漁業側が就業者不足、担い手不足で苦労して

いる場合もございますので、就業を希望する若い方とのマッチングを進めていくということが今

後重要になってくるのではないかと考えております。

それから10ページの下の方で（２）女性の地位向上と活躍ということを記述してございます。

漁村で女性が地域の重要な意思決定にかかわる機会というのはいまだ限定的ではございますけ

れども、コミュニティで女性は非常に重要な役割を果たしておられると。それから消費者、生活

者としての女性の視点というのも地域の振興という観点からは非常に重要であろうということ。

それから女性の社会生活と家庭生活、これを両立するための支援を充実させていくと。これとと

もに地域の意識を変えていくことも重要であり、さらには女性にも男性とともに地域の将来を自

ら担っていくという意識を持っていくということも必要であるという整理をしております。

次に11ページに行きまして、（３）では、こういった地域活性化の取り組みをやっていく際の

地域のまとめ役、調整役、旗振り役として漁業協同組合というのは大きな役割が期待されるとい
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うことを書いております。

それから（４）では安心して暮らせる安全な漁村づくりといたしまして、防災機能の強化、減

災対策の推進。下水道、道路など若者が定住できる生活基盤の整備。生活インフラの長寿命化に

ついて記述をしております。

さらに（５）でございます。

まとめ的なものでありますが、我が国の食文化である和食を守り、後世に伝えていくためには

漁村が漁業を通じて多彩な魚介類を供給し続けていると。これをいま一度再認識していただいて、

漁村を次世代につなげていくことが重要である、それに当たっては、まず各地域における自律

的・主体的な取組があって、それを国民全体として応援しつつ、行政としても必要な支援を行っ

ていくことが重要であるということでまとめとしてございます。

ここまでが第Ⅰ章でございます。

次、第Ⅱ章、平成26年度以降の我が国水産の動向というところでございますが、これは毎年度

の動向を網羅的に記述しておるものでございますので、重要な点にポイントを絞って説明をさせ

ていただきたいと思います。

まず、12ページの（１）のところで、資源管理の必要性ということと、それから（２）で我が

国周辺水域の水産資源の状況ということを記述しています。

資源水準を見ますと、52魚種84系群という例年評価をして公表しているベースでは高位、中位

のものが合計50％、それから低位のものも50％ということで、ちょうど半々の円グラフになって

いるわけでございますが、我が国の漁業とか国民生活上重要な16魚種37系群ということで、もう

少し対象を重要なものに絞り込んで見てみるとどうかというのがその下のものでありまして、高

位と中位が62％、低位が38％ということになっております。こういった物差しでここ数年見てみ

ますと、大体重要魚種の資源水準はその６割から７割が中位または高位ということになっておる

ところでございます。

次、13ページをごらんをいただきたいと思います。

13ページの真ん中あたりに（４）我が国における水産資源管理制度について記述しております。

資源管理の手法はこの①から③にありますような３つの手法があって、こういったさまざまな

手法を組み合わせて適切な資源管理を行っているということでございます。インプットコントロ

ール、テクニカルコントロール、それからアウトプットコントロール、こういったものを適切に

組み合わせた資源管理が行われているわけでございます。

14ページに進んでいただいて、一番上にＴＡＣ制度という記述がございます。平成８年から年

間の漁獲可能量を設定して漁獲量を管理するＴＡＣ制度が実施されております。現在、これにつ
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いてはその対象を拡大する方向で検討が行われているところでございます。

その下のところにＩＱ方式の記述がございます。このＩＱというのは、ＴＡＣを漁業者あるい

は漁船ごとにさらに割り当てて管理をする方式でございます。これにつきましては、メリットと

デメリットがそれぞれございますので、全ての魚種に適用できるわけではありません。したがっ

て、その効果とか課題を魚種ごとに総合的に勘案した上でその実施の是非を考えていくことが必

要になるわけでございます。現在、北部太平洋のサバ類の大中まき網漁船で試験的なＩＱ操業を

行っているところでございます。

それからその下の太平洋クロマグロの資源管理というところでございますが、太平洋クロマグ

ロについては、ＷＣＰＦＣという地域漁業管理機関での合意を国内的に遵守するための管理が現

在行われているということでございます。

それから下の方にウナギのことが書いてございます。ウナギについては、資源管理の強化が国

際的な急務ということもございますので、法律に基づいて内水面漁業の振興に関する法律という

ものが平成26年に成立しておりますけれども、この法律に基づいたシラスウナギの池入れ量の管

理の制限が行われているところでございます。

15ページに行っていただきまして、（５）漁業者による自主的な資源管理等とあります。我が

国の資源管理では先ほどの法令に基づく規制に加えて、漁業者によって自主的な資源管理があわ

せて行われているということが各国から見ても特徴的なやり方だというふうに評価をされている

ところでございます。

また、（６）資源をふやすための取組でございます。こういった取組としては、海面漁業、内

水面漁業での種苗の放流、それからフロンティア漁場整備事業等の沖合漁場の整備、こういった

ことがございます。

下の方で（７）水産資源を育む漁場環境でございます。この15ページから16ページにかけまし

て、漁場環境について記述してございます。気候変動の漁業への影響、藻場・干潟の保全の重要

性、内水面における漁場環境の再生、それから里海について解説しております。

下の方の（８）で野生生物等による被害ということをまとめております。

海面、それから内水面における野生生物の漁業被害は、トドとかブラックバスとかカワウとか

いろいろございます。この被害の状況とその対策について記述しております。

それから17ページでございますが、（９）で実効ある資源管理のための取組ということで、外

国漁船の取締りも含めて漁業取締りの状況について記述しております。

次に第２節に入っていきたいと思います。

（１）で漁業・養殖業の動向でございます。
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まず国内生産量でございます。平成26年度の国内生産量は前年度と同水準の479万トンとなっ

ております。生産金額はまだ公表されておりませんので、公表され次第記述したいと思っており

ます。

それから18ページの中ごろに漁業経営をめぐる動向とございます。この箱の中の２つ目の丸の

ところに沿岸漁船漁家とございます。ここの経営状況でございますが、収入は増加をしておるの

ですけれども、支出の方も同様に増えてしまっておって、漁労所得が９万円の増加にとどまって、

199万円ということになっております。ただ、これはあくまで平均値であるということに留意が

必要ではないかと思います。

その下の会社経営体、これで見ると漁労利益ベースでは赤字が若干拡大しておりますが、経常

利益ベースで見ますと1,000万円を超える黒字ということになっております。これは会社経営体

の場合は水産加工業等の漁労外利益、これが相当ございますので、トータルだと黒字の状況とい

うことでございます。

それから１個飛んで、その下の養殖業でございます。養殖業は例年漁労所得の振れが大きく、

これは需給変動が大きいということによるわけでございますが、近年は300万円から600万円とい

った程度で推移しています。26年は前年から35万円増加の541万円ということになっています。

それから19ページに行っていただいて、経営に大きな影響を与える要素として原油価格と魚粉

の輸入価格について記載をしております。いずれもまだ最新のデータまで更新されておりません

けれども、原油価格につきましてはご案内のとおり大幅に最近下落をしておるところでございま

して、大体20円台の前半というところでここしばらく推移をしている状況でございます。

それから魚粉の輸入価格の方は、世界的な餌需要の増大とか、それからペルーの魚粉生産量が

落ち込んでいるといったことから、高値で推移している状況でございます。

それからその下の漁業生産にかかわる人々でございます。就業者数、これはまだ27年の値が未

公表でございますけれども、26年度は17万3千人、それから右側の新規就業者数は1,875人、こち

らはそのうち40歳未満の方が７割となっております。

その下、エのところに漁業労働環境の確保とございます。ここもまだデータがこれからですけ

れども、いずれにしても漁業労働の安全性の確保、安全性の向上というのは非常に重要な課題で

あると考えております。

ライフジャケットの着用が転落者の生存に大きく影響するのですけれども、データでちょっと

ごらんをいただくと、20ページの上の段の２段目ぐらいのところに円グラフがございます。漁船

から海中転落をしてしまった方の生存率を見ますと、着用と非着用の場合で２倍以上の開きがあ

るということから、一層の着用の促進が必要であると考えております。
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その下の漁協をめぐる動向でございます。ここでは引き続き合併促進の必要があるということ

を記述しています。

その下の水産物の流通・加工をめぐる動向というところでございます。

水産物の流通では、産地、それから消費地に２つの卸売市場があるとございます。それから市

場外流通が増えている。さらに卸売市場の役割とか課題、水産加工業の動向について記述してご

ざいます。

特に水産加工業の課題といたしましては、21ページに進んでいただいて、上から２つ目の箱に

水産加工業の状況とございますけれども、この一番下の丸のところ、ここになります。漁獲量の

減少、それから地域で水揚げされる漁獲物の構成の変化。獲れるものが変わってくるということ

ですね。これは気候変動の影響などもあると言われております。これによって必要な量やサイズ

の加工原料の確保が困難となる場合もあり、近年では海外での水産物需要の増大や輸入価格の上

昇等から輸入による加工原料の確保も次第に困難になっている状況だという分析をしております。

それからその下のＨＡＣＣＰでございますが、ここでは３つ目の丸にありますように、ＥＵ向

けＨＡＣＣＰの認定の加速、これが急務だということで、26年の10月から厚労省に加えて水産庁

も認定主体になりまして、現在その認定が進んでいるという状況でございます。

その下、水産エコラベルの認証につきましては、この水産エコラベルというものは資源の持続

性に配慮して漁獲されたものであることを示すラベルを水産物に貼るというものであって、国内

では大水が中心になってやっておられるＭＥＬとか、それからＡＥＬ、海外では皆様お聞きにな

ったことがあろうかと思いますけれども、ＭＳＣとかＡＳＣと、こういったものが見られるとこ

ろでございます。店頭での商品選択を通じて資源管理に取り組む漁業者を応援する消費者が増え

ていくことが期待をされるところでございます。

次、22ページに進んでいただきまして、第３節、水産物の消費・需給をめぐる動きというとこ

ろでございます。

まず（１）水産物需給の動向でございますが、26年の国内消費仕向量を見ますと796万トン、

約800万トンでございまして、このうち79％が食用、21％が非食用で飼料、肥料向けということ

になっております。

（２）で消費動向について整理しております。

26年の１人当たりの消費量は対前年で微減の27.3キログラムということになっております。25

年度が27.4キログラムですから、0.1キログラムの微減ということになっております。一方、22

ページの一番下の右側の棒グラフを見ますと、生鮮魚介類の１世帯当たりの年間の支出額を黄色

い折れ線が示しておりますけれども、支出は近年増加傾向にございますので、消費者の方々の購
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買意欲自体は必ずしも低下しているわけではないという見方もあるのではないかと考えておりま

す。

また、左側のグラフに戻っていただいて、青い折れ線グラフが魚介類の消費量で減少傾向とい

うことなんですが、この赤が肉類を表示しております。よく魚が減って肉が増えたということを

言われるのですけれども、こういったデータで見てみると、そんなに肉も急激に増えているわけ

でもないと言えるのではないかというふうにとれます。まだまだ挽回は可能じゃないかと考えて

おります。

このほか、ＤＨＡとかＥＰＡとかよく言われます水産物のすぐれた栄養特性、それから学校給

食等での食育の重要性、魚食の普及活動の重要性、こういったものについても記述しております。

それから23ページに行きまして、（３）のところで水産物の輸出入の動向について記述するの

ですけれども、まだ確報値が出ていないのでちょっとまばらな感じになっております。輸出の方

は26年が2,337億円という数字になりまして、27年もまだ正確な数字は出ていないのですけれど

も、ざっと概算で計算してみますとさらに伸びる見通しでございます。この輸出拡大の取組とし

ては、昨年２月に発足した輸出拡大協議会、それからＨＡＣＣＰの取得促進とか、和食文化に対

する正しい理解の必要性、こういったことがあるということで本編の方に記述しております。

24ページの（４）、上の方ですけれども、ここで食用魚介類の自給率というものを紹介してお

ります。26年度の自給率は前年度と同じ60％となっております。

その下、第４節、水産業をめぐる国際情勢というところでございます。

（１）は世界の漁業・養殖業生産についてでございます。まだ、ＦＡＯの直近の統計が出てい

ないので空欄になっていますが、ざっと傾向を申し上げますと、その下にあるのが世界の漁船漁

業の生産量の推移でして、左のグラフのようにここ20年大体9,000万トン前後で横ばいで推移を

してきているということでございます。今後、さらに急激な増大が見込めるのかどうかというと、

なかなか厳しい状況ではないかと考えられます。

それから25ページに行っていただきまして、これは養殖の方の生産量を示したグラフでござい

ますけれども、このピンクのところが中国でございまして、この分だけ急激に増加をしていると

いうところでございます。主にコイとか、そういう淡水魚の養殖が主であるということでござい

ますが、現在、9,000万トン超の水準でございます。ただ、養殖も、養殖の適地とか、それから

適性な密度というものもございますし、漁場環境汚染、その他病気の発生といった制約がありま

すので、必ずしも青天井ということではないんだろうというふうに見ております。

その下の青い横長のグラフでございますが、これは一番上のところのちょっと薄いところが過

剰利用されている割合を示しておりまして、これは経年で見ると増加傾向にあるということでご
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ざいます。

それから（２）では水産物の世界の消費量について触れておりますけれども、世界的には水産

物消費量は増加の一途であると。その一方、我が国は減少しているという状況でございます。

26ページの真ん中あたり、（３）世界の水産物貿易でございます。

世界では水産物は、輸出商材としての位置づけになっておりますので、貿易量は増大する一方、

国際価格が上昇傾向にあるということを記述しております。

（４）では、ＴＰＰ協定の合意と政府の対応について記述しております。

ＴＰＰ協定交渉につきましては、昨年10月に大筋合意に至って、今年の２月４日に12カ国が署

名をしたところでございます。

ざっとその内容を申し上げますと、センシティビティが高いとされる海藻類、ノリとか昆布、

これについては関税を現行水準から15％削減した上で維持すると。それ以外の水産物は関税を撤

廃するということになっておりますが、主要な品目で長い期間をとって段階的に関税が削減され

ていくという条件を確保したところでございます。

それから逆に、我が国は下がりますけれども、各国の関税も下がりますので、輸出ということ

で見るとどうかということが26ページの、この３つ目の丸のところでございます。現在の輸出の

重点品目のブリ、サバ、サンマ、これらについてベトナムに対する輸出が非常に伸びているとこ

ろでございますが、このベトナムの関税が即時撤廃されるということになっておりますので、輸

出拡大の追い風になることが期待されるというところでございます。

こういった関税のアクセスの改善ということが行われますけれども、多くの水産物で現在の関

税率が10％以下の状況でありまして、加えて主要な水産物については長期の段階的な関税撤廃と

いう条件もとっておりますので、この合意による我が国水産業への影響は限定的であると見込ま

れるところでございますが、長期的には輸入水産物価格の下落も懸念されますので、生産性向上

といった体質強化対策、それから輸出の拡大によって新たな需要を開拓していくと、こういった

点に焦点を当てた国内対策を講じていくというところでございます。

次に27ページに進んでいただいて、（６）多国間の漁業協定について整理しております。

公海水域の水産資源を管理する地域漁業管理機関の動向について記述しております。特に、昨

年７月に北太平洋漁業資源保存条約が発効いたしまして、北太平洋でのサンマ、クサカリツボダ

イなどの多国間での資源管理の枠組みがスタートしたところでございます。

それから、（７）二国間等の漁業関係でございます。

ロシア、韓国、中国、台湾等との漁業関係について記述してございます。特にロシアにつきま

しては、本年１月以降ロシア200海里水域内でのさけ・ます流し網漁が禁止されることになって
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おりまして、それに伴う影響緩和対策を実施する、こういったことを記述しております。

それから（８）捕鯨をめぐる国際情勢ということで整理しております。

新たな南極海における捕獲調査、それから調査への妨害活動とそれらの対応、こういったこと

を中心に記述しております。概要版では、この中では半ページ程度でございますが、本文の方で

は約３ページぐらいを割いて記述しております。それから本文の方では、我が国の豊かなクジラ

文化についても触れておるところでございます。

28ページに行っていただきまして、第５節、東日本大震災からの復興に向けた動きでございま

す。

（１）では水産業・漁村の復興状況ということで、29ページをごらんいただきますと、水揚げ、

漁港、漁船、養殖、加工流通施設、がれきと、こういった項目に分けましてそれぞれ復旧・復興

の進捗状況につきまして数字で整理しております。

それから30ページをごらんください。

（２）原発事故への対応ということを記述してございます。

水産物の放射性物質調査によりますと、基準値を超える値が検出された割合は着実に低下して

おりまして、福島県では26年の７－９月期以降検出される割合は１％以下まで下がっているとい

う状況でございます。そのほか、福島県沖での試験操業の状況。それから福島県の産品に対する

根強い懸念があり、これを払拭するために引き続き情報提供に努めていく必要があるということ

を記述しております。

それから諸外国に対する情報提供、規制の緩和・撤廃の働きかけをずっと行ってきました結果、

輸入規制とか輸入停止措置をとっている国・地域は着実に減少しております。一方、韓国が25年

９月になりまして輸入規制を大幅に強化したということがございます。今後ＷＴＯ協定に基づく

紛争解決小委員会、パネルといいますけれども、ここでの手続を進めていくのとあわせて韓国へ

の働きかけを進めていく予定でございます。

それから31ページには、27年度の農林水産祭で受賞された方々の取組をご紹介しております。

それから32ページは、平成28年度において講じようとする水産施策の概要を記載しております

が、大きな項目と、それにぶら下がっている施策の体系を整理しているものでございますので、

詳しい説明は省略させていただきたいと思います。

私からの説明は以上でございます。

○馬場部会長 ありがとうございました。

事務局からご説明いただきましたけれども、時間の限りもありますので、審議を２つのパート

に分けて進めたいと思います。まず最初に第Ⅰ章の特集について審議を進めていただきます。そ
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の後、２つ目のパートとして第Ⅱ章、「平成26年度以降の我が国水産の動向」及び「平成28年度

水産施策」についてご審議いただきたいと思います。

なお、第Ⅰ章と第Ⅱ章は、先ほどの説明は資料１に沿っていただきましたけれども、審議はお

手元の資料２に沿ってご審議いただきたいと思います。水産施策は資料１の方です。

では、まず第Ⅰ章、特集についてご審議いただきたいと思います。ご意見のある方は挙手して

からお願いします。

○佐藤委員 佐藤でございます。丁寧なご説明ありがとうございました。

消費のことでございます。ここに出ているデータを拝見しますと、魚の消費は減る一方です

が、例えば昭和39年と現在を比べますと、あるいはその途中と比べても、日本の食卓では食べ方

が相当に変わってきていると考えられます。昔は魚屋さんがたくさんあって丸ごと魚を買って食

べていた人たちが、今は半製品になったもので食べる、あるいはレストランで食べる。ですから

食べ方がものすごく変わってきている現状を踏まえてお尋ねするんですけれども、データのとり

方が、この食料需給表というのは、現時点ではどんなデータのとり方になっているのでしょうか。

データというのはとり方が変わると比較ができなくなってしまうということもあろうかと思い

ますので、慎重になる必要はあると思うのですけれども、この食糧需給表になにか説明が書ける

のであれば、あった方がいいのではないかと思いました。この数字だけを見ると、ただただ水産

物を食べなくなったというふうに見えますけれども本当にそうなのでしょうか。例えばファスト

フィッシュの取組で認定を受けた、半製品になったものなどがこのデータに水産物として入って

いるのかどうなのかということも、このデータを拝見しながら気になってお尋ねする次第です。

繰り返しますが、私たちの現状の食生活とこのデータのとり方がどんな関係になっているのか

をまず、お尋ねしたいということと、データはこれからの施策の基本になっていくものだと思い

ますので、こういった表に説明が書き加えられるのであれば、ぜひとも加えていただきたいと思

います。

というのは、先ほどの説明の中で水産物の漁獲全体のグラフがございましたけれども、そのグ

ラフの中にイワシの生産量という説明データが加わっていたんですね。このイワシのデータは以

前はなかったものだと思います。かつて日本の漁獲高が高かったのは、イワシが非常に多く漁

獲されていたからだという声が随分あって、イワシの漁獲動向を示す数字もグラフの中に入る

ようになったのだと伺いました。ですので、説明が今回のデータでもグラフの中に入ることによ

って現状がよりわかりやすくなるのであれば、そういうグラフになっていくような検討があって

もいいのではないかと思い発言申し上げました。

以上です。
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○馬場部会長 回答は後でまとめてでよろしいですね。

ほかにいかがでしょうか。

はい、東村委員。

○東村委員 東村でございます。

先ほど魚の消費についてのコメントが佐藤委員からございましたので、それに関連して私の方

から少しコメントとした方がいいのか、内容でご判断いただければと思いますが。

資料の９ページ８行目「いわゆる大衆魚」という言葉が出てまいります。そして11ページには、

今度はそれに対応する言葉として「中・高級魚」という書きぶりがあるんですけれども、そうい

う言い方が従来非常に一般的であったことはもちろん承知しているわけですけれども、この第Ⅰ

章の中でもファストフィッシュであったり、ブランド化であったり、そういうものをなし遂げて、

かつての大衆魚が大衆魚じゃなくなっている場面もあったり、逆もあったり、タイが高級魚なの

かという状況にもあります。

また、私がこれを指摘したいと思ったページとして、水産物消費において経済性を求める。23

ページですね、消費行動の変化というところで、食品を選ぶ際に価格を重視する経済性志向も、

特に若い世代を中心に強くなっている。安い魚を食べたいという希望。それから逆に値段が高く

てもおいしい魚を食べたいという意向。さらに、食の簡便化を求めるという意向。これは１人の

人がいろんな志向を持っている場合もあれば、人によって異なっている場合もあるとは思います

が、こういうような消費の多様化が進んでいる際に、大衆魚と中・高級魚という、そういう分け

方があんまり現状にそぐわなくなっているように思います。

率直に申し上げますと、ここに大衆魚とか中・高級魚という言葉、文言そのものを入れる必要

性も余りないのかなということで、結論は結構そういうところへ行き着いてしまうのですが、コ

メント差し上げます。

すみません、ページがばたばたして申しわけございませんでした。

○馬場部会長 ほかにいかがでしょうか。

高橋委員。

○高橋特別委員 今年の水産白書の中で、ブランド化についてページ数を多く割いているので、

これが目玉なのかなと思い拝見していました。ブランド化は、当然、高額化する魚としてブラ

ンド化を求める訳ですから、全ての魚がブランド化をするということになってきますと、当然魚

の価格が高額になってきます。そうしますと、一般消費者の皆さんから敬遠されるというよう

なことも起こるということになると思います。

現在でも、魚の値段というのは決して安いものではないです。そのことが消費離れの一因をな



- 17 -

しているというような感じもいたします。ブランド化を求めて、それ以外は一般大衆向けの食材

として生産をしないと、消費ははかどっていかないんだろうというような気がいたします。これ

は各地域が取組んで白書の中に記載することは結構ですが、少なくとも白書ですから絞った形で

記載をしていただければなと思います。

○馬場部会長 あと１名、関委員。

○関特別委員 資料の84ページになりますが、経営状況の推移ということで、これは毎年年度を

更新しつつ出されている表だと思います。ご説明の中にもありましたが漁労所得が199万円とい

うような数字はかなり高齢の漁業者さんの所得も、若手の人の所得もみんな一緒にして全体の平

均を示しているということですよね。

そうすると、全体の平均はそうかもしれませんが、それを示して何をここから言おうとしてい

るのかが、ちょっとわからない。毎年思っていることなのですが、この数字は一体、読み手に何

を判断させようとしているのかということが、ちょっとわからないなという感じがしています。

もう一つは、これは何ページということはないんですけれども、震災復興ということで漁港の

復興状況は第Ⅰ章と第Ⅱ章の方で出てきているんですけれども、今回の白書は、活力ある漁村の

創造と漁業経営ということですね。私が読み飛ばしてしまっているのかもしれないんですが、で

は漁村地域としての復興であるとか、震災前後の変化であるとか、現在出てきている漁村地域と

しての新たな動きであるとかということの記述はどこにありますでしょうか。

○馬場部会長 まずここで一旦ご回答いただければと思います。

○企画課長 まず佐藤委員のご質問でございます。

22ページの消費量のグラフの数字がどういうものかということなんですが、これは元データが

資料のところにありますように食料需給表というものでございます。この食料需給表というのは、

我が国の食料の生産と消費をマクロ的にとらえた統計でございます。この場合は食用のものとい

うことになってきて、食用に仕向けられている水産物の数量、さらに申し上げると、魚ですと可

食部分、食べられる部分と食べられない部分があるわけでして、これは食べられるところの数量

を算出をして、そういうものとしてどれだけ水産物が仕向けられたかという、我が国全体のトー

タルの数量を人口で割った数字でございます。したがって、水産物の生鮮で食べるとか、あるい

は加工でもですけれども、そういったものに仕向けられたものは全て入ってまいりますので、フ

ァストフィッシュとか、そういった数量もこの中に入ってくるというところでございます。

それからもう１点、全体の生産量の数字の中でマイワシの数字が入っているというようなご指

摘もございましたけれども、確かにそういうものが非常に多かった当時、我が国の漁業生産量も

ピークを迎えていた時代であるのですが、それが丸々口に入る食用として仕向けられていたわけ
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ではなくて、そのうちのかなりが養殖の餌とか、そういった部分に仕向けられておったわけでご

ざいますので、ピークで1,300万トン弱生産量があって、じゃ、今500万トン弱なので日本人の口

に入る魚の量が半分以下になっているかというと、そういうことではないということでございま

す。

それから今申し上げたような説明は、22ページのところにどういう形で書けるか、ちょっと工

夫をしてみたいと思います。

それから東村委員の中・高級魚、それから大衆魚というところでございます。

一般的に言えば、こういうような言い方もあるのかなということでこの様に書いてみたわけで

ございますが、確かに大衆魚と言われるものの中で、とり方の工夫とか、品質・鮮度の管理によ

っては、非常に高い値段で売れるというようなものも出てきておりますので、区分が相対化して

いるというのはあるんだろうと思っております。ちょっと表現ぶりについては検討させていただ

きたいと思います。

それから高橋委員のご指摘で、ブランド化すれば値段が上がって消費との関係がどうかという

ことになりますけれども、あくまで消費者の方がそれは選択するものでございますので、消費者

に受け入れられないような値段では当然売れないわけでありますので、消費者に高く買っていた

だけるようなものについてはブランド化を図っていくということではないかと考えております。

そうなると当然消費される魚の大宗がブランド化されて値段が上がるというようなことはなかな

か考えがたいわけでありまして、ブランド化されたような魚を求める一部の消費者の需要に対し

て、その需要を満たすような形でそれなりの鮮度・品質のものを品質管理をして出していくとい

うことではないかと考えております。

それから関委員のご指摘でございます。

84ページの表は、端的に我が国の沿岸漁業の平均的な姿を示しているもの。それ以上、以下で

もないのですけれども、ただこれがみんながみんなこうなのかと思われると、それは必ずしもそ

うでもないので、先ほどのようなコメントをさせていただいたわけでございます。

それから、漁村の活力という前半の特集のところでありますけれども、当然先般の震災、津波

で被災された方の中には漁村関係もあるわけでございますが、そういったところにつきましては

まとめて第５節に記述させていただいております。例えば143ページで事例の上の方の三陸の番

屋群の再建とか、145ページの石巻の新施設となりました大きな市場ですね。こういったことな

どまとめて第５節の方に記述しているということでございます。

以上でございます。

○馬場部会長 まだ引き続き第Ⅰ章ですね、資料２では57ページまでですけれども第Ⅰ章につい
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てご意見を伺いたいと思います。

○東村委員 先ほどの魚の消費と話が異なることから、ちょっと先ほどまとめて質問させていた

だかなかった点がございます。

まず第Ⅰ章の書きぶりそのもの、今からどうだこうだと言うのも変な話なんですけれども、あ

くまでもこれはいろんな成功事例があって、それぞれ地域に応じて、例えばうちの漁村を活性化

したいなと考えている漁村の人が、いろんな事例を見て、もしくはいろんな文章を読んで、じゃ

うちはこういうのをやってみましょうという内容ということで理解しております。

でないと、すごく盛りだくさん過ぎて、これを全部やらないと漁村が活性しないのかと思う人

はいないとは思いますが、何かこういう、私読んでいて、圧倒されるような内容なんですね。そ

れぐらい成功事例がたくさんあって、読み方としては、この中のどこかを選べば自分は成功しそ

うという、いい意味での圧倒されるという評価でございます。

その中で、ちょっとまた細かい書きぶりになってしまって申しわけないんですけれども、28ペ

ージになります。ここに沿岸漁業における漁業者１人当たりの生産量は上がってきているので、

就業者当たりの生産性は向上してきていますよというのはいい情報だと思います。その下なんで

すね、一番最後の行に「水産資源を適切に管理しつつ、漁業就業者の確保を図りながら、生産性

を向上させて」というこの３つを同時にしなさいというのは、かなり何というか、やらなきゃい

けないことだと思います、実際には。でも、すごく大変なことだと思うんですが、量的な面で、

例えばこれぐらいの規模の漁村ならば、漁業就業者はこれぐらいいるといい、生産性はこれぐら

いを目指して、水産資源は大体、まあこれは割と資源学的に出てきそうな気がしますけれども、

そういうような具体性があればいいかなと思いますが、これも地域ごとによってかなり異なると

いうのは承知しています。

ついでだからもう一つお願いします。先ほども申し上げましたように、すごくたくさんのさま

ざまな取り組みが行われています。中には仲よしクラブで終わってしまって、次世代へうまく橋

渡しができていない事例もあるやに聞いています。そこの連続性というものの重要性。そのため

には若い人が入ってこないと困るし、もしくは横のにも広げていかないと困るしというような視

点が少し、ごめんなさい、いろいろ書いてある中にはあるのかもしれませんけれども、そういう

連続性という点がやや現在の取り組みの弱い部分かなと考えておりますので、仲よしクラブで終

わらないような何かそういうものがあればいいかなと考えています。

２点です。ありがとうございます。

○馬場部会長 ほかにいかがでしょうか。

はい、高橋委員。
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○高橋特別委員 49ページの一番下に、（漁業労働の負担を軽減するための新しい技術）と書い

てありますけれども、できれば、沿岸、沖合、遠洋と区分けをして記載をしていただければと考

えます。この３つの海域については、やはり使用する船も違いますし、また漁労内容が違うこと

から、区分けをして最近の技術の進歩に伴って軽減化もしてきている。そういう意味では１人当

たりの生産性も上がってきている。これは機械化によることだと思いますので、その辺も区分け

をして書いていただければ、インパクトが強まるではないのかなというように思います。よろし

くお願いしたいと思います。

○馬場部会長 ほかにいかがでしょうか。

浜田委員。

○浜田委員 浜田でございます。

私もこの中にブランド化という言葉が多く出てきているところに着目をいたしました。

この魚を始めとしたブランド化が言われるようになってかなり久しいと思うんですが、ブラン

ド化が６次化と結びついていることも多いですし、どうしてもまだまだブランド化というと、ロ

ゴをつくって、キャラクターをつくって、ＰＲイベントをして、ブランド化イコール付加価値の

向上というふうにとらえられているところが多いと思うんですが、付加価値というのは魚価を向

上しないまでも、質を向上させたりすることによって魚価を安定させていくことはできると思い

ますので、漁労所得にもつながっていくのかなと思うんですが、その辺のブランド化、それから

付加価値の向上、そしてそれが最終的にどういうふうに所得に結びついたかというところまで具

体的に落とし込んで書いていくことが、これからのブランド化の一つの指針になるのかなという

ふうに思いますので、これを拝見する限り、まだまだブランド化と付加価値の向上とＰＲイベン

トというのは、どこもやっている内容で終始してしまっているのかなというふうに思いますので、

それがどういう成果に結びついたかというところまで具体的に落とし込んでいただければ、全国

の活性化を狙っている漁村の指針になるのではないかというふうに思います。

○馬場部会長 もう少しいかがでしょうか。

○佐藤委員 佐藤でございます。

先ほどご説明いただいたんですけれども、もう一回お願いします。食料需給表については多分、

現場の調査にあたる方たちが、かつての食料需給表と今とは内容が変わってきていると感じてい

るのではないかと思い、先ほど質問した次第です。現在、食料生産の中身がどうなっているの

かということについて調査されているデータや、研究報告もあろうかと思います。食料需給表の

数字だけではなく、消費が減ってきている現状について、我々の食べ方の変化も含め、じゃあ次

どうするということにつながるのではないかと思いまして、ここにもうちょっとの説明が加わる
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ことを希望すると申した次第です。

以上です。

○馬場部会長 ほかにいかがでしょうか。

中田委員。

○中田特別委員 視察に一緒に行かせていただいたことから、鹿渡島定置のことはすごく印象に

残っております。30ページに事例として載っておりますけれども、その事例の中の①の直前に、

「まず、収益性の向上のための工夫として次のような取組を行っています」という書き込みにな

っています。この収益性といったときには、その経営体全体のものもあるし、個人１人１人の社

員の方の収益というか、お給料みたいなものもあると思いますけれども、行ったときにすごく印

象的だったのは、１人当たり300万円を確保するというような目標を置いてやってきたというこ

とをおっしゃっていたのを思い出しています。

先ほど199万円の話とかいろいろありましたけれども、やはりそういう個々の人の収入を上げ

ていく努力ということをやったということをここに書くというようなことというのが、すごくと

いうか、そういうことが若い人を呼び込み、そしてそのためにもいろんな工夫をしていくという

ふうにつながっていくので、加えるといいかなと思いました。

○馬場部会長 じゃ、ここで回答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 東村委員の何点かのご指摘にお答えいたします。

成功事例的なものをたくさん並べておりますけれども、最近成功事例を横展開していくという

ことがよく言われます。これも今回もその意味で、こういったような事例もあるので、とても全

部が全部というわけでは当然ないわけですけれども、うまく使えそうな事例があれば、それを何

か活かしていただきたいということ、そういう思いでつくっております。

ただ、どこかに書いてあったと思いますけれども、これはあくまで個別具体的な成功事例であ

りますので、多分それをそのまま適用してもうまく当てはまらないこともありますから、実態に

応じてうまくカスタマイズしていくとか、そういったことが重要なんだと思います。

それから28ページのところの漁業生産性の話ですけれども、ここに書いた思いは、個々の経営

体ベースで見ればいいことが、マクロ的に見た場合には１人１人の人はよくても、漁業全体とし

て量が稼げなければ、国民に安定供給できないのじゃないだろうかというような問題意識でこう

いうふうに書いております。それぞれなかなか難しい課題を３つまとめて書いてあるじゃないか

というのは、それは確かにそうなのですけれども、おっしゃるように我が国の漁業、特に沿岸漁

業は、地域によってまさに津々浦々さまざまでございますので、具体的にこれぐらいの規模のも

のというのを示すというのはなかなか難しいのかなと思っております。
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それと次世代の橋渡し的なことでございますけれども、まずは仲よしクラブであっても、そう

いうのが各地に生まれてくるというのが、まずは大事ではないかと思っておりまして、さらにそ

の次の課題として、そういうものはとらえていきたいと思います。

それから、横に広げるという意味では、38ページの下のところに、（「獲るだけ」の漁業からの

脱却と他産業との連携）と書いてありまして、やはり漁業者だけでは力の限界がある場合もあろ

うかと思いますので、流通、小売り、飲食、観光業の方、輸出、あるいは学校給食など、そうい

う幅広く手を横に広げて力を合わせて、あるいは足りないところを補いながらやっていくことが

重要ではないかと整理しております。

それから、高橋委員のご指摘のところは、どういう書き方があるのか勉強してみたいと思いま

す。

それから浜田委員のところで、ブランド化することによって付加価値が向上すると。付加価値

が向上すると、それはとりもなおさず漁家の収入が増えていくということになりますので、それ

が結果的に漁業経営の安定につながっていくということではないかと理解しております。この特

集のテーマの一つですね、漁村とそれから漁業経営に光を当てた今回の特集でございますので、

ブランド化、付加価値向上、それによる収入増加、あるいは魚価の安定というものが漁業経営の

安定につながっていくというような構成になるんだというふうには理解しております。

それから佐藤委員のご指摘でございますけれども、食料需給表自体のデータのとり方は過去か

ら大筋は変わっておりませんので、データとしての連続性はございます。消費量を見るときに、

必ずしも需給表ベースのデータだけではなくて、例えば109ページの中段あたりに青い棒グラフ、

黄色い折れ線グラフがありまして、これは総務省でやっておられる家計調査というデータでござ

います。これは１世帯当たりの年間の支出額と購入量を見ているわけでありまして、その購入量

のところで見ても、やはり経年的に減少傾向を示しているというところが見てとれるわけでござ

います。必ずしも食料需給表の数字だけしか見ていないというわけではなくて、いろいろなこう

いったデータも見ながら全体的な評価をしている状況でございますが、それにしてもなかなかい

いデータがないというのが実感でございます。

それから中田委員のお話のところは、そういった若い方が元気が出るような書き方もちょっと

工夫をしてみたいと思います。

以上です。

○馬場部会長 ここでひとまず第Ⅰ章特集についての審議を終えまして、２つ目のパートであり

ます第Ⅱ章、26年度以降の動向と28年度の水産施策について。動向の方は資料２の58ページ以降、

及び28年度の施策につきましては資料１の32ページ以降になります。
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では、第２のパートとしまして審議をお願いしたいと思います。ご意見がありましたらよろし

くお願いします。

山田委員。

○山田特別委員 資料２の75ページになりますが、上段部分に瀬戸内海環境保全特別措置法が改

正されたということで記載をいただいていまして、これに取組んだ人たちは評価もするし喜ぶと

思うんですが、瀬戸内海という書きぶりで、その規模感覚が皆さんにお伝えできていないんじゃ

ないかと思うんですが。瀬戸内海10府県ありまして、署名活動も生協の会員さんたちの協力も得

ながら141万人の署名が集まったと。それだけ関心の深い大きな取り組みをしたということでご

ざいますので、丁寧に中身も説明いただいておりますが、その運動としての取り組み、その関心

度合いというものも何らかの工夫で表現いただければどうかなと。こういう瀬戸内海のような閉

鎖的海域は全国にも各地にありますから、ここにとどまらずこの問題というのが興味も持たれる

し、伝わっていくというふうに思っておりますので、その辺の工夫をお願いしますということで

ございます。

以上です。

○馬場部会長 鈴木委員。

○鈴木特別委員 第１節の（７）と（８）にまたがることで意見を申し上げたいと思います。そ

こに、できれば加えていただきたいなと思うようなことを提案させていただきます。

現在日本の国土の沿岸全ての砂浜が後退をして、そして川からの真水の流入が相当減っている

ということはよく報じられるのですが、その森と海がうまくつながっていない原因というのは、

幾つかあると思うのです。そのうちの２つを申し述べたいと思います。

１つは治水事業による影響があると思います。もう一つは野生動物の食害といいましょうか、

それによるものがあるかと思います。

まず治水に関しましては、昭和40年代ぐらいからダムと取水堰が相当全国各地につくられて、

そこで水が止まっているだけじゃなくて、砂が止まって、必死になってダムの浚渫をしたりして

います。山から海への砂の供給が自然ではなくなって断たれているということがあろうと思いま

す。そしてまた各地に取水堰をつくって水道水として利用していることで、真水の海への流入も

減って、汽水域が減っている。こんな現象が全国各地で起きていると思います。このままでいく

と、もっとひどいことになるだろうと思います。ダムを破壊しろとか、取水堰を撤去しろという

わけにはいきませんけれども、何らかの技術的な措置をとっていかなければいけないと思います。

これは国土交通省のマターだから農水では触れられないというふうにおっしゃる筋もあろうかと

思いますけれども、これは横に置いてはおけない問題だと思います。
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それから２点目の動物のことでありますが、鹿の食害が今随分全国的に騒がれておりまして、

広葉樹林を植えても植えても全部食べちゃうということで、相当森が荒れ始めているという指摘

がございます。この広葉樹林は、いわゆる魚つき林のことですから、全国の魚つき林が衰退して

しまうと、やはりまた海に影響があるだけで、この鹿の食害問題というのも捨ておけないのでは

ないかなと。海を守るためには、取り上げておいていただきたいと思います。

以上です。

○馬場部会長 菅原委員。

○菅原特別委員 菅原です。資料の62ページから数ページにわたって資源管理の手法について説

明をされておるんですが、ＩＱに関する説明にボリュームが割かれているように思われます。

我々沿岸漁業者は、各浜、地域、それぞれのところの特性に合わせたような資源管理の手法を行

っております。実態はそちらの方が量的にも質的にも多いと思っておりますし、そのことがもっ

としっかり伝わるように具体的な資料づくりをしていただければなと思います。

そしてもう１点、78ページから密漁についての記載もあるんですが、浜はもっと深刻でして、

全国の青年部で集まりますと、どの地域でも密漁に対して悩みの声を聞きます。自ら休漁、漁の

休みの日に監視に出たり、漁協や部会で監視に必要な資機材を準備し、また、そういったことで

かなりの負担もかかっておると聞いております。そのような実態がもっとわかるような表現にし

ていただきたいですし、また改めて国などによる支援なども充実をしてほしいなと思っておりま

す。

以上です。

○馬場部会長 もう１名ご意見伺ってから。

はい、関委員。

○関特別委員 鈴木委員のお話とちょっと重なるところがあると思うんですけれども、森と海の

つながりの重要性ということを鈴木委員がおっしゃっていて、それでこの中にも里海とか、里山

とか、そういう言葉が75、6ページあたりに出てくるわけです。でも、防災関係のところで防潮

堤による防護ということも書かれていたかと思います。それは防災にとって必要な部分であると

いうことは勿論理解しているんですけれども、相反する部分を持ったことではないかなというふ

うに常々考えておりまして、そこら辺の矛盾というのはどういうふうに処理したらいいのかなと

いうのが質問です。

○馬場部会長 まず、ここで一旦回答いただきましょうか。

○企画課長 まず山田委員のご指摘でございますけれども、どういった工夫があるかちょっと考

えてみたいと、表現ぶりについて考えてみたいと思います。
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それから鈴木委員のご指摘、それから関委員のご指摘もかぶってくる部分もあろうかと思いま

す。書きぶりはいろいろ検討してみたいと思いますが、水産庁の出席者でここで誰かご回答が、

もし今あれば。

○計画課長 計画課長でございます。

関委員の海と森のつながりの中で、海岸施設ですかね、堤防等がどう関係するか。ちょっと書

きぶりは別にしまして、それは本来両方が成立すべき課題だと承知しています。やはり海と森の

つながりというのは海洋生物にとって非常に重要でありますので、当然河川を経由して、あるい

は陸地から雨水等を伝って海岸に陸水が流れていくと。そういうものはできるだけ確保しながら、

一方でやはり漁村の生活や、これの生命・財産を守るというのは非常に重要な課題ですので、そ

れをいかにうまく両方成立させていくかというのが大きな課題だと思っています。

○企画課長 それから菅原委員のご指摘のところですけれども、63ページから64ページにかけて

ＩＱの関係の記述はございますけれども、その次の66ページのところで漁業者に方々による自主

的な資源管理の取組ということで、ここにいろいろ書かせていただいております。公的な規制は

規制としてありながら、さらにそれに上乗せする形で漁業者の方々が自主的、自発的な資源管理

の取組として、休漁とか体長制限とか操業期間、区域の制限等、こういったことを自らやってお

られると。現場での経験や創意工夫を生かしてこういった取組をやっておられるということも記

述しておりますので、ここはご理解をいただきたいと思います。

それから密漁のところは、書きぶりをどういった工夫ができるかいろいろ考えてみたいと思っ

ております。

○馬場部会長 じゃ、引き続き意見をいただきたいと思います。

はい、高橋委員。

○高橋特別委員 まずコラム全体なんですけれども、必要に応じて写真か何かその類いのものが

入るんだろうというふうには理解をしておりますけれども、その中で、76ページなんですけれど

も、海を漂うプラスチックゴミということで、去年非常に脚光を浴びてきたマイクロプラスチッ

クのごみの件が非常に懸念をされます。海水温の上昇の一因にもなっているんだろうということ

で、目に見えないマイクロプラスチックゴミが食物連鎖で魚の体内に残るということで、将来的

に非常に危惧をするような状況になっています。この辺は写真か何かで、できればコラムじゃな

くて正式なところに入れていただいた方がありがたいなというような気もいたします。

それから、95ページですけれども、この25段落の下、26、27ぐらいですかが、ライフジャケッ

トの問題について、我々もライフジャケットの着用促進は精力的にやっておりますが、なかなか

進んでいないのが現状です。ライフジャケットは当然海中転落をしたということを想定して装着
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をするものですから、かねがね申し上げていますけれども、ライフジャケットに発信機をつける

べきだというような活動をしております。海中転落をした場所、本人がいる場所が確定できれば、

捜索する側も的確な救助をできるということになりますので、長年この話をしておりますけれど

も、なかなか進展しないということです。

その中で、次の96ページにＡＩＳの記載がございます。国土交通省の方は今年の予算の中で、

スマホの中にアプリをつけて、このスマホで簡易型ＡＩＳが使えるような研究を今年から行うと

いうことに決まりました。そうであれば、水産庁の方はライフジャケットに発信機をつけるよう

な研究も進めていくような書き出しをしていただければ非常にありがたいなと思います。

○姜委員 姜でございます。すみません、全く違う観点からなんですけれども、白書の編集とい

うのをしたことがないんですけれども、全体を通じて訴えたいべきところのフォントとか、級数

とか、そういったものが１ページ、１ページ、精根込めてつくられていると思うんですけれども、

読む側の立場から言うと、目にうるさいページもあれば、読み飛ばしてしまいたいようなページ

もあるというところがあると思いますので、これ全体を通したときに読みやすいページにするた

めに、例えば普通、喚起を促すための赤という文字を使うところが、事例というところで囲んで

いたり、その用法が統一されていないな、だから、ああ、読みにくいというか、何か目に入って

いかないんだなというのを、これを拝見したときに思いましたので、もう一度用語統一、フォン

ト、それから見出し、そこの級数、それを少し直すだけでも随分今後見やすいのではないのかな

というふうに思いました。

あと見識者の皆様の方々から出ていらっしゃるように、今、ちょうどお話ありましたけれども、

見えない部分の見える化というんですかね、事例のところに、ここにこういうものがあるという

のをやはり写真なりで入れ込んだ方が、さらに注意喚起を促すというところでは大変見やすい白

書になるんじゃないのかな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、中田委員。

○中田特別委員 73ページあたりに藻場・干潟の記述があります。この記述とは別に水産庁の事

業で私ども水研センターなどでもかかわっている復興のところで、藻場関係の復興に資するよう

な研究成果というのが出てきていて、それは復興だけじゃなくてほかの藻場にも適用できると思

っているんですけれども、どのぐらいの密度であれば魚の育成場として一番適正、適当かみたい

なようなことも出てきています。ですので、復興で出てきたものではありますけれども、こうい

う中で紹介していただくとすごくいい展開かなと思って紹介させていただきました。
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それからもう１点、私最近、ちょうど周りで研究している人たちの話で、エコラベルの話とい

うのがよく出てきます。マリンエコラベルの話もこの白書の中で取り上げられていますけれども、

例えばリオのオリンピックなんかでも持続可能かどうか、持続可能な食材ばかりでもてなそうと

いうような動きがある中で、2020年のオリンピックの中でやはりその辺というのはかなり重要な

問題になってきていますし、水産でこれからエコラベル、マリンエコラベルの問題というのはか

なり大きく取り上げていかなければいけない問題だと思います。

それで、そういう世界の動きとかももう少し詳しく書き込むと、ここについての意味づけとい

うのが大きく出るかなと思ってコメントさせていただきました。

以上です。

○千葉特別委員 ２つほどなんですけれども、まず62ページの28行目から29行目ですけれども、

これは言葉の言い回しの問題ですけれども、最後の方で「資源の増加により漁業者と同様に利益

を受ける遊漁者から」となっていますけれども、これ、何か誤解を招くような気がします。言い

たいことはわかりますが、魚を獲るということについては利益でしょうけれども、あくまでも遊

漁という観点から考えると、これは漁業者と同様に利益を受けると書かれると、何か誤解を招く

のではないかと思うのですが、まずそれが１点ですね。

それから、あとは先ほど鈴木委員とか関委員からお話がありましたように、陸地、それから川、

そういった関係の海に与える影響ですね。そういったことをもう少し、要所要所には書かれてい

ますが、事例にも、例えば神通川とか、所々にそういった内水面のことは書かれているんですけ

れども、そうではなくて海に与える山や川の恩恵とか恵みというものをもう少し強くどこかに書

いていただきたいということと。

もう一つは管轄が違うと思うんですけれども、先ほど関委員からお話あったように堤防とか、

そういうのは矛盾するというお話ありましたけれども、各県ごとに事情は違いますが、豊かな

川づくり委員会とか、いろいろな関係機関や委員会とも話し合われて進められているという、そ

ういうこともしているということもつけ加えていただけると、整合性というのがそういうところ

で調整しているんですよということがわかるのではないかなと思います。

あと今回もう一つ別なコラムで、私、非常によかったと思うのが、内水面でのこのカワウ対策

で、これは77ページから78ページのコラムに、ドローンでカワウ対策の救世主となるかというこ

とで書かれているんですけれども、これは実は私ごとですけれども、岩手県のカワウ対策委員会

に４年前にドローンを使ってやったらどうかというこを発言しましたが、難しいということで県

では取り上げていただけなかったんですけれども、こういうものに書いていただけると、より一

層研究が進むのではないかと思って、これはよかったなと思って感想を述べさせていただきます。



- 28 -

以上です。

○馬場部会長 では、もう一人。

○浜田委員 浜田でございます。

113ページのファストフィッシュにつきまして、私、４年ほどファストフィッシュ委員会の副

委員長をさせていただいておりますので、ここについてもう少し補足をしていただければと思い

ます。

ファストフィッシュというのは、消費者に対してのＰＲ、そして魚食の普及という意味合いも

ございますけれども、４年間の取組の中では、実際に全国の漁協から低利用魚の製品化をするこ

とによって魚価が向上したという事例もございます。また、全国の水産高校が地元の食品会社と

コラボレーションをいたしまして、次世代の育成をしながら商品の開発につながり、それがいま

だに地元の名産品として販売をされているという成功事例もございます。また、2012年、震災の

翌年に岩手県の久慈市で立ち上がりましたファストフィッシュ商品につきましては、もともと三

陸沿岸で水族館のアシカの餌などにしか使われなかった小型のサンマですね、これを骨取りサン

マとして４尾入って390円という高価格で販売をすることができたということと、三陸沿岸の震

災後早い時期での雇用の創出ができたという事例もございますので、そういった魚食普及だけで

はなく、次世代の育成、それから低利用魚の魚価の向上、それから雇用の創出などにも寄与して

いるというところを書ける範囲で加えていただければと思います。

以上です。

○馬場部会長 一旦ここで回答をいただきましょうか。

○企画課長 高橋委員のご指摘のところでございます。プラスチックごみのところで、何か適当

な写真か何かがあれば考えてみたいと思います。

それから姜委員のご指摘の全体としてのつくり方というか、そこはちょっと工夫をしてみたい

と思います。写真なども適宜盛り込めるところは盛り込んでまいりたいと思います。

それから中田委員のご指摘のところです。藻場の研究成果のところは、ちょっとすみません、

直ちに承知していなかったので、ちょっと勉強してみたいと思います。

それからエコラベルのところは、確かに世界の動きもあるんですけれども、我が国独自の資源

管理をさらに進めていくためのツールとしてのエコラベルというとらえ方もあります。まずはＭ

ＥＬという我が国の利用実態も反映したエコラベルもありますので、それを推進していくのが重

要ではないかと思っておりますけれども、ただほかの別にＭＳＣとか、そういったエコラベルも

水産庁としては否定をするということではありませんので、それは……

○中田特別委員 新たに取り上げられているので、もっと、多分これからますます持続可能とい
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うことは大きい問題になっているから、補強する意味でどうですかという感じで。

○企画課長 それから千葉委員のご指摘の62ページのところは、ちょっと表現は考えたいと思い

ます。それからほかのおっしゃった点についてもどういう書き方があるのか検討してみたいと思

います。

それから浜田委員のおっしゃったところ、書き加えていきたいというふうに思っております。

以上です。

○馬場部会長 では、鈴木委員。

○鈴木特別委員 第３節の（２）の消費動向の中で、水産物と健康、そして食育の重要性、その

あたりちょっと触れたいと思うのですが、魚の栄養特性という訴え方に一番大切なものが抜けて

ずっと走っているのではないかなと思うのです。それはたんぱく質だと思うのです。魚肉のたん

ぱく質がいかにすばらしいものであるかということをまず第一に挙げていない。そして相変わら

ずＥＰＡとＤＨＡとカルシウムが特徴だとしか言っていない。この魚の栄養の訴え方が根本的に

問題なのではないかなというふうにかねてから思っています。

世の中の多くの方は、やはり畜肉の方が血肉になる、畜肉の方がスタミナがつくというふうに

思い込んでおりますし、その中で魚はＥＰＡ、ＤＨＡ、カルシウムを補助的に食べればいいのだ

と。畜肉にないものを魚肉から、魚からとればいいんだという、補助的な栄養素としてしか見て

いない。そういう方が世の中に非常に多いのではないかと思います。

ですから、本当に水産庁としてはこの魚肉のたんぱく質に絶対的にスポットを当てていただけ

ないかなと。20種類のアミノ酸が完璧に入っているわけでして、しかも消化にいいということで、

これほどすばらしい動物性たんぱく質はないはずなので、ここをもっともっと消費の戦略の中心

に置いていただけないかなと思うのです。たんぱく質についての記述が少ないことがとっても心

配で発言させていただきました。

以上です。

○馬場部会長 東村委員。

○東村委員 東村でございます。

２点、全く違う内容のコメントをさせていただきます。

１つは、先ほど密漁の話で出てきましたアワビ、ナマコの資源が多くの地域で漁業協同組合に

免許される共同漁業権の対象になっているということを一般の人が実はあんまりよくわかってい

なくて、いろんなところに立て看板があるので、何か獲ったらいけないみたいというふうに思っ

ている節がどうもあるように感じているので。ここで強調をしてくださいというよりも、私が申

し上げたいのは、すみません、先ほどの議論に戻ってしまって申しわけないんですが、第Ⅰ章の
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７ページになりますけれども、（漁協を支える漁村）というところに、ものすごく漁村というも

のが、具体的に言いますと漁村コミュニティを基盤として地先漁業の管理と利用調整が行われ、

地場地先漁業の漁業生産力の維持・向上にも貢献していますという、その後、具体的な数値も挙

がってましたね、量的に換算するとこんなにたくさんになりますというあたりをもう少し書いて

というか強調していただいて、もっと漁業に携わっていない人にありがたかってもらった方が、

そこから当然ながらそういう人たちが権利を有しているアワビとかサザエとかは獲ってはいけな

いなというふうに書いていただくのが一番わかりよいのではないかと考えている次第です。

２点目は全く異なりまして、先ほど課長さんから上がってきた109ページの表ですね。家計調

査のグラフですが、これ、黄色の折れ線グラフに関しては、まだちょっと伸びているとは言いが

たいんですけれども、棒グラフの方が明らかに下がってきているので、購入単価は上がっている

というふうに読んで正しいというふうに前提として話を進め進めさせていただきます。

そうすると、先ほど私が申し上げた食の簡便化志向などに向けて漁業者の方が、もしくは加工

業者も含めて横のつながりを持ってここへ入り込む余地があるんじゃないかという理解でよろし

いんでしょうか。そうすると、何か第Ⅰ章との連関があればいいかなというふうに思っています。

ただ、数値的にはかなりまだそういう解釈をするのがあやういかなという気もいたします。

すみません、以上です。

○馬場部会長 ほかに。

○平野委員 平野と申します。

70ページの第35回豊かな海づくり大会についてのコラムがありますけれども、この山から川を

経て海に行き、豊かな海づくりをするという、豊かな環境をつくるという意味で開催される予定

だけではなくて、具体的に運動している団体が日本国中ありますので、こういうこともできれば

たくさんの方に知ってもらって参加をしてもらいたい運動の一つだと思いますので、大会がある

ということだけではなくて、できるだけ具体的な運動を出していただけたらいいかなというふう

に思いますので、提案をいたします。

それから、113ページでファストフィッシュというようなことが出ております。消費者が魚に

関して水産物の消費量の減少があるというようなことなんですけれども、食費全体が下がってい

るとは、実は私はちょっと家計簿の集計もやっておりまして、あまり思ってはいないんですけれ

ども、総務省の実質的な数字が出ているのでそうなんでしょうけれども。

ただ、問題といたしましては、第Ⅰ章の23ページなんですけれども、消費行動の変化というも

のが書かれて、そこの背景を、変化を考えるんでしたら、高齢化とか、とても忙しい方というだ

けでなくて、単身とか、高齢化によって調理ができない方が多くなってきていることと、それか
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ら加工品、温めればいいだけとか、冷凍のものであれば食べたいというニーズもかなりあります

ので、できればここももう少しスポットを当てていただきたい。ただ単純に料理が面倒くさいと

いうようなもので終わってしまわないで、次の展望といたしましてニーズというものを考えて、

こういう表記もしたらいかがかなというふうに思いまして提案いたします。

以上です。

○馬場部会長 ほかにいかがでしょうか。

はい、長瀬委員。

○長瀬委員 長瀬です。内水面の記述について、今回とても多く取り上げて頂き感謝をしていま

す。

74ページの５行目から12行目に書かれている内水面漁業の振興に関する法律が制定され、事業

も行いやすくなったのかなというふうに考えています。アユ、ウナギ、川鵜についてコラムをい

ただいています。これらの内容はすばらしいと思いますが、そこで終わらずに国土交通省の行う

工事にも生かせるとしたらとても幅が広がってくるのではないかというふうに考えています。

それと先ほどドローンの話が出ましたが、私のところで捕獲した鵜に足輪がついていて、調べ

ていただきましたら、３カ月前に兵庫県で付けられたものであったということで、兵庫県から宮

崎県まで３カ月で飛んできます。どういう方法を用いても、追い払うだけでは全く意味がないと

いうふうに考えます。右岸側で追えば左岸側に来ます。四国で追えば九州に飛んで来ます。

ドローンの活用法にしても、脅すということではなく、偽卵を持っていったり、ドライアイス

で卵を不活性化させたりということを目的としているのだと思いますが、もっと簡単な方法とし

ては、例えば雛ができた時期に、そこに親鳥が近寄れないように脅しをかけるということであれ

ば、とても効率的な活用法だと考えます。書かれている内容以上に深読みされていると思いま

すが、活用方法についても入れられると良いのではないかと思いました。

○馬場部会長 もう少しいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

では、一旦回答いただきましょうか。

○企画課長 鈴木委員のご指摘でございます。たんぱく質の「た」の字もないわけではなくて、

111ページの14行目のところにたんぱく質の記述は入れておりますので、よくお読みいただきた

いなというふうに思っております。

東村委員のご指摘のところで、まず最初の点は、何か書ければちょっと考えてみたいというこ

とと、それから２つ目の点はご指摘のように消費量は減っている中で支出額が上がっているとい

うことは、何かが上がっているということでありまして、特に輸入品を中心に水産物価格という

のは上がっている状況でございます。そうした上で、ちょっと入り込む余地があるのではないか
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という、そこの意味がよくわからなかったのですが。

○東村委員 すみません、つまり簡便な食品を今いろいろな取組でブランド化とかでつくってい

るもののように、簡便な食品というものをつくる。それは決して高いブランド品ではないんだけ

れども、日本人のニーズに合った、焼き魚がこんなに簡単に食べられてありがたいねというよう

な商品という意味です。

○企画課長 商品の開発次第によっては、そういう余地もあるのかもしれません。

それから平野委員のご指摘のところでは、ちょっとどんな書き方があるのか考えていきたいと

思います。

それから長瀬委員は、ご要望としてのというお話かと思いますが。

○増殖推進部長 長瀬委員からのまず国交省の河川整備の中でもこういうのを生かしてというお

話なんですけれども、国交省の河川整備というのは、今、多自然型の川づくりというふうに方針

が転換されていて、河川の整備をしていくときには極力環境とか、生物とか、自然らしさという

のを取り戻せるようにやっていこうという、基本的にその方向になっていて、目指す方向はまさ

に国交省と一致しています。それで、ただ、これまで水産庁と国交省の間でのいろいろな意見交

換とか連携性というのがそれほど強くなかったという反省も含めて、水産庁で内水面振興法がで

きたのに合わせていろいろな漁業者の取り組む河川の関係制度の取組について支援をするように

なってきているので、その中で国交省ともより緊密に連携してできるようにという気持ちは非常

に持っています。

それで、国交省ともそういう相談をしたりしているのですが、先方も基本的には同じ考えで、

やはりただ工事をやるのは現場、現場になるので、現場、現場としてやはりどういうふうなこと

をしてもらいたいのかという情報を常にもらっておくということが大事になってくるので、そう

いう両方、水産庁側もそういう意識を持ち、先方もそういう意識を持ちという中で、これから現

場同士でも連携し、こちらでも協調してやっていきましょうという方向性で取組もうとしていま

す。白書の中に書くほどではないのかもしれませんが、そのようにしていきたいと思います。

それからドローンですけれども、先ほどの中に、木にテープを張るとテープが風になびく音を

非常にカワウが嫌って営巣を止めるとか、コロニーができつつあるのが止まるとか、そういう作

用があって、テープ張りが非常に効果があるということと、まさにおっしゃられていた卵を偽卵

に置きかえるとか、あるいは産んである卵にドライアイスをかけて孵化しないようにして、それ

を抱かせ続けることで繁殖が抑制されるということで、今書いています。そのほかにも捕獲する

とか、おっしゃったような雛をというやり方もあるんだと思いますけれども、なかなか白書の中

に、それを書くことについては、いろいろなことも考える必要があることだと思います。
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○鈴木特別委員 魚肉たんぱくのところでもう一つ加えさせていただきたい。たんぱく質は血肉

になるもとでありますけれども、最近はもう一つは機能性のことが大分研究をされているようで

あります。お腹の中に入って分解されていく過程でペプチドというサイズになりますけれども、

さまざまなペプチドがさまざまな機能性を持つのではないかということが大分見えてきているよ

うなので、あと５年からどんなに遅くても10年後ぐらいには、相当科学的にペプチドの機能性と

いうものが世の中に出てくると思います。ですから、それに照準を当てて魚のお肉、そのたんぱ

く質を分解したペプチドが絶対脚光を浴びてくるということだろうと思うので、ぜひ魚肉のたん

ぱく質というものを本当に消費拡大に使っていくという動きをぜひ盛り込んでいただきたいと思

います。

以上です。

○遠藤特別委員 ファストフィッシュというふうな呼称がいつから使われてきたか私は覚えてい

ませんけれども、ファストフィッシュの最たるものは鈴木社長がおられるから言うわけじゃない

んですけれども、かまぼこなんですね。骨のない魚。ですから、今、社長おっしゃられたように、

そういうものをいっぱい食べることが魚食普及につながっていく、市場の経由率も高くなってい

く、そういうことだろうと思います。これは農林省の第10次卸売市場整備計画というところで申

し上げたんですが。

それから、福島県は特にこの大震災、特に原発問題、これが依然として解決していない。末尾

の方にやんわりと書いていただいていますが、東電の損害賠償ですね。これが今年の７月以降ほ

とんど打ち切られちゃうんです。何が言いたいかといいますと、内水面の魚ですね、養殖魚。川

の魚、それからコイですとかイワナですとか、ニジマスですとか、そういう業者はほとんど福島

県ではやっていけないんですね。どうしても海の魚の風評被害もまだまだありますけれども、内

水面の魚についてはもっとひどいですね。ですから、そういった意味でも東京電力からの損害賠

償が実施されていますが、この７月で大多数が打ち切られてしまうというふうな、白書ですから、

それを書くのはどうかなと思いますけれども、この時期に書いておかないと、今後こんなことは

ないと思いますけれども、ぜひそういった字句が加われば今後のためにも生かされるのではない

かなというふうに思います。

やはり魚の消費が減ってきたということは、いろんな要因があるんですが、やはり魚食文化の

中で、全国の料亭さんが果たしてきた役割は非常に高いんですね。料亭文化というのがほとんど

もうなくなってしまった。東京や金沢や新潟や福岡や、一部には残っていますけれども、非常に

現実的にはそういうのも作用しているということだけをちょっと申し上げさせていただきたいと

思います。
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○馬場部会長 はい、佐藤委員。

○佐藤委員 佐藤でございます。

鈴木委員の言葉を聞いて、私も本当にそのとおりだと思いました。今回の白書の中で、これだ

けの魚を日本人が食べているというコラムは、２ページを始め大変充実して書いてあるのですけ

れども、その獲った魚をいかに多様に食べてきたか。焼いたり、煮たり、蒸したり、その加工の

すばらしさが私たちの魚食文化につながっているというところのコラムが、もう少しあってもよ

いのではないでしょうか。私たちの会では郷土食というものに特に注目をしておりますが、日本

にはかまぼこだけでも全国で１００以上の種類があります。白書のなかで、全国の各土地土地で

食べられてきた郷土料理や水産加工品を紹介し、この白書を読んだ方たちが、ああ、これだけの

種類の魚がこんなにも食べられている。だから体にこんなにいいんだというふうに思えるように

受け止めて、説得力のあるものであれば、食べる意欲にもつながり消費も伸びるのではないかと

思いまして申し上げました。ぜひそういった一言、二言を加えて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 時間ですが、もしありましたら。

平野委員。

○平野委員 時間がないところにすみません。

全体を読みまして、できれば各章、各分野の見出しが、大見出し、見出しみたいに内容が凝縮

されているような見出しがぜひほしいなと思うんですが、いかがでしょうか。

それからコラムも、コラムや事例がどこどこの何というようなことと、それから本文が同じフ

ォントや同じ字体なものですから、非常にパッと見てわかりづらいので、技術的な問題なんです

けれども、どこどこのという事例のところを太字にするとかというように、本文と違うものがわ

かるような表現にしてほしいなと思います。

以上です。

○関特別委員 Ⅰ章に戻ってしまうのですけれども、51ページのところに女性の活躍というもの

が出ています。地域活動に非常に力が入ってすごく重要なことをやっているということが書かれ

ていて、記述が充実してきているのはいいんですけれども、消費者、生活者としてだけではなく

て、地場産の資源の有効活用とか地域のＰＲとか、かつそういう活動を経済的な自立ということ

に結びつけた、起業家としての女性というのが相当数出てきているので、そこを少し触れていた

だけるとありがたいなというふうに思います。

○馬場部会長 では回答をできましたら。

○企画課長 鈴木委員のご指摘どうもありがとうございます。何かいい論文でもあれば記入を検
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討してみたいと思います。

それから遠藤委員のご指摘の賠償のお話ですが、まずはちょっと事実関係をよく確認をしてみ

たいと思います。

それから佐藤委員のご指摘ですけれども、本文の56ページのところに今おっしゃったような思

いも込めて、（５）でいろいろ記述してみたわけでございます。ここをまたお読みをいただけれ

ばというふうに思います。

それから平野委員の見出しの話ということでございますが、例えば第Ⅰ章の特集の方ですと、

章の頭に全体の見出しというか内容の要約がありますし、各節ごとにも、節で始まる前のところ

に数行でその内容の要約をつけまして、ご理解の促進の手助けになるように工夫をしております。

全体のフォントとか、そういったところについては、ちょっと全体についてまたよく考えてみた

いと思います。

それから関委員のご指摘の起業家としての女性の例というのが、漁村に入ってやっておられる

方で、もしすばらしい事例がありましたらご紹介をいただいて検討してみたいと思います。

以上です。

○馬場部会長 ありがとうございました。

まだ言い足りない部分もあるかと思いますけれども、時間がまいりましたので、本件の審議を

終了させていただきたいと思います。本日出されました意見等につきましては、事務局の方で十

分検討していただきまして、諮問案等の作成に活かしていただきたいと思いますのでよろしくお

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、もし何かここでぜひという発言

がありましたら。

では、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 本日はご審議をいただきまして、たくさんのご意見をちょうだいいたしましてどう

もありがとうございました。ちょっと全体のボリュームの関係もありますので、いただいたご意

見、どこまで書けるかというのはあるのですけれども、なるべく反映できるようにして、また本

日の議論をベースにしまして案を作成いたしまして、次の企画部会でまたご審議いただきたいと

考えております。

次回は、４月上旬頃を考えておりますので、また改めて日程の方は調整させていただきたいと

存じます。その後といたしましては、５月の中下旬に閣議決定、それから国会提出の運びでござ

います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

本日はお忙しいところまことにありがとうございました。お礼申し上げます。


