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○企画課長 時間となりましたので、ただ今から水産政策審議会第58回企画部会を開催したいと

思います。

本日は足元の悪い中、委員の皆様、御出席いただきまして、まことにありがとうございます。

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。

○漁政部長 漁政部長の水田でございます。水産政策審議会第58回企画部会の開催に当たりまし

て、一言、御挨拶をさせていただきます。

初めに本日、御出席の委員の皆様方におかれましては、日頃より水産行政の推進に当たりまし

て大変御協力をいただいているところでございまして、この場をお借りいたしまして厚く御礼を

申し上げる次第でございます。

先ほど企画部会に先立ちまして、審議会の総会が行われたわけでございますけれども、その総

会で農林水産大臣から会長宛てに水産基本計画の変更につきまして諮問をさせていただいたとこ

ろでございます。今後の具体的な審議は企画部会で行われることになりますので、よろしくお願

い申し上げたいと思う次第でございます。水産基本計画は５年程度に１度、見直しを行っている

わけでございますけれども、水産政策の基本的な指針となるものでございますので、どうぞよろ

しく御審議をお願いできればと思う次第でございます。

それから、水産白書の関係につきまして、今日、さらに御審議をいただくわけでございますが、

前回２月24日に御審議をいただいたところでございますけれども、本日はその時に委員の方々か

ら頂戴した御意見を踏まえて修正いたしましたものを、お諮りいたしまして、この白書につきま

して最終の御審議を賜りたいと考えているところでございます。

水産業に関しまして、国民の方々の御理解と、それから御関心が一層深まるような内容の白書

にしてまいりたいと考えておりますので、どうぞ、忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し

上げまして、御挨拶にかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○企画課長 本日の会場は、マイクが委員の皆さんの前にございませんので、御発言の際には事

務局の方でマイクをお持ちいたします。挙手をいただきまして、それから御発言をお願いしたい

と思います。

では、委員の出席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条第１項の規定に

よりまして、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名の皆様方のうち、８名

の方に御出席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、特別委員の皆様におかれましては、11名中９名の皆様に

御出席いただいております。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
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に基づき公開で行うこととなっております。また、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。配付資料の一覧表がついているかと思い

ます。資料の全てがございますかどうか、御確認いただきたいと思います。資料１－１から資料

５まで全部で８点でございます。よろしいでしょうか。

では、カメラで撮影されている方がいらっしゃいましたら、撮影はここまででよろしくお願い

いたします。

では、本日は馬場部会長が御欠席でございます。東村部会長代理に議事進行をお願いいたしま

す。

○東村部会長代理 ただ今御紹介にあずかりました東村玲子です。座長は初めてですので、つた

ない面もありますが、よろしくお願いいたします。それでは、座って議事に入らせていただきま

す。

本日の議題は、次期水産基本計画の検討について、平成27年度水産の動向（本文案）について

の質疑・討議と、水産基本法第10条に基づき、平成28年度水産施策（案）について農林水産大臣

から諮問がありますので、それについての審議となっています。また、この企画部会の後に次の

御予定がある委員さんもいらっしゃると伺っておりますので、議事進行への御協力をよろしくお

願いいたします。

それでは、初めに事務局より次期水産基本計画の検討について、今後の審議の進め方について

説明をお願いいたします。

○企画課長 では、今後の審議の進め方につきまして御説明を申し上げます。この企画部会に先

立って先ほど総会が行われました。そこに御出席いただきました委員の皆様方には重ねての御説

明になりますが、御容赦いただきたいと思います。

水産基本計画の変更に係る調査審議につきましては、水産政策審議会議事規則第11条第２項の

規定によりまして、企画部会において行うこととされております。ただし、同条第３項の規定に

よりまして、水産基本計画の変更に係る議決は、水産政策審議会の本体の審議会で行うこととな

っております。このため、先ほど企画部会に先立って行われました総会におきまして、農林水産

大臣より諮問をいただきましたことを御報告申し上げます。

なお、次期水産基本計画につきましては、今後１年近くをかけて、この企画部会で御審議・御

検討いただくこととしておりますけれども、新たな基本計画の原案が取りまとまった段階で、再

度、総会を開催して御審議、それから、議決をいただいて答申をいただく予定でございます。
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詳細なスケジュールにつきましては、後ほど資料１－１によりまして御説明を申し上げます。

○東村部会長代理 ありがとうございました。

それでは、次に次期水産基本計画の検討について、資料の説明をお願いいたします。

○水産業体質強化推進室長 企画課水産業体質強化推進室の大久保と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。それでは、お手元の資料に基づきまして御説明を申し上げます。座って失礼

いたします。

内容といたしましては、まず、資料１－１、今後の検討スケジュールを御説明させていただき、

その後、資料１－３により、次期水産基本計画の視点について整理を行いましたので、その内容

を御紹介させていただきます。本日は時間も限られておりますので、資料１－２「水産をめぐる

事情について」につきましては、後ほど各委員で御覧になっていただければと存じます。

それでは、資料１－１、検討スケジュール（案）についてを御参照ください。先ほど企画課長

より御説明いたしましたとおり、水産基本計画の変更に係る調査審議につきましてはこの企画部

会で行い、変更に係る議決は本審議会で行うということになっておりますので、本日、４月７日

ですけれども、５月に企画部会を開催いたしまして、現行基本計画の検証を行いまして、以降、

企画部会を月１回程度開催させていただきまして、分野毎に現状や今後の施策の方向についての

検討であるとか、水産物自給率について検証、そういったところを御議論いただき、また、必要

に応じまして現地調査などもしていただきまして、年内は検討を深めていきたいと考えてござい

ます。

年明け２月上旬を目処に、企画部会で水産自給率目標と次期基本計画骨子案の検討を行ってい

ただきまして、２月下旬には次期基本計画（原案）、これの検討を行えればと考えております。

そして、３月上旬には本審議会におきまして次期基本計画についての答申を行い、３月下旬には

閣議決定を行っていただけるようなスケジュール、そういったものを考えてございます。

続きまして、資料１－３の横の１枚紙でございますけれども、「次期水産基本計画の検討の視

点」、こちらを御覧ください。今後の水産基本計画の検討において、キーワードとなる事項を整

理させていただいたものでございます。左側に水産業をめぐる情勢を簡潔にまとめさせていただ

いております。

上からいきますと、我が国の水産資源につきましては、資源評価を行っております我が国周辺

の水産資源は52魚種84系群がございますけれども、これらのうち、半数は低位でございますが、

生産量の多い主要な16魚種37系群に限ってみますと、６割程度は中位または高位というような資

源状況がございます。また、TAC魚種等の資源状況は安定するなど、一定の効果が見られている



- 4 -

ような現状にございます。

水産物の世界的な需要と我が国の消費につきましては、世界的には食用魚介類の需要が高まっ

ていて、この50年で倍増しているような状況でございますけれども、我が国の魚介類の消費量は

若干減少傾向にあるような状況にございます。また、海外への水産物の輸出、こういったものは

増加の傾向にございます。

続きまして、漁業者の減少、漁船の高齢化という所でございますけれども、漁業者につきまし

ては、平成15年には23万8千人であった漁業就業者が平成27年には16万7千人にまで減少しており

ます。漁船につきましては、船齢20年を超える漁船が全体の56.5％を占めるなど、高船齢化が進

んでいる状況でございます。

続きまして、低迷する漁業経営という柱がございますけれども、漁業経営につきましては沿岸

漁業は漁労収入が伸び悩み頭打ちとなっている中で、資材等漁労支出といったものが増加傾向に

あって、漁労所得は伸び悩んでいる状況でございます。また、漁船漁業を営む会社経営体の経営

状況は、漁労利益の赤字が続いているような状況と言われてございます。また、海面養殖業を営

む個人経営体の漁労所得、こういった所は天候であるとか、赤潮とか、そういったことの影響も

受けまして大きく変動するような状況にございます。

そのような中、所得の向上を目指す浜の活力再生プランの実施という所でございますけれども、

漁業者自身が自らの所得向上、これを目指しまして漁業者自らが考えてプランを立てて取組を実

践する浜の活力再生プラン、これを水産庁としても支援しているところでございます。この３月

末時点で全国で551の浜の活力再生プランが承認を受けておりまして、現地でプランの実践に取

組まれているところでございます。さらに、こういったプランを持った浜が複数連携いたしまし

て、浜の広域的な機能再編を図ります広域浜プランと言われるもの、こういったものも11件を承

認しております。こちらの広域浜プランにつきましては、29年度末までに150の広域プランの承

認を目標として水産庁としても支援し、各地で取組まれているところでございます。

その下、最後の柱になりますけれども、東日本大震災からの復興、これにつきましては漁港の

水揚げ機能でありますとか、そういったものは９割程度まで回復しております。一方で、福島で

の操業再開でありますとか、水産加工品の販路回復に向けた取組等、引続き復旧・復興に取組ま

なければならないような状況でもございます。

これら水産業をめぐる情勢を踏まえまして、検討の視点といたしまして右側の淡い緑色の枠の

部分になりますが、資源管理の充実・強化、担い手の明確化と施策の重点化、こういったものに

どう取組んでいくか、また、沖合・遠洋漁業、沿岸漁業の将来方向をどう考えるか、漁村の活性
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化（浜の活力再生プラン）や加工・流通・消費を通じた付加価値向上と輸出の促進、また、東日

本大震災からの復興、これらにどう取組んでいくのかというところを委員の皆様方に御検討いた

だきたく、このような項目を検討の視点として挙げさせていただいたところでございます。

資料の説明としては以上でございます。

○東村部会長代理 ありがとうございました。

次期水産基本計画の検討につきましては、今後１年間をかけて御審議いただきますので、本日

は事務局からの説明のみとさせていただきます。

それでは、時間もありませんので、次に移りたいと思います。次に、水産白書に関する議題に

入ります。まず、平成28年度水産施策（案）につきまして、農林水産大臣からの諮問をいただき

たいと思います。

○漁政部長 水産政策審議会会長、馬場治殿。農林水産大臣、森山裕。

平成28年度水産施策（案）について（諮問262号）。

水産基本法（平成13年法律第89号）第10条第３項の規定に基づき、別添「平成28年度水産施策

（案）」について、貴審議会の意見を求める。

どうぞよろしくお願いいたします。

○東村部会長代理 本日の進め方ですが、ただ今諮問のありました平成28年度水産施策（案）と

ともに、これの作成に当たって考慮するとされている平成27年度水産の動向（本文案）について、

最初に事務局からの説明を受け、その後、質疑・討議を行いたいと思います。資料２から５につ

きましては事前に配付されておりますので、簡単にポイントの説明をお願いしたいと思います。

それでは、事務局から御説明をお願いいたします。

○企画課長 では、資料の説明をさせていただきます。

まず、資料２－１を御覧ください。平成27年度水産の動向第Ⅰ章の特集でございます。前回の

企画部会での御審議で委員の皆様方に御審議いただきましたものに、その時の御意見を可能な限

り反映させております。それから、データの更新が可能となったものについては更新を行ってお

ります。そういうことで大筋は変わっておりませんので、各委員からいただいた御意見を反映さ

せて加筆修正した部分を中心に御紹介申し上げたいと思います。

まず、９ページをお開きください。９ページ、それから、10ページにかけてなんですけれども、

東村委員から昨今では大衆魚と高級魚、これの境目が曖昧になってきているのではないか、よっ

て、ワーディングは工夫した方が良いのではないかという御意見がございました。その御指摘を

踏まえまして、まず、９ページに「大衆魚」という表現があったのですが、11行目から12行目
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にかけて、「私達の食卓によく上る魚」というふうに修正させていただいております。それから、

10ページになりますけれども、23行目に「中高級魚」という記述があったのですが、これを

「比較的単価の高い魚」に修正しております。

それから、次に22ページを御覧ください。ここは上の方に１人当たり年間魚介類の消費量のグ

ラフがございます。このグラフのデータのとり方について、佐藤委員から説明書きがあった方が

良いのではないかという御指摘がございました。レイアウトの関係で21ページになっていますが

前のページの下の方の注意書きの所に記述を入れてございます。「国内生産量、輸出入量、在庫

の増減、人口等から食用魚介類の１人１年当たり供給純食料を算出」という記述を入れておりま

す。

次に、24ページでございます。平野委員からいただいた御意見でございますけれども、魚の調

理につきまして忙しいだけではなくて、高齢化や単身世帯の増加、こういったことによって調理

ができないという方もいるのではないか、よって、加工品に特化したニーズもあるのではないか

という御指摘でございます。これを踏まえまして、24ページの21行目から25行目の所、この記述

を追加しているということでございます。

次に、30ページを御覧ください。30ページにつきましては中田委員より御指摘いただきました

けれども、鹿渡島定置を視察した際に、社長さんから従業員の収入確保にも力を入れているとい

うことをおっしゃっていたので、それについても触れてはどうかという御意見でございました。

11行目から12行目にかけて当該記述を追加したところでございます。

それから、32ページ以降、何点かあるのですけれども、高橋委員からブランド化という言葉を

多用するのもどうかと、もうちょっとバランスをとってという御指摘がありました。これを踏ま

えましてブランド化という用語は32ページの五島箱入娘の所と、あと、後の方で伊吹いりこ、そ

れから、「獲るだけ」の漁業からの脱却という項目、それから、日高見の国の所の記述、ここだ

けにとどめまして、その他は全部削除してございます。

同じ32ページでございますけれども、浜田委員から御指摘がありましたのは、ブランド化によ

って魚価が必ずしも上がらなくても、安定すれば所得の増加につながっていくということを書い

てはどうかということでございました。この五島の事例でございますが、７行目から８行目の所

に当該記述を挿入したところでございます。

それから、飛んで50ページを御覧ください。高橋委員から御指摘いただいた所で、漁業労働の

負担を軽減するための新しい技術等、このくだりの所で漁労作業の軽減に資する機械化、こうい

ったことも相当進んでいるという記述を遠洋、沿岸、沖合に分けて記述できないかということで
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ございました。30行目から35行目にかけて、沿岸漁業ではかくかくしかじかと、また、沖合漁業、

遠洋漁業でも、ということで、記述を追加させていただいたところでございます。

それから、52ページを御覧いただきたいと思います。関委員からの御意見で漁村における女性

の活躍、下５分の１ぐらいの所ですが、起業家として活躍されている女性もいらっしゃるので、

そういったことを記述してはどうかということでございました。34行目から35行目にかけて記述

を書き加えております。

資料２－１の方は以上でございます。

次に資料２－２の方を御覧いただきたいと思います。

まず、63ページをお開きいただきたいと思います。63ページで千葉委員より、遊魚者が内水面

の資源増殖から漁業者と同じ位の利益を得るという記述は、誤解を招きかねないのではないかと

いう御指摘がございまして、それを踏まえまして24行目の所でございますが、記述を修正してい

るところでございます。

次に71ページを御覧ください。平野委員より豊かな海づくり大会のコラムが下の方にございま

すけれども、ここに関連して、この中で様々な団体がちゃんと活動しているということについて

も記述をしてはどうかという御指摘がございました。下の方、３行分、ここに記述を追加してお

ります。

次に75ページを御覧いただきたいと思います。ここは、鈴木委員、千葉委員、長瀬委員から、

漁業にとっての河川や森林の重要性、これをもっと記述すべきではないかという御趣旨の御意見

がございました。これを踏まえて、大分、書きぶりを充実させたつもりでございます。冒頭の所

で河川、それから、森林域、それぞれの重要な役割を追記してございます。それから、下の方で

も記述を充実させております。

それから、76ページに行っていただきまして、山田委員からの御指摘で、瀬戸内海環境保全特

別措置法についての記述が25行目の辺りにございますけれども、ここで瀬戸内海でも豊かな海を

求める市民運動の盛り上がりがあったということに言及できないかというお話がございましたの

で、それを踏まえた記述を挿入しております。

次に78ページでございます。高橋委員よりプラスチックごみの写真を入れられないかというこ

とでございました。真ん中に二つ写真がございます。これを挿入させていただきました。

80ページを御覧ください。長瀬委員からカワウの追い払いというのは別の地域に行くだけなの

で、意味がないのではないかと、もっといろいろ今後、対策を考えていく必要があるのではない

かという御意見でございました。19、20、21行目の辺りに今後のドローンのより効果的な活用の
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可能性について記載させていただきました。

同じく80ページの漁業取締りの所でございます。菅原委員から、密漁について深刻な状態であ

るということが分かるような記述にすべきだという御指摘がございました。30行目から最後の行

にかけまして、漁業者の方でこういう大変な努力を払っておられると、それから、下の２行の所

でも漁業者の方々の取組の具体的な内容について、夜間や休漁中も見回りを行われていることに

つきまして記述しております。こういう大変な活動をされているということによって、密漁の深

刻さというものを表現しております。

それから、98ページを御覧いただきたいと思います。高橋委員からの御意見で、小型の発信器

がついたライフジャケットの記述ができないかということでございましたので、13行目から15行

目にかけて当該記述を入れております。

それから、飛びまして109ページでございます。中田委員から、水産エコラベルについてもう

少し詳しく記述すべきでないかという御意見がございましたことを踏まえまして、記述を増やし

ております。特に前回、御審議いただいた時から今日までの間に、宮城県の志津川の方でカキの

養殖が我が国で初めてASCの認証を取得したということがございましたので、そのことを記載し

ております。

それから、112ページにいっていただきまして、下の方から水産物と健康という所が始まりま

す。前回、鈴木委員から魚のDHAとかEPAだけではなくて、そもそも魚肉が持っているたんぱく質

の重要性についてしっかり記述をすべきだという御意見がございました。これを踏まえて冒頭の

所に記述を追加しております。

次に116ページでございます。浜田委員からファストフィッシュについて、低利用魚、未利用

魚、こういったものを使っている例もあるので、そういったことを紹介してはどうかという御意

見がございましたので、それを踏まえた記述を記載しております。

それから、データの更新という点で１点、申し上げます。121ページを御覧下さい。前回はデ

ータが入らなかったのですが、今回、水産物の輸出額のデータが入りましたので御紹介を申し上

げますと、平成27年の輸出額は2,757億円となっております。前年が2,337億円でございましたの

で、相当な金額の増加ということになっております。輸出の相手先国、それから、輸出品目につ

いては121ページの円グラフにあるとおりでございます。特に輸出品目については、ホタテが引

続き相当な割合を占めておるということでございます。

資料２－２の説明は以上でございます。

それから、資料３、資料４の方でございます。
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資料３につきましては、平成27年度に実施した水産施策についてまとめたものでございます。

内容は省略させていただきます。

資料４につきましては、平成28年度に実施する水産施策についてまとめたものでございます。

中身につきましては、詳しい御紹介は省略いたしますが、目次をざっと御覧いただきたいと思い

ます。

１ページをあけていただきますと、ローマ数字のページになっておりますけれども、まず、ⅰ

ページからⅡで「東日本大震災からの復興」、１で「復興の実現に向けた施策とのその着実な実

施」、それから、２の方で「原発事故の影響の克服」ということでございます。それから、Ⅲで

「新たな資源管理体制下での水産資源管理の強化」について記載しております。

ⅱページになりますけれども、Ⅳで「意欲ある漁業者の経営安定の実現」ということでござい

ます。次にⅤで「多様な経営発展による活力ある生産構造の確立」ということについて触れてお

ります。Ⅵで「漁船漁業の安全対策の強化」、これはライフジャケットの話も当然入ってくるわ

けでございます。Ⅶで「水産物の消費拡大と加工・流通業の持続的発展による安全な水産物の安

定供給」ということでございます。

ⅲページに行っていただきまして、Ⅷ、「安全で活力ある漁村づくり」、Ⅸで「水産業を支え

る調査・研究、技術開発の充実」、Ⅹで「水産関係団体の再編整備」、Ⅺ、「その他重要施策」と

いう整理となっております。

私からの説明は以上でございます。

○東村部会長代理 ありがとうございました。

ただ今、事務局から説明のありました資料につい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、二つのパートに分けて進めていきたいと思います。まず、最初に資料２－

１、第１章、特集についての審議をしたいと思います。資料について御意見、御質問がありまし

たらお願いします。いかがでしょうか。菅原委員、お願いいたします。

○菅原特別委員 13ページの多面的機能の所になるんですけれども、もう少し取組の事例なんか

を載せていただけると、もっと分かりやすいのかなというふうに思っております。

○東村部会長代理 ありがとうございます。

幾つか質問をお受けしてから、まとめて事務局の方から御回答いただくということで進めさせ

ていただきたいと思います。他に質問はございませんでしょうか。

では、今の菅原委員の御指摘につきまして事務局から御回答をお願いいたします。

○企画課長 菅原委員、多面的機能について御指摘いただきましてありがとうございます。非常



- 10 -

にここは重要なポイントでございますので、私どもも記述をなるべく厚目にというふうに思って

おりまして、14ページを御覧いただきますと、絵の中で多面的機能の様々な機能に分離した上で、

自然環境を保全する機能とか、地域社会を維持形成する機能、交流の場を提供する機能、それか

ら、国民の生命・財産を保全する機能と、こういった機能毎に区分した上で、かなり具体的に事

例を紹介させていただいておりますので、先ほどの点につきましては御理解を賜ればと考えてお

ります。それから、事例につきましても、神通川の例も掲載させていただいているところでござ

います。

○東村部会長代理 ありがとうございます。

ほか、各委員からの御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがと

うございました。

それでは、続きまして資料２－２、第Ⅱ章、平成26年度以降の我が国水産の動向、資料３の平

成27年度水産施策（案）及び資料４の平成28年度水産施策（案）について、御意見、御質問をお

願いいたします。大森委員、お願いいたします。

○大森委員 これから検討に入る次期水産基本計画の見直しのことにも関連しますので、この場

でひとつお願いしておきたいということで、資料２－２の中で、今回、資源管理の制度、それか

ら、手法についての記述を非常に詳しくしていただきました。大変ありがとうございます。ただ、

資源を維持し、安定供給していくためには、資源管理を漁業者が公的なり、自主的なりにするこ

とと同時に漁場づくり、そして種苗づくり、それを大規模放流していく、それが３点セットにな

って資源が維持されていくと。余りに資源管理の部分が厚くなり過ぎて、今、言った二つの部分

の記述もしていただいているわけですが、それが一体的に機能しているんだというところが、非

常に分かりにくくなってしまっているのではないかということで、そこの所の基本的な位置づけ

というものを何らかお考えいただけないかなというのが一つでございます。

それから、もう一つは菅原委員が先ほどお話しされた多面的機能発揮の所なんですけれども、

資料２－２の方については多面的機能発揮のことについての、そういう言葉を使った特段の記述

はございません。先ほど菅家課長のお話にもありましたけれども、水産基本計画の中でも多面機

能発揮の促進という、ここは水揚げによる陸から海への物質循環の補完、国境監視、海難救助に

よる国民の生活・財産の保全、健康、休養、交流、教育の場の提供等の水産業や漁村の持つ水産

物の供給以外の多面的機能が将来にわたって発揮されるよう、関係府省が連携して総合的に支援

すると、こういう位置づけになっておりますので、特集の所ではしっかり書いていただいている

んですが、こちらの本文編といったらおかしいんですけれども、こちらの方でも何らかの言葉が、
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これは内水面の機能という所とも関連づけて表記していただけないかなというふうにお願いしま

す。

その２点でございます。

○東村部会長代理 大森委員、ありがとうございました。

こちらの方も幾つか質問を受け付けてから、事務局からの御回答をいただきたいと思います。

ほか、いかがでしょうか。では、平野委員、お願いいたします。

○平野委員 資料の78ページなんですけれども、水産資源を大事にするということは、海の環境、

海だけではなくて川や池もありますけれども、その環境というものが非常に大きく影響してくる

と思います。それで、海に漂うプラスチックごみ、マイクロプラスチックというように、今、か

なり問題になっているんですけれども、14行目辺りに書かれてあるように、四つぐらいの項目に

分けてありますけれども、具体的にどういうようなことをしていったら良いのかというようなこ

とが割と無く、こういうように取組むこととされていますだけでは、肝心の海の環境を守るとい

う点で足りないのではないかなというふうに思いましたので、意見を述べさせていただきます。

以上です。

○東村部会長代理 平野委員、ありがとうございます。

ほか、いかがでしょうか。浜田委員、お願いいたします。

○浜田委員 浜田でございます。私も海を漂うごみの所で、特に私は都内に住んでおりますが、

ごみの分別についてはかなり厳しくなってきております。それでもまだ、文章の中では市街地を

流れる河川を通じて生活ごみが多く流れ出ていると記載されていますが、これだけごみの分別が

厳しくなっても、なお、流れ出てしまうのは、不法投棄をする人が絶えないのか、それとも、業

者がそういった不法投棄をしてしまうからなのか、依然としてごみの回収が追いつかない地域が

あるからなのか、という生活ごみといっても様々あると思いますので、そういった原因について

言及していただけると、今後の対策が立てやすいのかなというふうに思います。

それから、もう一つ東日本からの復興についての少し後ろの方になりますが、159ページ辺り、

前回、委員の方の中からも質問があったかと思うんですけれども、前回の質問の中で私も気付い

たことなんですが、漁業といいましても福島の近海と、それから、内水面では操業の状態が全く

違うのと、現在の復興の状況も全く違うということをおっしゃっていましたので、内水面の状況

と海の状況というのは分けて詳しく記載していただけると、福島の現在の状況というのが私たち

にもより分かりやすいのではないかと思いました。

以上です。
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○東村部会長代理 浜田委員、ありがとうございました。

ほかはいかがでしょうか。あと一つぐらい受付けてから御回答いただきたいと思っているんで

すけれども、では、大森委員、お願いいたします。

○大森委員 92ページなんですけれども、漁業就業者の動向の記載がある所でございます。ここ

でもありますように、全体的には減少傾向にあるけれども、15歳から24歳の就業者、これが６％

増加しているとさらっと書いているんですが、これは２連連続して前年を上回る増加をしている。

若年層の加入というのが若返り傾向にあるというような、そういう少し前向きな記述ができない

かなというのをひとつ御検討いただきたいと思います。

以上です。

○東村部会長代理 ありがとうございます。

では、中田委員、よろしくお願いいたします。

○中田特別委員 79ページの20行辺りのことです。赤潮について養殖への被害ということを書き

込まれていますけれども、養殖が例えば餌を通じて海域に栄養塩を添加することへの対策もやっ

ていると思います。養殖は環境へも影響を及ぼしている訳であり、そこへの対応についても書き

込むと良いのではないかと思いました。

全体的に見ると、良くこれまでの意見を取り入れてもらっていると思います。軽微な、こうし

たら良いのではないかという修正の点も、今、言って良いでしょうか。

○東村部会長代理 お願いいたします。

○中田特別委員 例えば73ページの１行目、植食性魚種のアイゴの採食活動がとありますけれど

も、例えば植食性魚種はアイゴだけではないので、逆にアイゴ等の植食性魚種というふうな形に

書き改めると良いのではないかと思いました。

それからあと、前の資料２－１の方ですけれども、６ページの図Ⅰ－１－５、離島地域におけ

る漁業とあります。これは多分、水産業とした方が良いのではないかと思いました。本当に細か

いことですけれども、よろしくお願いいたします。

○東村部会長代理 中田委員、ありがとうございました。

それでは、まだ、ほかにも御質問等があるかと思いますが、ここで一旦、事務局の方から回答

をお願いいたします。

○企画課長 まず、大森委員の御指摘でございます。最初の点ですけれども、資源管理制度と、

漁場環境と、種苗放流、そういうものは一体のものであるというお話がありました。同じ所に

並べて書いているので、そこは相互に関係するものであるというふうに整理しているわけであり
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まして、その記述の量も資源を増やすための自主的な資源管理の取組から始まって、資源を増や

すための取組、それから、資源を含む漁場環境について、河川等における環境の再生等も含めて

書いてございますので、今の書き方でも大分、御指摘のように読めるのではないかと思っており

ますが、もし、何か記述が工夫できるようであれば考えてみたいと思います。

それから、多面的機能の所でございますが、毎年の書き方の整理として通常は第Ⅱ章の方で

書いてあるものを特に特集として取り上げる場合に、膨らませて前の方の第Ⅰ章で記述するとい

う整理をしております。今回は第Ⅰ章の多面的機能のところ、先ほど菅原委員から後指摘があ

りました所ですが、そこにまとめて相当、手厚く書いておりますので、御理解いただければと

思います。

それから、大森委員に３点目で御指摘いただいた新規就業者の若年層の加入、そこは記述を工

夫してみたいと思っております。

それから、平野委員の御指摘、78ページの所でしょうか。78ページの具体的な取組が何か書け

ないかどうかということでございます。ここもどういったことが書けるか、考えてみたいと思っ

ております。

同じく浜田委員からのごみの所についての御指摘がございました。ここについてもどういった

ことが書けるか、検討してみたいと思っております。

それから、浜田委員の同じく159ページについての御指摘ですが、どこら辺にということでし

ょうか、これは。内水面と分けて記載をするということでしょうか。

○浜田委員 158ページ、159ページ辺りの全体的に福島の現在の状況について、先ほど説明不足

で申しわけありません。福島の状態全体につきまして、内水面の状況と海の状況を分けたデータ

で見られると、より今の状況が分かりやすいのではないかと思いました。

○企画課長 内水面の方についてデータにどういうものがあるか、すぐには分かりませんので、

確認して適当な記述ができるようであれば、そこは検討してみたいと思います。

それから、中田委員の御指摘のまず1点目、赤潮の所、この点につきましても記述を検討いた

したいと思います。それから、その後で個別の御指摘がありました２点につきましては、御指摘

を踏まえて修正したいと思います。

以上です。

○東村部会長代理 ありがとうございました。

それでは、また、再び各委員からの質問、御意見を承りたいと思います。まず、関委員、その

次に高橋委員、お願いいたします。
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○関特別委員 92ページ、93ページの部分です。93ページの下の方に新規漁業就業者数の推移の

グラフがあります。92ページの説明の中で2014年の新規就業者のうち40歳未満の者が７割を

占めているとあります。質問したいのは、40歳未満の者が新規参入の中に占める割合というのが、

経年で見た時に増えているのかどうなのかということです。もし、増えているのだとすれば、

先ほど大森委員もおっしゃっていたように若年層というのが数は少なくてもしっかり参入しつつ

あるのだという所を少し強調できるのかなと思いました。このグラフをもっと有効に使えたら

と思いまして質問しました。

○東村部会長代理 高橋委員、お願いいたします。

○高橋特別委員 141ページですが、この辺は文字が続いて写真らしいものが全くありません。

太平洋諸島の島嶼国との関係、この地域にどのような日本漁船が操業するために入漁しているの

が全く分からないような状態になっています。できれば、海まきの写真を１枚入れていただけ

れば、もっと分かりやすいと思います。また、捕鯨関係の中にも、従来、ずっと船の写真がどこ

かに入っていましたが、今回はコラムの方にクジラが載っているだけで、実際にどのような船が

南極の方まで行っているか、一般の皆さんが分かりやすいように、どこかに写真を１枚載せてい

ただければなというように思います。

以上です。

○東村部会長代理 ありがとうございます。

ほか、細川委員、お願いいたします。

○細川委員 それでは、私の方は少し、結構、あちこちにあるんですけれども、ど素人から見て、

こういうのが分かりづらいと思うことを指摘させていただきたいと思います。

71ページに放流のデータが出ておるんですけれども、放流実績に対して漁獲とどう関連してい

るのかというのが、もうそろそろ出されて良いのではないのかなというふうに思います。

それから、次ですが、88ページの海面養殖経営体というのがありまして、ここに収入がいかほ

どあるのかというのが、これも時系列では出ているんですが、対比すべきものが明確でないので、

素人から見て例えば農家とか、それから、サラリーマン世帯と比較した場合にどうなんだという

のも入れていただけると、非常に分かりやすくなるのではないかと思います。

それと、最後の方になりますが、139ページの所なんですが、アジアの方の韓国、中国、台湾

との関係という所がございますけれども、それぞれ、僕なんかが商売していて思うのは、韓国と

の問題というのは具体的な魚種でいうとスケトウじゃないのかなというふうに思うんですけれど

も、スケトウだとか、サワラだとかがあると思うんですが、そういったものについてもう少し言
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及していただきたい。中国と台湾につきましては、サンマの件についてはぜひ記載しておいてい

ただきたいなと。

以上でございます。

○東村部会長代理 ありがとうございます。

それでは、ここで一旦切って、事務局の方から御回答いただきたいと思います。

○企画課長 まず、関委員の93ページの所のグラフの内容はデータを確認して、うまい補強材料

に使えれば整理をしたいと思っております。

それから、高橋委員から御指摘のあった写真についても、工夫をさせていただきたいと思いま

す。

それから、細川委員から何点か御指摘があって、まず、71ページの放流の所は、水産庁の出席

者で誰か、御回答できる方はいらっしゃいますか。

○東村部会長代理 お願いいたします。

○増殖推進部長 増殖推進部長の保科です。

放流と漁獲量との関係ということをうまく示せないかという、そういうことだと思うんですけ

れども、まず、放流事業自体は基本的に漁業者の方が水揚げの中からお金を拠出して、それで放

流を行うという仕組みでやっています。それで、例えばアワビにしても常にずっと放流して、そ

れが大きくなったのを獲り続けているということで、それで全体が回っているというふうになっ

ていて、常に無い所に、今放流したからどうなったという状態にそれぞれがないものですから、

なかなか、放流した結果が今、こういうふうになっているというのは、全体が織り込まれてしま

っている状態になっているので、御指摘の意図はすごく分かるんですけれども、なかなか、表現

というか、データで示すのは難しい状態だと思います。業者にとっては当然、放流していること

で漁獲が続いているというふうに実感して、放流を続けているということなので、なかなか、御

指摘に沿ったようなことが書けるかなというのは難しい感じがします。

あと一つ、大分、状況が違うのは、サケについては人工の種苗法流を行ったものがほとんど全

てというんですかね、それが４年後なり、５年後なりに戻ってきて漁獲されるということで、そ

ういう意味で、ほかのものとは違って、その年に放流したものが４年後なり、５年後なりにどう

いうふうに戻って漁獲になったかというような、そこはサケについては分かるという、そういう

事情はあるんですけれども、その他のものについては今、お話ししたようなことで、なかなか、

この放流でどうなったかというのは今、数字で示すことは難しいということだと思います。

○企画課長 それから、細川委員の二つ目の収入の対比すべきデータという所でございますが、
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収入といったときにどこまで含めるかというような話もあります。漁労外事業所得まで入れるか

とか、ほかに兼業のようなものをやっている場合に、そういった所得をどうするか。これは農家

についても当てはまることでございますし、サラリーマン世帯といったものを全くイコールフィ

ッティングで比べることができるかどうかということもございますので、端的な事実を示すデー

タとして、こういった表として掲げさせていただきたいと思っております。

それから、サンマの関係の御指摘がありましたけれども、非常に大きな問題でありますので、

今回の白書の中でもいくつかの箇所で触れてございます。まず、61ページの上の方に円グラフと

それから折れ線グラフがあって、その下の辺りにサンマ等について中国等の漁業者による操業域

が拡大しており、こういったものの管理について必要な協力を求めていくことが重要というふう

に書いております。それから、82ページの辺りを御覧いただきますと、ここでも近年、中国漁船

等が我が国EEZの境界の付近で操業を活発化させていると。ここは当然、サンマなんかも入って

くるわけでございます。それから、135ページを御覧いただきますと、サンマについてはまさに

昨年、北太平洋漁業委員会（NPFC）というものでございますが、北太平洋のサンマ等の漁業資源

の管理を強化するための国際的な取組がスタートしておりまして、我が国もそれに主体的に関与

していくことになっております。そういった記述を加えておりますので、御理解いただきたいと

いうふうに思います。

それから、韓国のスケトウとかサワラの関係についても誰か、回答できる方は。

○資源管理部長 資源管理部長でございますが、韓国とは、139ページにありますように二国間

協定に基づきましてそれぞれ入漁を相手国に認めるというシステムをとっておりますが、サワラ

とかスケトウダラにつきましては、我が国は韓国の入漁を認めてございません。したがいまして、

我が国の水域で韓国がこれらの魚種を獲っていることは無いということになります。

○東村部会長代理 よろしいですか。

それでは、引き続き各委員さんからの御質問、御意見を承りたいと思います。遠藤委員、お願

いいたします。

○遠藤特別委員 今、資源管理に関連した質問だとは思いますが、サワラとかアジとかサンマと

か、そういう魚種については書いてあるんですが、カツオについての記述は、私は見落としたか

もしれませんけれども、カツオについては余り無いように思うんですが、カツオの北上も昨年あ

たりは非常に無かったというか、天候にもよるんでしょうけれども、どうも話を聞くと南の方で

大分、獲ってしまわれているというふうなこともあるので、もし、その辺もお分かりになれば、

私の言っていることが捉えているかどうかも良く分からないんですけれども、どこかに記述して
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いただけるとありがたいと思います。

○東村部会長代理 遠藤委員、ありがとうございます。

ほか、いかがでしょうか。大森委員、お願いいたします。

○大森委員 重ねてなんですけれども、先ほど私は適正な資源管理と、藻場、干潟とか、大型漁

礁とか、それから、水質環境の改善も含めた漁場づくり、それと種苗づくりと集中的な特に広域

に泳ぎ回るような広域魚種についての大規模放流、それがセットになって資源の確保というのは

位置づけられるべきだと。白書の中で私は59ページの冒頭辺りにそういうことを書いていただい

た上で、それぞれのパートに入っていただくとありがたいなと思ったんですが、白書の性格上、

そういうことは難しいということであれば、ぜひ、次の基本計画の見直しの中で、ここはしっか

りまた、意見を言わせていただきたいと思います。

それから、先ほどの放流の効果の所で、保科部長がおっしゃられたような循環させる資源と、

それから、私の記憶が定かでないんですけれども、例えば北海道のマツカワとかニシンとか、集

中的に種苗を大規模に放流して、それで資源が急激に増加したという実績が既にデータとしてあ

ります。ですから、そういった魚種によっては明確に出ているというところは、参考までにして

いただきたいと思います。

○東村部会長代理 大森委員、ありがとうございます。

ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。

すみません、座長代理なんですが、１点、よろしいでしょうというか、質問させていただきま

す。111ページになりますが、水産物の消費動向の最後の部分、消費者の購買意欲自体が低下し

ているわけではなく、水産物価格が上昇傾向にある中で購入量が減少しているという記述があり

ますが、どちらかというと、消費者の購買意欲自体が低下しているわけではないという明るいニ

ュースの方を強調する書きぶりならば、水産物価格の上昇傾向がある中で購買量が減少している

し、書きぶりがぱっと思いつきませんけれども、要はひっくり返して、最後に「消費者の購買意

欲自体が低下しているわけではないと考えられます」にした方が、明るいニュースとして見られ

るのではないかということで、１点、座長ですが、コメントさせていただきます。

それでは、ほか、どなたか、御意見、御質問はございますでしょうか。いかがですか。

それでは、今までの二つ、三つをまとめて事務局の方から御回答をお願いいたします。

○企画課長 遠藤委員の御指摘でございます。カツオに関する記述でございますが、カツオのよ

うに非常に回遊範囲が広い魚につきましては、我が国単独での資源管理というよりかは、関係各

国が協力した地域漁業管理機関による資源管理が行われているところでございまして、そういっ
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た記述を136ページの方に入れさせていただいているところでございますので、御確認いただけ

ればと思います。

それから、大森委員の御指摘でございます。そういった御指摘を踏まえまして、基本計画の際

にしっかりと御審議を賜りたいと考えております。

それから、東村委員の111ページの御指摘でございます。そのバックデータが112ページの図Ⅱ

－３－３という表なんですけれども、赤い折れ線グラフが購入額（左目盛）とありますけれども、

お財布から出ていくお金の量は減っていないというか、増加傾向にございますので、御指摘を踏

まえて記述は修正したいというふうに考えております。

以上です。

○東村部会長代理 ありがとうございます。

それでは、いよいよ、終盤に向かって他の各委員さんからの質問、意見を受け付けていきたい

と思います。いかがでしょうか。同じく資料２－２、資料３、資料４について御意見、御質問を

お願いいたします。よろしいですか。

それでは、御意見も大体出たようですので、質疑はこの辺で終わりたいと思います。

資料２と資料３の平成27年度水産の動向（本文案）及び本日、諮問のありました資料４の平成

28年度水産施策（案）については、本日、皆様からいただいた御意見を踏まえまして、事務局で

再度、修正等を行い、最終案については馬場部会長に一任ということでよろしいでしょうか。ど

うもありがとうございました。

それでは、事務局から報告事項等がありましたらお願いいたします。

○企画課長 本日は御審議をありがとうございました。貴重な御意見をたくさん賜りましてあり

がとうございます。

修正案を事務局として早急に取りまとめる方針でございますので、もし、今日、修文の御意見

を出していただいた委員の皆様方でお時間に余裕がある方々におかれましては、この場でできれ

ば調整をさせていただきたいと思いますので、可能であれば、お残りいただければというふうに

考えております。そこで個別に御相談をさせていただければと思っております。もし、御都合が

悪ければまた電話とかメールで御相談をさせていただきたいと思っております。

今後のスケジュールですけれども、現時点では５月中下旬頃の閣議決定、それから、国会への

提出という予定で手続を進めてまいりたいと考えてございます。

本日は御多忙のところ、また、非常に足元の悪いところを御出席いただきまして、まことにあ

りがとうございました。心より感謝を申し上げます。
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○東村部会長代理 では、締める前に高橋委員からお願いいたします。

○高橋特別委員 水産庁の方にお願いしておきたいんですが、実は水産関係の国際条約三条約の

中で、現在、STCWFと、トレモリノス・ケープタウン協定、もう一つはILOの188号の問題が国交

省、水産庁で協議をしていますが、ILO118号だけが未だまだ開催がなかなかされていません。

所管は水産庁でございます。

以前に中間取りまとめまで行って、また、新たに立ち上げをして、労使がこの条約の早期批准

をしていただきたいということでお願いをしているんですが、水産庁の方の動きが非常に遅くて、

ほかの二条約については２年後ないしは３年後ぐらいに批准を目指そうということで、かなり急

ピッチに会合を開いております。早期にILO118号条約についても会合を開くなりして、早期の批

准をしていただきたい。

昨年もスイスのジュネーブで、批准をしやすくするため条約を見直す会議が行われました。今

年も、ジュネーブで開催されると聞き及んでいます。漁業先進国と言われる日本が世界に遅れず

に早期批准するよう、お願いしたいと思います。

以上です。

○東村部会長代理 高橋委員、ありがとうございました。コメントをいただいたということでよ

ろしいでしょうか。

その他、何か御発言のある委員の方はいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。

それでは、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。

どうもありがとうございました。


