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○企画課長 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59回企画部会を開催

したいと思います。

開会に当たりまして、まず、長谷水産庁次長より御挨拶を申し上げます。

○水産庁次長 皆さん、おはようございます。次長の長谷でございます。

お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。

開会に当たりまして一言御挨拶申し上げたいと思いますけれども、まず最初に、このたびの熊

本の地震におきまして被災された皆様には、心からお見舞いを申し上げたいというふうに思いま

す。

支援策につきましては、先週、取りまとめを行いまして、昨日、現地に職員を派遣いたしまし

て説明会を行ったというところでございますけれども、今後ともしっかりと現地の要望を踏まえ

ながら対応していきたいというふうに思っております。

この部会でございますけれども、前回４月７日に農林水産大臣から、水産政策審議会会長宛て

に水産基本計画の変更につきまして諮問させていただいたところでございます。本日は、平成24

年３月に策定されております現行の計画の検証につきまして、「現行水産基本計画の検証につい

て」という議題で御審議をお願いしたいというふうに思っております。

計画の見直しにつきましては、今後、来年３月の閣議決定に向けまして、ほぼ毎月、この部会

を開催させていただいて御審議を進めていただきたいというふうに考えております。委員の皆様

方から忌憚のない御意見を賜りまして、充実した審議となりますようお願い申し上げまして、冒

頭、私の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○企画課長 では、今日もなんですけど、個々の皆様方のお席にマイクがありませんので、御発

言の際にはマイクをお持ちいたします。挙手をいただいて、それから御発言をお願いしたいと思

います。

では、委員の皆様の出席状況でございます。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名中９名の皆様方が御出席されて

おり、定足数を満たしておりますので、本日の企画部会は成立していることを御報告申し上げま

す。

また、特別委員の皆様は、11名中８名の皆様方が御出席をされております。

続きまして、当審議会の議事の取扱いについて御説明申し上げます。

水産政策審議会令議事規則第６条によりまして会議は公開とされており、本日は傍聴者もお見

えでございます。また、同規則第９条第２項によりまして、議事録は縦覧に供するものとされて
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おります。会議終了後、委員の皆様に議事録を御確認いただいた上で、水産庁のホームページに

掲載をして公表させていただきますので、御協力よろしくお願い申し上げます。

では、本日の配付資料の確認をさせていただきます。資料１としまして「現行水産基本計画の

検証について」、資料２としまして「認定漁業者制度の現状と課題について」、それから参考資料

が１、２の２つ、「認定漁業者をめぐる関連データ集」、「関係参照条文」というものがございま

す。よろしいでしょうか。

それから、委員の皆様方のお席には御参考資料といたしまして、前回第58回の企画部会に配付

しました資料をファイルに綴じて配付をしております。また、次回以降も本日の資料を挟み込ん

でお席のほうに御用意させていただきますので、そのままにしてお帰りいただいて結構でござい

ます。

なお、本日の資料も、そこに挟んでおいていただければ、その資料を綴じておきますし、お持

ち帰りになられた場合には、新しい資料を別に綴じておきますので、どちらでも結構でございま

す。

では、ここからの議事進行は馬場部会長、よろしくお願い申し上げます。

○馬場部会長 部会長の馬場です。よろしくお願いします。

前回はどうしても外せない海外出張で、部会長代理の東村委員に司会をお願いしました。どう

も失礼しました。

それでは、これから議事に入らせていただきます。

本日は、議題を２題用意してあります。１題目が、現行水産基本計画の検証について、２題目

が、その他として認定漁業者制度の現状と課題について、この２題についての審議をお願いした

いと思います。

本日の企画部会は12時までの予定となっておりますので、円滑な議事進行に御協力をよろしく

お願いいたします。

それでは、まず初めに事務局より、議題１の現行水産基本計画の検証について御説明をお願い

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。座って失礼いたします。

お手元の資料１「現行水産基本計画の検証について」をご覧ください。

本日は、現行水産基本計画の検証でございますので、現行計画に掲げました施策につきまして

具体的にどのように取り組んできたのか、また、それをどう評価しているか、そして今後の課題、
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検討の視点は何なのかを整理した資料を用意させていただきました。分量が多くなっております

ので、具体的な取組に関しましては極めて簡単に、評価及び今後の課題、検討の視点につきまし

ては、簡潔に説明させていただきたいと思います。

では、１ページをご覧ください。

一番左端の縦書きの欄は、水産基本法に記されている水産に関する施策についての２つの基本

理念、すなわち、水産物の安定供給の確保か水産業の健全の発展、どちらの基本理念を体現する

施策であるかを記してございます。

上から順番に説明いたします。

１．東日本大震災からの復興。

（１）復興の実現に向けた施策の着実な実施でございます。

この具体的な取組として、漁港、がれき、漁船、養殖施設、流通・加工施設等の復旧等を地元

の意向を踏まえ、着実に実施してまいりました。

評価としましては、漁船等、目標数を示して復旧に取り組んだものがあったわけですけれども、

そういった数値目標はおおむねクリアしたところでございます。

また、水揚量は震災前年の８割弱まで復活し、水揚金額は震災前年の93％まで復活しておりま

す。

今後の課題につきましては、防波堤等まだ復旧していない施設の早期復旧と整理いたしており

ます。

続きまして、（２）原発事故の影響の克服です。

具体的な取組として、風評被害の払拭に向け、まずは水産物の放射性物質の徹底した調査を行

い、その結果に基づき、必要に応じて操業の自粛や出荷制限の設定・解除をいたしました。また、

これらの調査結果等の正確な情報提供、さらに被災地産水産物の安全性のＰＲ、輸入規制を実施

している諸外国・地域に対する輸入規制の撤廃・緩和に向けた働きかけ、また相手国が求める産

地証明等の円滑な発行等を実施いたしました。

操業の再開に向けましては、操業自粛海域の集中的な放射性物質濃度の測定調査、さらに漁業

者が行うがれきの撤去や操業中に回収したがれきの処理への支援といったものを実施いたしまし

た。

評価としては、モニタリング及びその結果の情報提供を徹底し、諸外国・地域の何らかの放射

性物質関係の輸入規制に対し、様々な機会を捉えて撤廃・緩和を求めてきた結果、事故後53カ国

だった日本からの生産物輸入規制国が、2016年３月末現在37カ国に減少しています。
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今後の課題・検討の視点として、引き続き風評被害の払拭に対応し、福島での早期の操業正常

化に向けて支援。と整理いたしております。

２ページを開けてください。

２ページから５ページは水産資源の管理の強化でございます。

２ページの（１）我が国の排他的経済水域における資源管理の強化でございます。

具体的な取組といたしましては、資源管理計画の策定及び実践、資源管理施策と連携した効率

的な放流、アユの冷水病発生を予防するための取組、漁業と遊漁の協調したルールづくり、漁獲

努力量規制や禁漁期、禁漁区等の設定、マダラについてＴＡＣ管理の検討を開始、北部太平洋で

操業する大中型まき網漁船を対象に、サバ類の試験的なＩＱ方式を実査、また取締りは都道府県、

関係府省庁と連携を強化し、効果的かつ効率的な実施、こういったことに取り組んでございます。

評価としましては、資源管理計画数は、着実に増加していますが、基本計画で目標としている

「基本的に全ての漁業者の参画」には至っていない状況。

また、資源評価を行っている52魚種84系群の状況は、近年は低位が４～５割、高位が２割程度、

残りが中位という状況。一方で、生産量の多い主要16魚種（37系群）の近年の資源水準は、６～

７割程度が中位または高位となっています。

アユの冷水病については、引き続き発生が確認されているものの、発生率は減少傾向。

漁業と遊漁の協調のため、遊漁関係者も参加した海面利用協議会を各地で年間72回、26年度実

績ですけど、開催いたしております。

外国漁船の違法操業の発生状況を勘案し、特定の海域・時期に重点的に取締船を配置するなど、

徹底した取締りを実施しているが、外国漁船の違法操業は悪質・巧妙化するとともに広域化して

いる状況と整理いたしました。

今後の課題・検討の視点につきましては、資源状況や特性等を踏まえ、国や都道府県の関与の

あり方を整理する必要。

また、重要性の高い資源については、国が積極的に資源管理の方向性を示す必要。

さらに、広域的な取組を行う資源管理体制の構築が必要。

また、限られた取締勢力の有効活用、更なる取締体制の強化が必要。と整理いたしました。

３ページをごらんください。

（２）国際的な資源管理の推進でございます。

具体的な取組といたしまして、我が国周辺水域において、我が国漁船の操業機会の確保を図り

つつ、外国漁船の割当量、許可隻数を適切に設定。カツオ・マグロ類について、地域漁業管理機
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関において、科学的根拠に基づく保存管理措置が投入されるよう、リーダーシップを発揮。海外

漁場の確保を図りつつ、海洋生物資源の持続的な利用を促進。捕鯨政策については、2014年３月

の国際司法裁判所の判決内容を踏まえた調査を実施するとともに、我が国の立場に対する理解を

拡大するため関係国への働きかけを実施しました。

評価といたしましては、我が国周辺諸国等の漁船に対し、操業隻数、漁獲割当量の削減、操業

規制等を行い、我が国漁船の操業機会の確保を図りました。

地域漁業管理機関におけるリーダーシップの発揮により、中西部太平洋まぐろ類委員会におい

て、太平洋クロマグロの30キロ未満の小型魚について2002年から2004年までの平均漁獲実績から

半減する措置を導入しました。また、2015年には、我が国主導により、サンマ等北太平洋の漁業

資源を管理する北太平洋漁業管理委員会が新たに設立されました。

沿岸国の主導的権利の行使拡大、新興漁業国の漁獲能力の拡大、水産ＯＤＡの補助金の減少等

厳しさを増している中、海外漁場の確保を図りました。

捕鯨政策についても、国際捕鯨委員会が有効に機能していないことに加え、悪質な団体による

調査妨害や上記判決を踏まえ反捕鯨国等による圧力が高まっている中、上記判決を踏まえた調査

を実施するとともに、新たな支持国の確保を図りました。

今後の課題・検討の視点といたしましては、地域漁業管理機関においてリーダーシップを発揮

できるよう、体制の強化が必要。

海外漁場の確保、我が国周辺水域における我が国漁船の適切な操業の確保等が必要。

確実な調査の実施や国際的支持の拡大による商業捕鯨の早期再開を目指す。と整理いたしまし

た。

４ページをご覧ください。

（３）資源に関する調査研究の充実でございます。

具体的な取組といたしまして、水産総合研究センターや都道府県と連携し、資源・海況調査を

実施したほか、漁船も活用し、現場情報の取り込みも強化いたしました。また、ＴＡＣ・ＴＡＥ、

対外交渉を行う必要のある魚種について重点的に実施いたしました。国際機関の管理下にある魚

種の資源評価を主導しております。

評価として、沿岸資源の調査につきましては、52魚種84系群を対象に実施し、そのうち、69系

群についてＡＢＣ（生物学的許容漁獲量）を算定、36系群について資源量を推定、27系群につい

てＢlimit（※）を設定し、各魚種、系群の資源水準を適切に評価いたしました。

（※：Ｂlimit･･･資源回復措置の発動がなされる資源量あるいは産卵親魚量の閾値）
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国際資源の調査については、国際機関の評価・管理対象となっている22魚種50海域を対象に実

施し、国際機関の管理下にある魚種の資源評価を主導しました。

一方で、データ不足により資源量の推定・資源評価が困難な魚種も存在しております。

また、資源評価と漁業者の感覚が一致しないケースがあり、資源評価及びそれに基づく資源管

理への信頼が高まらない一因となっている。と整理いたしました。

今後の課題・検討の視点につきましては、資源評価やそれに基づく資源管理に対する漁業者や

国際社会からの信頼が得られるよう資源評価の精度の向上が必要。と整理いたしました。

（４）環境負荷の少ない持続的な養殖業の確立ですが、具体的な取組として、漁場計画による

漁場の改善、主に天然種苗を利用しているウナギやクロマグロについて、人口種苗の安定生産技

術の開発。そのほか、赤潮対策、貧酸素水塊対策、ノリの色落ち対策、疾病対策、水産防疫体制

の強化等に取り組みました。

評価として、平成27年１月現在で、漁場改善計画を作成している養殖業者により総生産量の91.

2％をカバー、またクロマグロ養殖における人口種苗の活込尾数は、平成27年は40万尾と、平成2

4年の20.5万尾から大幅に増加しています。

赤潮の被害は、近年は比較的小規模に留まっており、疾病対策は、ヒラメのウィルス性出血性

敗血症等27疾病についての診断・予防技術の開発を推進いたしました。

次の水産防疫体制ですけど、これは事前に委員の皆様に送られた資料から追記いたしておりま

す。水産防疫体制の強化につきましては、水産防疫専門家会議のリスク評価の結果を踏まえ、水

産資源保護法施行規則及び持続的養殖生産確保法施行規則を改正し、両省令に定めるリスク管理

措置が必要な疾病を、11疾病から、24疾病に拡大するとともに、これまで防疫対象動物でなかっ

た貝類（カキ、ホタテ、アワビ）などを新たに追加しました。

今後の課題・検討の視点といたしまして、持続的な養殖業のため、漁場環境の改善や人工種苗

の安定供給、低魚粉・無魚粉飼料の開発・普及等を促進。

赤潮等による漁業被害防止だけでなく生産力を向上させる海洋環境の把握が必要。整理いたし

ました。

次、（５）多様な海洋生物の共存下での漁業の発展の確保でございます。

具体的な取組といたしましては、藻場・干潟の造成・維持・管理。漁場耕うんや魚道整備によ

る内水面における水産動植物の生息・成育・繁殖環境の保全等、また、平成26年６月に第186回

通常国会において、「内水面漁業の振興に関する法律」が成立いたしております。さらに、漂

流・漂着物の回収・処理、トド、ザラボヤ等有害生物対策、カワウや外来魚による被害防止大差、
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海鳥類等の混獲時の実態把握及び回避技術の向上普及といったものに取り組んでまいりました。

評価といたしましては、第３次漁港漁場整備長期計画では約5,500ヘクタールの藻場・干潟の

造成を目標としているところ、平成27年３月現在で約3,900ヘクタールを造成しております。

また、地域住民が行う漁場耕うんや簡易魚道の整備等により内水面の多面的機能を発揮しよう

とする取組を支援しております。

さらに、内水面漁業の振興に関する法律に基づき、うなぎ養殖業を農林水産大臣の許可制とし

て、シラスウナギの池入れ量を制限することで、ウナギ資源の管理を実施いたしてございます。

漂流・漂着物対策につきましては、平成26年までに８地区において、漂流・漂着物の回収・処

理等へ支援したほか、油除去の指導者を養成するための講習会を全国で38カ所開催するなど、漁

場油濁被害の対策を実施しました。また、漁業系資材のリサイクル技術の開発、開発された技術

の成果を普及いたしました。

トドやザラボヤ等の有害生物による被害対策は実施しているところなんですが、被害の規模は

広域化かつ増加する傾向にございます。

カラウや外来魚の被害防止対策は、平成25年度にはカワウ9,398羽を駆除、外来魚を17万6,786

キログラム駆除、27年度にはカワウ１万3,910羽を駆除、外来魚を16万3,732キログラム駆除して

ございます。

マグロ類の地域漁業管理機関を中心に、さめ類、海鳥類の混獲実態の把握や混獲回避技術の開

発・導入を行っておりますが、ワシントン条約でさめ類が次々と附属書に掲載されるなど、混獲

生物に対する国際的な関心が高まっている。と整理いたしました。

今後の課題・検討の視点といたしましては、藻場・干潟は、造成と維持・管理対策を広域的視

点から組み合わせて展開。

有害生物による漁業被害防止対策は、国と地方が役割分担をし、効率的かつ効果的に実施。

混獲実態の把握及び回避技術の向上・普及を推進。と整理いたしました。

少し急ぎます。６ページをごらんください。

３．意欲ある漁業者の経営安定の実現についてです。

（１）資源管理・漁業所得補償対策による漁業経営の安定の確保でございます。

具体的な取組といたしまして、漁業収入安定対策を実施し、その加入普及・定着を図りました。

また、漁業用燃油及び配合飼料の価格高騰対策を実施いたしました。

評価として、収入安定対策につきましては、導入当初より加入率は上昇しているものの、基本

計画に掲げた目標である漁業生産額の９割は達成できておりませんで、平成27年６月で68％とい
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う状況でございます。

一方で、経営安定対策及びコスト対策に取り組んでいるにもかかわらず、販売金額が300万円

以下の零細な漁業経営体の割合は増加しているところでございます。

今後の課題・検討の視点として、「効率的かつ安定的な経営体」や「担い手」といった概念を

整理し、漁業経営に関する施策の対象を明確化すると整理いたしました。

（２）漁業保険制度の適切な運営でございますが、具体的な取組として、保険制度及び漁業共

済につきましては、国による再保険の適切な運用等を通じて安定的な運営を確保いたしました。

また、現場のニーズ等も踏まえ、平成29年度の漁船保険団体の組織統合一元化、養殖共済の加入

要件の見直し等を内容とする「漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び

漁業災害補償法の一部を改正する等の法律」が第190回国会で成立いたしました。

評価として、漁業保険制度につきましては、これまで安定的に運営を行ってきており、漁業共

済については加入率は順調に伸びてきており、漁船保険においては、今般の制度変更によって組

織の統合一元化を図るなどにより、更なる安定的な運営が確保される見込みです。

今後の課題・検討の視点といたしまして、今般の保険制度の見直しを踏まえ、保険の適切な運

用と加入促進を図る。と整理いたしました。

７ページ、８ページは、４．多様な経営発展による活力ある生産構造の確立でございます。

７ページをご覧ください。

（１）国際競争力のある経営体の育成に向けた漁業経営の体質強化ですが、具体的な取組は、

収益性重視の操業体制、収益性重視の養殖業体制の導入、協業化を促進し、収益性の高い漁業等

の育成に取り組みました。その他、生産体制再編のための減船や、ＴＰＰ等の新たな国際環境も

踏まえ、広域な漁村地域が連携して取り組む浜の機能再編等、競争力強化対策を実施いたしまし

た。

評価として、依然として、漁業経営は厳しい状況であり、持続可能な収益性の高い操業体制へ

の転換を図っていく必要。と整理いたしました。

今後の課題・検討の視点は、漁業経営の競争力強化や体質強化のための具体的方策。と整理い

たしました。

（２）６次産業化の推進ですが、具体的な取組として、株式会社農林漁業成長産業化支援事業

（Ａ－ＦＩＶＥ）を通じて、１次産業から２次・３次産業を通じて消費者までバリューチェーン

を築く事業活動に対し出資を実施しました。また、「浜の活力再生プラン」により、地域資源を

活用した幅広い所得向上の取組を支援しました。



- 9 -

評価として、６次産業につきましては、漁業の場合、漁業者個人から漁獲から加工・販売まで

取り組むことは難しいこともありまして、水産物の関係の六次産業化・地産地消法に基づく事業

計画の認定数は、全体の８％程度であり、Ａ－ＦＩＶＥの水産物関係の出資総額は、全体の14％

に留まっている状況です。

なお、浜の活力再生プランは、28年３月末時点で551件承認されており、漁業者自らが加工・

販売も行うだけでなく、量販店や観光協会との連携による所得向上の取組が行われております。

今後の課題・検討の視点としては、６次産業化に限らず、漁獲物の付加価値を高める取組全般

を促進。と整理いたしました。

８ページをご覧ください。

（３）融資・信用保証による経営支援の的確な実施でございます。

具体的な取組としまして、利子助成等による資金借入れの際の負担軽減や、実質無担保・無保

証人による融資を推進。また、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法における漁業経

営改善計画の認定を受けた認定漁業者への金融上の支援を措置、こういったことを実施しました。

評価として、漁業関係制度資金や漁業信用保証保険制度は、漁業者等の事業投資とって極めて

重要な役割。

また、認定漁業者制度については、認定基準が単一であること等により、活用が著しく低調な

状態が継続している状況でございます。

今後の課題・検討の視点は、漁業者の資金借入れの際の負担軽減や実質無担保・無保証人によ

る融資を推進。

担い手対策と連携して、認定漁業者制度が活用されるよう見直し。と整理いたしました。

（４）担い手の確保・人材育成と女性の参画の促進でございます。

具体的な取組として、漁業学校等で必要な知識の習得を行う者に対する資金の給付、また、就

業準備講習会、就業相談会の開催。最長３年間の長期研修の実施。漁村地域におけるリーダー育

成、漁村の女性の資質向上や取組を支援。また、中核的担い手の育成。漁協系統組織における女

性役員の登用の推進などに取り組みました。

評価として、近年では、漁業就業者数を目標数である2,000人程度確保。

一方で、長期研修を受けた新規就業者の定着率が低いことが課題。

漁業系統組織においては、漁協経営への女性参画を進めているが、漁協の役員のうち、女性役

員は0.5％にとどまっており、これは女性組合員が少ないことも要因となっている。

また、女性の参画について、漁協の役員のうちおよそ0.5％であり、また、女性グループによ
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る取組についても先進的な成功事例が多く見られるが、漁業自体というよりは、加工・販売等ほ

かの陸の事業が中心となっている。と整理いたしました。

今後の課題・検討の視点として、漁業未経験者の就業の促進。

人材育成のための公的な研究・教育機関の充実や各地域の自主的取組の推進。

女性の参画を推進するための活動しやすい環境づくり。と整理いたしました。

９ページをご覧ください。

５．漁船漁業の安全対策の強化でございます。

具体的な取組といたしまして、安全航行に関する遵守事項の徹底及び海事関係法令の励行につ

いての指導。海洋気象情報を初めとする各種気象情報を提供。また、水路通報や電子水路通報の

発行。「漁業労働環境カイゼン対策会議」の開催や、漁船労働環境カイゼン等の知識を有する安

全推進委員の養成。ＡＩＳの普及を促進するため、優遇措置を実施。ライフジャケット着用義務

化の範囲拡大のための法令の整備について関係省庁と検討。こういったことに取り組みました。

評価といたしましては、漁船衝突事故を原因別に見ると、見張りの不十分なものが約８割とな

るなど、人為的要因によるものが合計９割以上を占めており、漁業者への指導が漁船事故の防止

にとって非常に重要。

また、漁船の衝突事故を防ぐために有効とされているＡＩＳの普及状況は向上しているが、依

然として低水準である。

ライフジャケットの非着用者の死亡率は着用者の約２倍となっており、その着用推進を行って

きたところであるが、依然として着用の徹底には至っていない。と整理いたしました。

今後の課題・検討の視点として、ライフジャケットの着用の漁業者への普及・指導の推進。

漁船の安全対策の推進。と整理いたしました。

10ページ、11ページは、６．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

物の安定供給です。

10ページをご覧ください。

（１）消費者への情報提供の充実、（２）魚食普及の推進です。

具体的な取組といたしまして、子供を含めた消費者への魚食普及として、旬の魚のＰＲ（全漁

連「プライドフィッシュ」）の支援や、「和食」の保護、継承のために普及活動を推進しておりま

す。また、水産物の安全及び消費者の信頼の確保に関する情報をホームページ等で公表してござ

います。また、簡便化を初めとする最近の消費者ニーズへの対応として、「ファストフィッシュ

商品」の公募・選定。水産物加工・流通の先進的取組等の支援に取り組みました。
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評価といたしまして、プライドフィッシュの選定数は、28年３月現在で173魚種、ファストフ

ィッシュの選定商品数は、28年３月時点で3,154商品と、取組としては着実に推進しております。

また、１世帯当たりの生鮮魚介類の支出金額は近年増加傾向にございます。

しかし、１人当たりの消費量は依然として低下傾向。と整理いたしました。

今後の課題・検討の視点として、食に対する簡便化ニーズへの対応促進。

消費者への魚食普及の推進として、特に学校給食との連携や食文化についての理解の促進を強

化。

産地の水産物の情報を伝達する仕組みの整備について検討が必要。と整理いたしました。

（３）水産物流通の品質・衛生管理対策の推進、（４）多様な流通ルートの構築でございます

が、具体的な取組として、漁港施設の改良・新設による高度な品質・衛生管理の導入。ＨＡＣＣ

Ｐの導入を促進。養殖衛生管理技術者の育成や養殖業者に対する巡回指導の実施。産地市場のネ

ットワーク化を目指す「広域浜プラン」の策定、こういったものを推進しました。

評価といたしましては、現在の水産物流通は、産地卸売市場と、消費地卸売市場の２段階で形

成されており、これは関係各業界に利点があるため形成されたもの。この流通の中で、品質・衛

生管理の向上が図られてきた。

また、ＨＡＣＣＰ認定取得水産加工場数は着実に増加。

一方で、水産物の小売価格における生産者の受取価格が３割というデータもあり、流通の効率

化が必要との指摘もある。

また、都道府県職員等に対し、毎年度、延べ100名以上に対し養殖衛生管理に関する研修を実

施。当該研修を通じて必要な知識を取得した職員により、養殖業者に対し巡回指導が実施された。

平成28年３月現在で、11件の広域浜プランを認定。と整理いたしました。

今後の課題・検討の視点といたしまして、既存の流通経路において生産者がより有利な条件で

安定的に取引できるよう環境・体制を整備。

輸出促進等の観点から、トレーサビリティについて検討する必要。と整理いたしました。

11ページをご覧ください。

（５）水産加工による付加価値の向上と販路拡大、また（６）加工・流通機構の発揮による適

切な需要バランスの確保です。

具体的な取組といたしまして、未利用魚、低利用魚を有効活用するモデル的な取組に対する支

援（国産水産物流通促進事業）を実施いたしました。また、「浜の活力再生プラン」により、地

域資源を活用した幅広い付加価値向上の取組を支援いたしました。また、簡便化を初めとするフ
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ァストフィッシュ、こちらは再掲でございます。加工原料の安定的な確保を図るため、冷凍・冷

蔵施設の整備の支援。気候変動の影響を受ける水産加工業者の原魚確保や、水揚げ集中時の調整

保管の取組を支援いたしました。

評価といたしまして、浜の活力再生プランについては、28年３月時点で551件承認。漁業者自

らが加工・販売も行うだけでなく、量販店や観光協会との連携による付加価値向上の取組が行わ

れている。

また、ファストフィッシュ、こちらは再掲でございます。

さらに、平成24年度～27年度までに産地水産業強化支援事業により全国７地区で冷凍・冷蔵施

設が整備された結果、加工原料の安定的な供給を確保。と整理いたしました。

今後の課題・検討の視点として、未利用魚・低利用魚の活用等による付加価値向上等、販路の

拡大。

加工原料の安定的な確保。と整理いたしました。

（７）水産物の輸出促進でございます。

具体的な取組として、オールジャパンとして輸出促進の取組を強化、海外でのプロモーション

活動等を行っております。輸出拠点となる特定第３種漁港を中心とした高度な品質・衛生管理の

導入の推進。また、水産庁もＥＵ向けＨＡＣＣＰ認定の主体として業務の開始。原発事故に伴う

輸入規制の緩和・撤廃への相手国への働きかけ、こういったものを取り組みました。

評価といたしまして、ＨＡＣＣＰ認定取得水産加工場数は着実に増加。

また、これらの施策の効果や、世界的な日本食ブーム等もあり、水産物の輸出額は、平成26年

には2,337億円、27年には2,757億円を記録し、2020年に水産物輸出額3,500億円を目標とする中

間目標（28年2,600億円）を１年前倒しで達成。と整理いたしました。

今後の課題・検討の視点といたしまして、水産物の輸出額目標（2020年に3,500億円）の達成

等、輸出の促進。と整理いたしました。

12ページをご覧ください。

７．安全で活力ある漁村づくりでございます。

（１）漁港・漁村の防災機能・減災対策の強化、（２）水産物の安定供給の基盤となる漁港機

能の保全・強化でございます。

具体的な取組として、多重防護の推進等による防災・減災対策。「災害に強い漁業づくりガイ

ドライン」の普及啓発を推進。孤立漁村の解消として、避難経路や岸壁等の整備を推進。「水産

庁インフラ長寿命化計画」を踏まえた漁港施設のライフサイクルコストの最適化。競争力強化の
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ための陸揚げ機能の集約化等の推進、輸出拡大のための大規模に水産物を扱う流通拠点漁港を中

心として衛生管理対策等の推進。また、「漁港のエコ化方針」の取りまとめ、これをホームペー

ジで掲載周知いたしております。また、環境省との連携による漁港の省エネ化の実証の取組推進、

こういったことに取り組みました。

評価といたしましては、目指す主な成果の達成に向けて鋭意進捗を図っている状況。と整理い

たしました。

今後の課題・検討の視点として、既存の漁港施設等の有効活用、ライフサイクルコストの縮減

等、漁港機能の保全・強化。と整理しております。

（３）地域資源の活用と水産業・漁村の多面的機能の発揮でございます。

具体的な取組として、「浜の活力再生プラン」による地域資源の活用。また、遊漁者と漁業者

が協調して遊漁を楽しめるよう、漁業者が取り組む資源管理計画等について、都道府県と協力し

て遊漁者への啓発を実施するとともに、海面利用協議会の場を活用したルールづくり、こういっ

たものを推進してございます。さらに、漁業者の行う多面的機能発揮に関する活動、こういった

ものの取組に支援してございます。

評価といたしまして、浜プランについては、再掲でございます。

また、海面利用協議会も再掲でございます。

さらに、多面的機能発揮対策、これも再掲となります。

今後の課題・検討の視点といたしましては、水産多面的機能の発揮対策について一層の国民の

理解の下に推進。と整理いたしました。

13ページをご覧ください。最後でございます。

８．水産業を支える調査・研究、技術開発の充実で、（１）水産業の未来を切り拓く新技術の

開発及び普及、（２）海洋モニタリング等の基礎的な調査・研究の着実な実施でございます。

具体的な取組といたしまして、国と都道府県の協同事業である水産業改良普及事業により、国

の重要施策の現場展開や新たな知識・技術の導入を支援。また、基本計画に定められた重点課題

に関する研究・技術開発を水産総合研究センターを中心に実施。回遊魚を中心とした水産物に係

る放射性物質の影響調査を実施。クロマグロ、ブリ等の遺伝子情報の解析を行い、優れた特性を

持つ養殖品種の評価・選抜等を実施したところでございます。

評価といたしまして、重点課題については、資源管理の推進や持続可能な養殖に欠かせない人

工種苗の開発や産卵技術の開発が進んだほか、効率的な漁業の確立のための技術開発・研究等が

行われ、一定の成果を上げているところでございます。
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また、（国）水研機構が、海底土から海産生物へ放射性物質がほとんど移行しないということ

を飼育実験により解明。

さらには、クロマグロの全遺伝子を解析可能なＤＮＡチップを開発、こういったことに取り組

んでございます。

今後の課題・検討の視点といたしまして、戦略的・重点的に取り組むべき研究課題を明確化。

と整理いたしました。

最後は、９．水産関係団体の再編整備等で、（１）漁協系統組織の再編整備、（２）漁業保険団

体の事業基盤の確保でございます。

具体的な取組といたしまして、漁協系統組織の再編整備等に向け、経営不振漁協が借り入れる

借換資金に対する利子助成等の支援のほか、経営改善計画の策定・実行や役職員の人材育成への

支援を実施。また、漁協系統組織が運動方針に基づき行う経営・事業計画のフォローアップを含

む指導を実施いたしました。また、漁協系統組織が行う信用事業については、マリンバンク基本

方針による取組状況の把握・指導を実施いたしました。さらに、漁業者のセーフティネットとし

て漁業保険制度が適切に運営されるよう、安定的な事業基盤の確保を推進し、この法律の改正、

これは再掲でございます。

評価といたしましては、漁協系統組織においては、漁業生産の低迷により経営が悪化するとと

もに、組合員の減少等により経営基盤も脆弱化しておりますけれども、繰越欠損金の存在により

合併の進捗は不十分な状況。

また、漁協系統組織における信用事業は、依然として農協系統の信用事業等と比較して規模が

小さく、財務基盤も脆弱な状況。と整理いたしました。

今後の課題・検討の視点といたしまして、漁協系統組織の体質強化を推進。

漁業信用基金協会についても、財務基盤の強化を図る必要。と整理いたしました。

資料１の説明は以上です。長々と失礼いたしました。

○馬場部会長 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、皆様から御意見、御質問を受けたい

と思います。

進め方として、何人かの委員の方から御意見をいただいた後で、一旦区切ってまとめて事務局

から御返答いただき、再び皆様からの御意見、御質問を伺うという形で進めさせていただきたい

と思います。委員の皆様からの御質問に対しては、事務局より可能な限りこの場で御回答いただ

きたいと思います。また、皆様からいただきました御意見に関しましては、今後の事務局におけ
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る参考とさせていただきたいと思います。

時間のめどとして、質疑を含めて約１時間の時間をとりたいと思います。

それでは、皆様、御意見をお願いします。

○菅原特別委員 ２ページ目の漁業取締りのことについてなんですけれども、密漁対策について

なんですが、沖合のことについては記載はされてはいるんですが、沿岸の密漁も悪質・巧妙化を

現在しております。漁業者自らが、我々も浜に出て監視活動を行ってはおるんですが、取締りに

は限界があります。そういったこともありまして、しっかりと被害の状況とかいろいろ把握をし

て検証をし、全国的な課題としてもっと取り組んでいただければと思います。

以上です。

○馬場部会長 ほかには。

○東村委員 幾つか質問があるんですが、ちょっと気になる……どうしよう、優先順位を自分で

つけてしまいますけれども、６ページです。収入安定対策に、加入者の漁業生産額に占める割合

が68％であるということで、この３年ぐらいで余り伸びていないということなんですが、そもそ

も、この収入安定対策に、ごめんなさい、加入する必要がないというか、余りにも収入の低い漁

業者にとっては、これはあまり加入するインセンティブがないというふうに聞いています。です

ので、９割を達成することがそもそも必要なのかなという気はいたします。効率的かつ安定的な

経営体に絞って進めていくという方針であれば、そもそもの目標というのがどうなのかなという

ふうに考えます。

それから、８ページに移りまして、下の（４）担い手の確保・人材育成と女性の参画の促進の

評価でございますけれども、長期研修を受けた新規漁業者の定着率が低いこと、この理由が幾つ

かおわかりだったら教えていただきたいと思います。

それから、一番最後の行になりますけれども、女性グループの取組が先進的で成功事例が多く

見られるけれども、漁業自体というよりは、加工・販売等の陸の事業が中心となっている。この

評価というか、これ自体への評価なんですけれども、別に女性が漁業に進出するとか参画すると

いうこと自体はなかなか難しいものがあると思うんですが、それを進めるよりは、これは私見で

すけれども、加工・販売事業をもっと評価することによって、その女性の地位を高めていくこと。

その上で、そういう女性の方が漁協の組合員になり、やがては女性役員になっていく。0.5％は

余りにも低いと思いますので、漁業をやっている人じゃない人にも漁業というか漁村の成果に役

立っている人はもっと評価するような仕組みが必要かなと思っております。

最後、すみません、また戻りますけれども、気になっている点、１ページに戻ります。すみま
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せん、飛び飛びで。放射性物質の輸入規制を行っている国が、事故後の53から37まで減少してい

るということなんですが、現在37の規制している国・地域のうち、実際に輸入の規制が解除され

たら本当に輸入してくれる、需要がある国というのと、それから別に規制しているけど、規制が

解除されたからといって、特に水産物を輸入するような、要は、魚を食べる習慣がない国とかも

もしかしたら含まれているかもしれないので、そこのところをもう少し教えていただきたいと思

います。

以上です。ありがとうございます。

○馬場部会長 ほかにはいかがでしょうか。

○関特別委員 東村委員の御意見と重なるところもありますが、まず６ページのところで、零細

な漁業経営体の割合が増加しているというのは、これ数字を読んでいくと、実は、高齢漁業者が

増えているというふうにも読めるのかなというふうにもちょっと考えております。

共済の加入率が増えているというのも、その母数自体が減少しているというようなことで、こ

の割合というのが増えているという部分もあるのかなというふうに、数字というのは非常に重要

だとは思うんですけれども、その裏の実態を把握するということがもっと大事かなというふうに

感じております。

次に８ページですけれども、今、他の委員さんもおっしゃいましたけれども、女性の活動は加

工・販売などの陸の事業が中心でいいんじゃないかなと思っています。むしろそのことをもっと

積極的に評価していただきたいと思います。

それから、女性の役員の少なさとか組合員の少なさということなんですけれども、ここら辺に

ついては、女性の中でも非常に温度差があるというのは、あちこちで話を聞いていてと感じます。

ですけれども、やはり役員の数とかそういうもので女性の意見が風通しよく通るとか、そういう

効果というのは非常にあると思うので、男女ともに意識改革というようなことが必要なのではな

いかなというふうに感じております。

また、11ページのところに未利用魚を利用した加工というような活動は、多分大きな規模より

小回りのきく小規模なものというのが重要になってくるのかなというふうに思います。そうする

と、例えば女性がやっているような活動というのが非常に当てはまってきたりするので、この会

議では一つ一つの項目に対して評価し、課題を検討しているわけですけれども、実は色々な活動

は連動的に取り組まれているので、包括的に評価・検討するということが大事になってくるんだ

ろうなというふうに思いながら、私はこの資料を読ませていただきました。

以上です。
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○馬場部会長 では、大森委員で、ここで一旦切りたいと思います。お願いします。

○大森委員 それぞれ今言われた方々と大分重なるようなことがありますけれども、何点か述べ

させていただきます。

まず、１ページの原発事故の影響の克服のところであります。東村先生も言われたように、評

価のところで53から37までに減少と、こういう表現になっています。これは今現在も風評被害と

戦い、廃炉に向けた協力もしながら地元の漁業者が取り組んでいるということも考えますと、減

ったというより、まだ37残っているということだと思います。ですから、この16減ったというか、

16の解除をされた国・地域に対して、それぞれ我が国がどういう対応をしてこういう解除に向か

ったのかというところをしっかり評価をして、そしてそれを次の今残っている37をどういうふう

にしていくかというところに向ける課題にするというのが重要じゃないかというふうに思います。

３ページの国際的な資源管理の推進のところで、問題になっておりますカツオ、マグロ、サン

マ、こういったところの話が出ておりますけれども、カツオについては、評価のところで余りし

っかりとした記述がされていないこともありますので、今後の検討課題のところは、カツオも含

めてこういった公海上の国際的な管理の重要性というものを位置づけるということが必要ではな

いかなというふうに思う次第です。

それから、６ページです。資源管理、漁業所得補償対策の件ですけれども、300万円以下の零

細な経営体の割合が増加しているということの主因は、我が国全体、そして漁村の高齢化による

生きがい的な漁業を継続されている方が増えていっているというところであると思いますので、

この対策があるにもかかわらずというのはちょっと違うのではないかなというふうに思う次第で

す。経営安定対策、コスト対策をして中核的な漁業者をしっかりと育てて経営安定、生産体制を

確立していくということと、高齢者を含めた地域対策を整理した課題提示が必要ではないかと思

う次第であります。

あと２点ばかりですが、８ページ目の担い手の確保・人材育成のところでありますが、ここで

今後の課題・検討のところで、「漁業未経験者の就業の促進」と、こういうふうに書かれており

ますけれども、これも重要でありますけれども、やはり生産の中核を担っていく、そういった

方々というのは、やはり今の漁村の子弟の方々、こういった後継者の漁業就業をしっかりと支え

ていくということが重要であるというふうに考えておりますので、ここの課題のところには、そ

ういう漁業子弟の方々が今ホップ・ステップ・ジャンプのホップの段階にあるのがステップ、ジ

ャンプに行けるような、そういったところも加えられたような課題整理にしていただければなと

いうふうに思います。
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最後です。９ページのライフジャケットのところなんですが、小型船を含め義務化が強化され

ていきますので、課題にありますように、着用についての普及指導の推進はもちろんであります

けれども、それ同時に、漁業の操業実態を踏まえたライフジャケットの開発、こういったことも

検討の課題の中には必要ではないかなというふうに思います。

ありがとうございました。

○馬場部会長 では、ここで一旦区切りまして、今の御意見、御質問について事務局より返答を

お願いしたいと思います。

○企画課長 お答えいたします。

御意見は、先ほど部会長からお話ありましたように、私どもが承りまして今後の検討課題とさ

せていただきたいと思います。

御質問につきましては何点かございましたので、お答えをしたいと思います。

まず、東村委員の１点目の点でございますけれども、収安の加入率の話でございますが、これ

は今の現行の基本計画の中の整理で、この対策に加入している人が、経営発展に意欲を持って取

り組む者であると、こういう整理がなされておりまして、それは水産基本法に規定している効率

的かつ安定的な漁業経営の育成の理念にも合致をする。したがって、こういう方が経営の大宗を

占めるような漁業構造に持っていくんだということで漁業生産額のおおむね９割という目標を立

てて取り組んでいる。これによって、より収益性の高い漁業経営を実現していくという考え方で

となっております。

おっしゃるように、当然、この収安に入る必要性を感じていないという方も当然いらっしゃる

わけで、そこに強制的な加入を求めるわけではなく、入れる可能性がある方は、極力御参加をい

ただいて、そういった方々が生産の大宗を担う漁業構造に持っていくという考え方で整理をした

ものでございますが、当然、次期の基本計画の中で、こういったところをどうしていくかという

点も含めて御議論をいただきたいと思います。

２点目の長期研修の定着率のところでございます。

これはいろいろ要因があろうと思います。やはり研修を受けても、家庭の事情でどうしても就

業できませんとか、就業したけれども、長続きしないというような事情は多々あろうかと思いま

すけれども、もう一点、やはりその入り口の段階で、本当にその適性がある人かどうかというの

をよく見極めて研修に入っていただくということも非常に重要ではないかというふうに思います。

８ページの女性のところの評価でございますけれども、おっしゃるように、直接海の上に出る

というのは、女性の場合、なかなか難しい点もあるということはおっしゃるとおりでございます
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ので、加工・販売とかそういった点でプレゼンスを高めていっていただいて、より重要な役割を

漁村の中で担っていただくということはあると思いますので、ここは委員おっしゃるとおりかと

思います。

それから、輸入規制のところは、後ほどまとめて加工流通課長からお答えをいたします。

関委員の１点目の御指摘でございますが、ちょうどお配りしてあるファイルの中に前回の資料

が入っていますけれども、水産をめぐる事情についてという資料の６ページでございます。

大森委員から御指摘があった点にもかぶるんですけれども、販売金額で見た経営体数、2008年

ですから平成20年、それから2013年（平成25年）のデータでございますが、漁業経営体数は11万

5,000ぐらいから９万幾らに減ってはいるんですけれども、その中で100万円未満のところ、それ

から青いところが100万円未満の経営体数、それから赤のところが100万円から300万円未満の経

営体数というところで、この割合が７％ぐらいですが、増えているということになっておりまし

て、我が国の漁業構造として、こういうことになっているのはどうなのかという問題意識は、こ

れは皆様方も共有されるところではないかというふうに思っております。この中がさらにどうな

っているかというのはよく分析をしてみないといけないというところはあるかもしれませんけれ

ども、我が国の漁業構造としてこういうような形になっているということをどう評価するのか、

これでいいのか、これをどういうふうにしていくのかということも含めて、また、こういった議

論のテーマ別の機会がございますので、ぜひとも皆様方、十分御議論をいただきたいというふう

に思っております。

以上でございます。

○加工流通課長 東村委員と大森委員のほうから、放射性物質に係る輸入規制に関して御質問を

いただきました。

こちらの資料では、規制をかけている国・地域は、事故後の53から37にまで減少しているとい

うふうに全体の数を書いてございますけれども、これ、何が入っているかと申しますと、輸入停

止をしている場合、輸入停止はしていないんだけれども、放射性物質の検査証明書を求めている

ような場合、あるいは輸入国側で通常よりも検査の頻度を上げて、例えば全ロット検査をしてい

るような場合、そういった場合が全て含まれている数字でございます。

この事故後は53のうち、実は輸入停止をしていたような国・地域は20近くございました。その

多くが日本全国からの輸入を停止しているという状況でございました。それが現在は、輸入停止

をしているところは８ぐらいでございます。そのうち日本全国からの輸入を停止しているような

ところはございませんで、少ないところは１県、福島県からの輸入のみ停止している。多いとこ
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ろでは８から10の県などからの輸入を停止しているということでございます。

ということで、この数字だけですとこうなるんですけれども、中身について見ると、事故後か

らはかなり緩和が進んできているということでございます。

もちろん検査証明書等も撤廃等を求めて働きかけているんですけれども、輸入停止をしている

ところに限りますと、今残っているところで大きなところになりますと、中国ですとか台湾です

とか韓国、こういったところが複数の県についての輸入を停止しているということでございます。

一方で、この中には、例えばフランス領ニューカレドニアといったところも複数県からの輸入

を停止しているんですけれども、東村委員から御指摘がありましたとおり、こういったところよ

りは中国とか韓国の規制がより解除、撤廃される場合のほうの効果が大きいというふうに考えて

おります。

あと、大森委員のほうから、規制が緩和した国に対してどう対応してきたのかということでご

ざいます。

これは、53マイナス37のところだけではなくて、まだ規制を残している国、こちらの国につい

ても、事故後に比べれば規制を緩和してきたところでございます。こういったところ全ての国に

ついてどういう対応をしてきたのかということなんだと思いますけれども、基本的には、先ほど

冒頭の説明にございましたとおり、日本としてしっかりした調査をして、必要なところは出荷制

限等もして、またはそういった情報をちゃんと各国・地域のほうに伝えていく。それはホームペ

ージ等で公表する場合もございますし、特に外国向けに対しては、主に外交ルートになりますけ

れども、伝えていくとともに解除等を働きかけていく、そういった地道な取組をこの５年間続け

てきたわけでございます。基本的には、今後もそういった取組が基本だと思っておりますけれど

も、国・地域によってはそれ以外の措置、場合によっては考えなければいけないというふうに考

えております。

以上でございます。

○馬場部会長 よろしいでしょうか。

○漁業保険管理官 漁業保険管理官でございます。

収入安定対策のこととか共済のことに御発言を関委員、東村委員からいただきましたので、補

足説明させていただきたいと思います。

漁船保険、漁業共済ともに不慮の事故に対して備える漁業者のセーフティネットでございます。

その中で漁船保険は、稼働漁船のほぼ100％に入っていだたいておりますが、漁業共済のほうは、

先ほど御指摘ありましたけれども24年３月に66％で、しばらく動かなかったんですけれども、東
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日本大震災があり、それから収入安定対策事業が始まったのが23年でございますので、そういう

魅力があって今の27年６月末で75％まで順調に伸びてきたということでございます。依然まだ2

5％の人に加入していただけないということで、努力は続けなければいけない。

その中で、東村委員にあったように、収入が少ない方に入っていただけないのが一つの大きな

原因でございます。これは、先ほどありましたが、生涯の楽しみでやっておられる方だとか、農

業と兼業をされていて、農業が主なので、水産は共済に入ってまで頼っていないので入らなくて

も大丈夫だと、経営判断でございますけれども、そういう方に依然入っていただけないという状

況ではありますが、そういう中にあっても、やはり収入安定対策と共済を今回法律を改正して、

零細な方に入っていただかなくても、担い手の方に高い補助が受けられるような形で改正などを

しながら使いやすく努力してございますので、御理解を賜りたいと思います。

以上です。

○馬場部会長 あとよろしいでしょうか。

では、再び御意見、御質問を受けたいと思います。

○山田特別委員 私どもの関係団体の箇所がありますから、そこを確認したいと思いますが、13

ページの一番最後になるんですが、評価として、漁業系統組織に置ける信用事業云々と記載があ

ります。実態は、ここに書かれていることは間違いではないんですが、漁業金融というのは、限

られた島嶼部の水産業地域を支えるという意味では、民間金融機関がどんどん撤退する中で、残

された金融機関としての体制づくりというのを取り組んでいる。また、28年度にはいろいろな実

績が示されると思うので、これは前年度取組状況はこの状態ですが、今後には圏域の体制整備が

進む、広域の合併が進む、そのような事案が出てまいりますので、その辺の含みをお願いしたい

なというふうに思います。

○馬場部会長 次、すみません、御意見、御質問のある方は名札を立てておいていただけますか、

発言あるまで。申しわけないです、たくさんあったので。

○中田特別委員 私が言うと、天につばするようなことを言いたいと思います。

４ページ、資源に関する調査・研究の充実というところで、「資源評価結果と漁業者の感覚が

一致しないケースがあり」というようなくだりがあります。大きな要因の一つとして、漁場形成

と資源評価あるいはそれらの要因が一緒ではないということがある。そこをうまく現場の漁業者

に説明し切れていないという問題があると思っています。施策をつくるところ、それからそれを

受けて実施する私たちの機関のようなところは、調査を実施するだけではなくて、どういうふう

に相手に伝えるかということを、そこまで意識して施策をつくる、実施するということを今後は
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重要視しなければいけないということ。それから今、みんなスマホとか持っていて、いろいろな

情報交換が簡単に現場とできるようになっているので、そういう双方向性というのをもっと生か

すということが重要だと思っています。

それから、10ページです。消費者への情報提供の充実、魚食普及の推進というところがありま

す。

特に、私ども今、水産物の機能性ということにすごく注目して研究を進めています。機能性を

証明する、あるいは機能性をうたっていく場合に重要なのは、水産の分野にとどまっていると、

マウスレベルの実証しかなかなかできませんが、ヒトのデータをきっちりとれるような仕組み、

それは厚生労働省と連携していくとか、きっちり商品化するところまで意識した研究を立てて、

そしてその機能性食品を売っていくところと一緒になって実証していくみたいなことがすごく重

要になってきていると感じています。その辺にぜひ力を入れた施策というのをうたっていただき

たいなと思います。

以上です。

○高橋特別委員 質問が３点ほどございますので、よろしくお願いします。

まず、２ページの取締業務に対してでございますけれども、ここの評価にあるように、外国漁

船の違法操業、これは毎年のように悪質、また巧妙化するということで、あわせまして広域化し

ている。これは当然のことでございまして、我が国の水産資源というものを守るためには、取締

りの強化というものは必要だというように理解をいたしております。

そこで質問ですが、取締船は現在何隻いるのか教えていただきたいと思います。私の理解では、

水産庁の所属船舶と言われる船が７隻と、民間からの用船が多分37の計44隻だという理解でおり

ますけれども、現在も44隻の体制なのかということです。

今後の環境の検討の視点というところに、取締体制の強化が必要だと書いてございます。それ

は、私も当然のことだというように思っておりますし、取締の強化というものに対しては、取締

船の増隻というものが必要不可欠ということで書いてあるのだろうというような読み方をさせて

いただきました。

例えば取締船の増隻ということを想定しているのであれば、これは水産庁の所属船を増隻した

いのか、それとも民間からの用船の増隻というものを考えておられるのか、答えられるのであれ

ば教えていただきたいと思います。

特に、民間の用船のほうを我々としては多くしてほしいというように思っております。これま

でも入札制度でやってきておりますけれども、過去10年間ぐらいの間に、新規で、現在保有をし
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ている会社ではなく、新規の入札で新たに増隻になった船がもしあれば、教えていただければと

いうように思っております。

それから、現在使っている水産基本計画の評価ということでございますので、今日いただいた

中身だけじゃなくて、この水産基本計画全体のということでも多分よろしいのではないかと思い

ますので、その中で人材の育成の中で現在の基本計画の中では、漁船の機関士が不足していると

いうことで、海技資格の習得を促進するのとあわせ、漁船・漁業の安全対策の強化ということで、

当時は転覆事故とか海難事故が多発をしていた時期だったと記憶しておりますけれども、この中

で安全対策を未然に防ぐために、復元力を向上させるということが大義名分だったですけれども、

そういうふうな形の取組がどのようになっているのか、現在答えられる範囲で結構でございます

けれども、教えていただきたいと思います。

以上です。

○馬場部会長 菅原委員さん、すみません、発言のない方を優先させていただきます。

○水越委員 ２つありまして、１つは質問で、今日配付された基本計画を見ますと、自給率のこ

とが書かれているんですけれども、そこらあたりの評価ですとか課題の視点、指摘等はないのか

というのが１つ質問です。

２点目は、３ページ目の捕鯨についてなんですが、その中の今後の課題・検討の視点の中で、

「商業捕鯨の早期再開を目指す」というふうにあるんですが、今の国際情勢等を考えますと、な

かなかこれを打ち出すのは難しいのかなという気もするんですが、そこら辺もう少し表現を和ら

げるようなことが必要ではないかと個人的には思うんですが、そのあたりどのようにお考えなの

かお聞かせください。

以上です。

○平野委員 すみません、10ページの消費者への情報というところで、低利用や未利用魚のこと

ついてなんですけれども、これは、冷凍や加工品として簡単に利用できるようなものをぜひ実現

していただきたいなと思うのと、ＰＲについても、単に紙ベースだけではなく、クックパッドの

ようなスマホのアプリなんかとの協力も使って、ぜひＰＲの仕方を工夫する。若い方は特にクッ

クパッドをよく見ますので、そこら辺もよろしくお願いしたいと思います。

スーパーなどでのおろしのようなサービスも非常に受けておりますので、１匹まま買ってきて

おろしてというような第１のハードルがなくなるということが非常に大きいことでありますので、

ぜひここの価値なんかもできればやっていただけるようＰＲをお願いしたいと思います。

それから、評価のところでちょっと質問なんですけれど、最初のポチのところに、「１世帯あ
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たりの鮮魚・魚介類の支出金額は近年増加傾向」とありますが、その下は「１人あたりの消費量

は依然として低下傾向」とあるんですけれども、今、単身の世帯、それから夫婦２人の世帯が多

いということで考えますと、金額が増えてはいるけれども、量が減っているということは、単純

に高い物を食べているというか、高級な物を求められているというように受け取っていいのでし

ょうかという質問です。

以上です。

○馬場部会長 次、佐藤委員で一旦区切って、また次。

○佐藤委員 佐藤でございます。

４ページをお願いいたします。

４ページ、ここに地球温暖化という言葉が出てこないのですけれども、水産基本計画として資

源のことを考えるときに、今後は、ぜひとも地球温暖化対策という言葉と内容を大きく掲げてい

ただきたいと思います。

全国の漁村に伺って漁師さんたちに「最近の漁はどうですか」とお尋ねすると、「温暖化の影

響がね」と必ず出てまいります。それは、その影響は様々で、例えば、小さい魚がいなくなって

しまった原因として、温暖化によって藻場あるいは環境そのものが変わってしまって魚のえさが

なくなった、だから寄ってこなくなったというようなことから、これまでとれていた魚がこっち

に寄ってこなくて、もっと北に行ってしまったとか様々なことが聞かれます。時々新聞で紹介さ

れているものも目にします。漁業をするには、まず海があってが前提ということから考えますと、

資源を考えるページがいいのか、別ところが良いのかわかりませんが、地球温暖化の現状につい

てぜひとも記載していただきたい。そして、これまで取り組まれてきた調査活動やその結果、今

後の活動計画についてたくさんお書きいただきたいと思います。その単元の後には対策について

の項目も挙げていただきたいと思います。

そして、２つ目として申し上げたいと思っていたのが、先ほど中田委員が言われた資源評価結

果の漁業者との感覚が一致しないケースがあるというところです。まさに中田委員のおっしゃっ

たことと私は同じ意見を申し上げたいと思っておりましたので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

あと２点、ございます。

７ページ目をお願いいたします。

６次産業化ということなのですが、本当にこれはすばらしい言葉と思いますけれども、やはり

漁業という産業が行き着くところを考えると、消費者が魚を買って、食べて初めて産業としてま



- 25 -

っとうするということだと思います。この様な考えから、私どもの会では今、消費までを含め10

次産業化という言葉を勝手ながらこしらえて申し上げているところです。日本中どこであっても

水産物が消費者の手に届き、買ってもらい、食べてもらって初めて産業として完結すると考える

と、漁業の活性化は６次だけではなく、10次産業化を目指した取組というふうに川下までを含め

た産業だと位置付けて、進めて頂きたいと考えます。これは、法律が伴うことでもあるので、簡

単ではないと思いますが、せっかく漁業者の皆さんが自ら獲って売って、あるいは加工して売っ

て、それを消費者にどのように届けるかというチャレンジを始めているのですから、もう少し川

下まで意識して、消費者にどのように食べられるかというところまでを視野に入れた一つの産業

として漁業というものを見つめ直すことが、これからの日本の漁業を考えるときに必要ではない

かと考えます。これは一つの提言でございます。

そして、続けて10ページ目をお願いいたします。

魚の消費のことです。本当に様々な努力があっていつも敬服しながら拝見しておりますが、魚

をスーパーマーケットで見ますと、誠に限られた魚種しか置いていません。浜では、特に小さな

漁村ではいろいろな魚がとれている。それが、スーパーマーケットや小売店につながっていない。

そこのミスマッチを何とか大きな視点で変えていくために、多様な魚を食べようという、そうい

うキャッチフレーズを掲げていくときではないかと考えます。もっといい言葉もあろうかと思い

ますから言い回しは皆で考えることとして、今は関係者が心をひとつにして、いろいろな魚を食

べようということを国民に伝えることが非常に効果的であり、意義があることではないかと思い

ます。多様な魚が今スーパーには届いていません。せっかく多様な魚がとれる日本なのに、消費

者はそれを手にすることができません。ですけれど、浜ではとれている。ですから、その多様な

魚を皆で食べましょう。そうしていかないと、マグロやサケなど幾つかの魚ばかりをみんなが食

べて、その資源がどうしても減ってしまうということにもなっています。日本のよさというのは、

多種多様な魚がとれていて、それが食べられてきたことだったはずです。つい50年前までは日本

中に魚屋さんがたくさんあって、その多様な魚を扱っていたのに、今は魚屋さんがいなくなった、

あるいは消費者のライフスタイルが変わったということでなされていません。ですけれども、海

には多様な魚は相変わらずあって、漁師さんがとるところまではなされているのです。あとは、

国民の大半である消費者に対して「いろいろな魚を食べようよ、いろいろな種類があるのだか

ら」ということを国を挙げて言うような施策が消費政策としてあっていいのではないかと思いま

して申し上げました。これも僭越ながら一つの提言でございます。

以上です。
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○馬場部会長 ありがとうございました。ここで一旦区切りたいと思います。

では、先ほどの御発言の中で、御質問につきまして事務局より御回答をお願いします。

○企画課長 御質問がありました点、高橋委員の取締の件と漁業の安全対策、それから水越委員

の自給率の評価はどうなっているのかというお話と、平野委員の消費金額と消費量の関係、この

点をお答え申し上げます。

私がマイクを持っているので、私の分からお答えさせていただきますと、まず、高橋委員の安

全対策のところでございますが、９ページに安全対策の強化として具体的な取組をやってきたも

のを記載をしてございます。

委員おっしゃるように、前回この計画を策定したとき、その前ぐらいから非常に規模の大きな

痛ましい事故が発生していたということもございまして、この計画期間においていろいろな対策

を、考え得る範囲で行ってきたつもりではございます。また重ねて、今度はライフジャケットの

着用義務の範囲拡大ということもございますので、よりライフジャケットを着用していただくた

めに、この機会を捉えて、着用率を一気に上げていきたいというふうに考えておりますので、引

き続き、この基本計画があるなしにかかわらず、しっかり取り組んでまいりたいというふうに考

えております。

それから、水越委員の自給率の評価はどうなっているのかというお話がございました。

直近の自給率関連のデータが、８月に食料自給表という形で公表になります。それを踏まえて

から具体的な検討に入っていくというスケジュールを考えておりました。

現在の平成26年時点の食料の魚介の自給率は、実績値として60％、一方、現行基本計画におけ

る平成34年度目標が70％ということで、10％の乖離がある状況でございます。これを今後どうい

うふうに自給率目標、今度は29年３月決定ですから、39年の自給率目標としてどういう目標設定

をしていくかということをまた御検討いただくわけでございます。

農業のほうが、昨年３月にちょっと早く基本計画の改定をして自給率目標をまた見直しており

ますけれども、農業のほうでは、その計画期間内における実現可能性のある目標にするという考

え方で、それまでカロリーベースで50％であった目標を45％に下げているという状況がございま

す。農業は農業、水産は水産ではございますけれども、こういったことも踏まえて、それから水

産自体の事情を踏まえてどういう自給率に設定をしていくかということを御議論いただきたいと

思っておりますけれども、８月のデータの公表がございますので、それを待って最新のデータに

基づいて委員の皆様方に御議論をいただきたいというふうに考えております。

それから、平野委員の消費金額と消費量の関係でございます。
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おっしゃるように、高級魚を食べているということでは必ずしもないと思うんですけれども、

魚価が全般的に上がっております。白書の中でも書いたりしておるんですけれども、魚価が上昇

傾向にあって、特に輸入水産物の価格が円安の影響などもありまして、それから世界的な水産物

需給の高まりなどによりまして上がっている状況にございます。そういった中で、必ずしも財布

は小さくはなってなくて、若干でも増加傾向にあるんですけれども、魚の価格、単価の上昇によ

って購入する量が抑制されているのではないかというふうに見ているところでございます。

私からは以上でございます。

○管理課長 管理課長でございます。

高橋委員から質問ございました取締りの話でございますが、委員のおっしゃるとおり、現状の

隻数は、官船が７、用船が37ということで44隻になっております。過去、22年度からは随分全体

の勢力を増やしてきておりまして、官船が６、32、合計で38から現状の44まで増やしてきたとい

うことが我々の実績でございまして、もちろん取締りのニーズというのは尽きないわけでござい

まして、我々取締りの担当する者といたしましては、できるだけ増隻なりを図っていきたいとい

うのはありますけれども、皆様御承知のとおり、船を増やすということになりますと、当然すご

い莫大なお金がかかるものですから、やはりそこは政府の予算との兼ね合いということがござい

まして、なかなか今後何隻までやりますということを申し上げるという状況にはないと思います。

ただ、当然我々のほうといたしましては、できるだけ取締りが有効になるように努力をしていき

たいというふうに考えております。

もし増やすとすればという話がございました。多分よく事情を御存じだと思いますけれども、

現実問題として、官船を増やすというのはかなりハードルが高うございますので、もし予算的に

認められるとすれば、民間のほうの用船を増やしていくということになるのではないかと思われ

ますけれども、先ほど申し上げましたように、やはり予算との兼ね合いということになろうかと

思います。

以上です。

○加工流通課長 10ページの消費に関して何人かの委員の方々から御質問等いただいております。

まず、中田委員のほうから、魚食普及に関して、水産物の機能性に着目してという御意見、御

質問でございます。

これはおっしゃるとおりでございまして、ただ、どこまで国ができるのか、あるいはどこまで

水産庁ができるのかといった問題はありますけれども、御指摘があったデータですとか研究につ

いては課題だと思っております。
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一方で、最近、機能性だけを言うと、よく新聞にも魚の絵は描いてあるんですけど、宣伝は何

かというとサプリだったりする。そういったものもありまして、技術が進むと、機能性だけを宣

伝すると、サプリは売れるけど、魚のほうは売れているのかみたいなことにもなりかねないので、

そこのところをどう魚食普及に結びつけていくのか。機能性だけではなくて、ほかの、先ほど佐

藤委員のほうから、多様な魚とかそういった話もありましたので、そういったほかの情報とかス

トーリーも含めてどう伝えていくのかといったことが大事なのかなと個人的には思っているとこ

ろでございます。

次に、平野委員のほうから、低利用・未利用魚の話がございました。冷凍加工で利用できるも

のをというのも、これも御指摘のとおりだと思っております。

低利用魚・未利用魚に限らず、先ほどやはり平野委員のほうから、単身の人が多くなっている

といった話がございましたけれども、そうすると、より冷凍とか加工とか、今まで鮮魚で丸で売

っていたのを、冷凍や加工という形で提供するといったことが、消費者ニーズに対応するために

大事だということになってくると思いますけれども、特に低利用・未利用魚というのは、今まで

そういった形では、従来の形でも消費を余りされていなかったということなので、より受け入れ

られるためには、そういった冷凍加工という形で提供していくということが大事だというのはお

っしゃるとおりだと思います。

また、ＰＲについても、昔は紙だけだったのかもしれませんが、今は御指摘のスマホだとか、

あるいはより一般的にホームページだとかいろいろなやり方があるというのも御指摘のとおりだ

と思います。

佐藤委員のほうから、スーパーでは限られた魚種しか置いていないけれども、実際はもっとと

れているというのもおっしゃるとおりでございます。

これにつきましては、国内消費だけじゃなくて輸出についても、今、国を挙げて水産物も含め

て輸出を促進していこうというふうに言っておりますけれども、その中で、ほかの品目にない日

本の水産物の特徴としまして、旬によっていろいろな魚がとれるといったこと、これを一つの売

りにしようというふうにしようとしているところでございます。

また、そういった中で私どもが今支援しておりますのが、全漁連さんのほうがプライドフィッ

シュということで、各県、最低４つの、特に漁師さんが誇りを持ってお勧めできる魚といったこ

とで選定を進めておられます。そういった取組につきましても、多様な魚が地域によって、旬に

よって時期によってとれるといったことを消費者、国民の方々に伝える、非常にいい取組だと思

っております。
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○馬場部会長 ありがとうございます。

○研究指導課長 高橋委員からありました漁船の安全の関係の復元力の話でございます。

この復元力の研究につきましては、水産研究教育機構、水産工学研究所で担当しておりまして

研究をしております。例えばまき網でありましたら、簡易な構造の変更によりまして、改修によ

りまして復元力を向上させるとか、そういった成果が出ております。こういったことで、引き続

き重要ですのでしっかり取り組んでいきたいと思っております。

○計画課長 計画課長でございます。

佐藤委員から、温暖化の影響も考慮すべきではないかという御発言がございました。

御発言のとおり、温暖化というか海水温の上昇に伴って、例えば海藻の植生については、暖海

性のホンダワラが北上してきているとか、あるいは磯焼けの要因である食植性動物が活性化して

磯焼けの影響が北上し、全国に広がってきているとか、大きな問題となっています。また、魚類

についても、本来いなかった魚が北上しており、最近、ブリなどが北海道で大量にとれるとか、

そういう状況が発生しています。

これらに対してどう対応するかということでございますけれども、特に漁場整備の観点からは、

例えば海藻については、海水温の上昇、これを人工的に止めるというのは恐らく不可能といいま

すか大変なことでありますので、どちらかというと順応していくような対策が必要ではないかと

考えています。たとえば、海水温が上昇したら、そこに適する植生を受け入れるようなことを考

えるとか、あるいは漁場整備についても、本来、暖海性の魚類、例えばキジハタのような魚を対

象に今、山口県で漁場整備にトライしていますけれども、そういった自然の変化に応じた漁場整

備を考えていく必要があるのではないかと考えています。まだまだ研究途上といいますか試行の

段階ですけれども、そういうものを進めていきたいと考えています。

御参考までに、ここでは水産基本計画の検討をしていますけれども、並行して、漁港漁場整備

長期計画の改定の検討に入っていく予定にしています。来月または再来月、水政審の分科会の方

になりますけれども、諮問致しまして、今、佐藤委員御発言の温暖化の問題についても、一つの

課題として検討してまいりたいと考えていますので、御報告しておきます。

○馬場部会長 次の議題もありますので、残りのお待ちいただいた遠藤委員と菅原委員で一旦こ

れは閉めさせていただいて、あとの御意見のある方は文書で事務局にお寄せください。

○千葉特別委員 クジラだけでもお願いします。

○国際課長 では、先に私のほうから。ありがとうございます。時間の関係もございましたので、

発言を迷っておりました。
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先ほど、水越委員からクジラのほうの御発言がございました。商業捕鯨の早期再開というのが

非常に難しいんじゃないかという御指摘でしたけれども、確かに、現在やっておる調査捕鯨をめ

ぐる状況は非常に厳しいものがございまして、そういった御懸念があることも私ども重々承知し

てございます。

その一方で、調査捕鯨を進めるに当たって、科学的根拠に基づいてやらなきゃいけないという

ことでは、私ども国際的にも主張しておるわけですが、そういった中で、国際捕鯨取締条約の中

でも、クジラ族の適当な保全を図って捕鯨産業の秩序ある発展を可能にするための条約だという

ことを謳ってございます。つまり適切な保存ということと、クジラ産業、商業捕鯨ということが

柱立てにされておりますので、私どもそれに基づいて国際的な場でも現在の調査捕鯨の有効性と

いうものを主張しておるというような状況でございます。

したがって、商業捕鯨の再開という旗印は、国内的なニーズもそうなんですが、国際的な主張

を貫いていく上でも、やはり私どもの水産行政としては重要な柱と思っておりますので、そうい

った背景もあることを御理解いただければというふうに思っています。

○遠藤特別委員 水産物の輸出のことについてなんですが、2020年には3,500億円の輸出額目標

ということをお立てになってあるわけでございますが、現在輸入規制のかかっている国がまだ37

あるということですね。これは、この目標を達成するのには、現在の中国、韓国、台湾等の輸入

規制が行われている、この規制の国が解けなくても、2020年には3,500億円達成することが可能

なのかどうなのか、その辺です。

それから、資源的な問題として、非常に私心配していますのは、マグロ、ウナギはもちろんで

ございますが、カツオも昨年ほどとれなかったときは本当にないんですね。非常にやはり場所に

よっても嗜好の違いはあると思いますけれども、食べる県によっては本当にマグロがなくてもカ

ツオがないとなかなか売上げが上がらないとか、そういうこともあるわけですね。

カツオの養殖というのは余り聞いたことないんですけれども、それとクジラの問題は私、関連

していると思うんですが、小魚をクジラ、トドでありますとかイルカでありますとか、食べてし

まいますと、当然、マグロ等に小魚は届かないんですね。そういった問題があるんじゃないかと

私自身は思っておるんですが、その辺ちょっとお話しいただければと思います。

○菅原特別委員 ８ページの担い手対策・育成についてのことなんですが、いつもいろいろ施策

を打っていただいて感謝をしております。また、これらの施策を活用していくのは、青年部が中

心となって行ってきております。今後もそうしていかなくてはならないと思っております。その

ためには、本業以外の部分で様々な施策の勉強会やリーダー育成、漁業の研究、また漁師による
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出前授業、各イベントでの水産振興など今後も継続していきたいと思っております。

また、青年部などの漁業後継者に対しての活動にも、ぜひ今後とも御支援をいただければと思

っております。

以上です。

○馬場部会長 じゃあ、ここで御発言を締め切らせていただきまして、もし事務局から御回答す

る部分がありましたら。

○加工流通課長 遠藤委員から輸出についての御質問でございます。

2020年に3,500億円、これが目標でございますけれども、それに向けて中間目標というのが平

成28年に2,600億円だったわけでございますけれども、これを、既に27年に１年前倒しで2,757億

円といったことで達成しております。これについては先ほど御説明した韓国、中国、台湾を初め

とする輸入規制がまだ行われている中でこういった記録であるということでございます。

○漁場資源課長 遠藤委員のカツオについてでございますけれども、カツオの資源は大西洋の西

側で日本から熱帯からニュージーランドまでのところが１つの資源で大体構成されております。

もともとはカツオを大幅にとっていたのは日本だけだったわけなんですけれども、1980年代以降、

熱帯水域での漁獲がどんどん盛んになりまして、外国のまき網船で約200万トンの漁獲がされて

おります。といいますのは、つまり、それまで日本だけの、例えば40～50万トンの漁獲であった

のが、熱帯水域で200万トンも漁獲されるようになる。資源の全体量は300万トンでございますの

で、我々の観点からすると、日本周辺への来遊というのは、熱帯水域でのとり過ぎが最大の原因

であるというふうにみなしておるわけなんですけれども、これが科学的にまだはっきり解明はさ

れていないということになりますので、今、水産庁としてやらねばならないのは、熱帯水域のと

り過ぎがいかに我が国近辺への来遊に影響を及ぼすかという観点での資源の調査を進めていくと

いうことになります。

○国際課長 遠藤委員のほうから、クジラについて先ほど御言及がありました。クジラは海洋生

態系の中で頂点に近いところにいる動物ですので、非常に多くの魚を補食しているんじゃないか

ということで御懸念があろうかと思います。

現在やっております調査捕鯨においても、どの海域において、どの種類のクジラがどのぐらい

の量を食べているかというところを、まさにクジラを捕獲してお腹を切り開いて、どのくらいの

ものを食べているかということを調査しております。そういったものを我が国として科学的に解

明していく。クジラについては先ほど話もさせていただきましたけれども、世界の中で科学的な

共通認識を立てていくということが大事ですので、それを並行してやっておるというような状況



- 32 -

でございます。

以上でございます。

○馬場部会長 水産基本計画に関しましてはまだ御意見、御質問があろうかと思いますので、文

書で事務局のほうにお届けいただければと思います。

では、時間を押しておりますけれども、２題目の認定漁業者制度の現状と課題につきましての

審議に移りたいと思います。

事務局より説明をお願いします。

○水産経営課長 水産経営課長の矢花でございます。

お手元の資料２をごらんいただきたいと思います。

認定漁業者制度の現状と課題ということで、まず、説明に入ります前に、この議題をこちらで

提案をさせていただいておりますのは、この制度の運用の基本的内容を定めました指針を農林水

産大臣が定めることになっておりまして、これを変更するような場合には、水産政策審議会企画

部会の御意見を賜るということになっておりますので、本日はこの現状と課題についてまず説明

をさせていただいて、今後、１年弱程度をかけまして見直しの検討を進めていきたいというふう

に考えております。

資料の１番目、認定漁業者制度の趣旨と書いてございます。

この制度は、効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図ることを目的とします法律、漁業経営の

改善及び再建整備に関する特別措置法、漁特法といいますが、これに基づいて、漁業者の方が経

営の改善計画を作成し、大臣又は知事の認定を受けて、それに必要な資金融通の円滑化等の支援

を講じるというものでございます。

２番の制度の概要でございますけれども、この計画の作成者は漁業者あるいは漁協という場合

がございます。

認定するのは、遠洋かつお・まぐろ漁業ですと農林水産大臣ということですが、ほとんど沿岸

漁業等については都道府県知事の認定になってございます。

（３）認定の際の基準でございますが、これが大臣が定める「漁業経営の改善に関する指針」

に照らして適切であるかどうかということで、実際、この指針の内容、（４）でございますけれ

ども、ポイントになりますのは、②目標値ということで、５年間で付加生産額を15％以上向上さ

せる、こういった計画でないと認定されないということになっております。

注２にありますように、付加生産額というのは、営業利益に人件費、減価償却費を足したもの

です。営業利益を算出する段階で減じております人件費、減価償却費を足し戻して、漁業生産活



- 33 -

動で生み出された全ての付加価値を積み上げてこの計算をするという格好になってございます。

この認定を受けました、（５）メリット措置でございますけれども、この認定漁業者向けの制

度資金、公庫資金等設備・運転資金の融通、それから補助事業は利子助成ということで、この制

度資金の無利子化を図っているものです。

３番目の制度の活用状況でございますけれども、これを次の参考１という資料、色刷りのもの

を用意しておりまして、これをさっと説明をさせていただきますけれども、一番上の認定漁業者

の推移、平成14年に制度が始まってから新規認定の青いグラフがその年に認定された方というこ

とで年度末の数字、これは認定から５年間の計画になっておりますので、認定されて５年を過ぎ

るとその累積から外れていくという格好になります。平成20年、21年で青い数字、新規認定が増

えておりますのは、漁業収入安定対策の加入要件ということで、認定漁業者でないとこれに加入

できないということをやっていたときには増加したんですけれども、それをまた外した後ではだ

んだんに減ってきて、26年、最新の数字では年度末に947の方が認定を受けています。

漁業経営体の全体に割合に占めますのは１％程度ということで、非常に低い状態でございます。

真ん中の改善計画の達成状況と書いてありますけれども、左側の円グラフですが、26年度にそ

の５年の計画を終わった方について見て見たものでございますけれども、付加生産額15％以上、

要するに115％を超えていた目標達成の方は２割程度ということでございました。これはその

年々の漁獲の状況などに影響されるので、なかなか評価は難しいところでございますけれども、

こういった実態になっております。

資料２、最初のほうに戻っていただいて、こういった状況にございますので、最後の４の課題

ということで整理をさせていただいております。

水産業の競争力強化を図るために、適切な資源管理の下で地域・漁業者の主体的な取組によっ

て、所得向上を図っていく、これは急務でございまして、この漁業者の計画的な経営改善の取組

を支援する認定漁業者制度も十分に活用していく必要があろうと思っております。

このため、この認定基準（指針）など制度の運用を見直して、活用を図っていくようにするこ

とが必要と認識をしておりまして、今後、委員の皆様の御意見等を踏まえまして、秋ごろには具

体的な見直し案というものをお示しをしてまた議論をしていただきたいと、このように考えてお

ります。

以上、現状と課題についての説明でございます。

○馬場部会長 御説明ありがとうございました。

それでは、先ほどの御説明に関しまして御意見、御質問がありましたらお願いします。
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○関特別委員 すみません、ちょっと勉強不足で教えていただきたいんですけど、この目標値で

５年間で付加生産額15％以上というのは、どういう計算をして15％以上というふうに出すのか教

えてください。

○水産経営課長 これは５年間の計画を立てる際には、例えば漁船を新たに購入いたします。そ

れによって漁獲量を増やしますというような計画を立てますが、それを導入する前の年の数字と

５年目の経営の数字を比較します。比較する数字というのが、２の（４）の一番下の注２に書き

ました付加生産額ということで、営業利益に人件費、減価償却費を足し戻したものということで、

売上げを増やしてコストをある程度抑えて営業利益を確保する。その場合に、漁船に大きな投資

をしていますと、減価償却費が減らされるわけですが、そこは戻して影響が出ないようにする、

こういう計算の仕方になってございます。

○馬場部会長 ほかに御意見、御質問。

○東村委員 質問なんですけれども、先ほどお話しいただいた参考１の円グラフ、これは平成26

年度に改善計画を終了したということは、21年度、22、23、24、25、26という、１個多いか。と

いう、要は、これまでの全部ではなくて、一番最新のデータということでよろしいですか。

それと、例えばこの期間がたまたま悪かったからこんなに100％未満の人が多いということな

のか、これまでも大体こんな感じなのかというのを教えていただきたいと思います。よろしくお

願いします。

○水産経営課長 ここにある数字は、御指摘のとおり、26年度に終了した一番新しいものという

ことでございます。そのほかの年度に終了したケースというのも、今精査をしているんですけれ

ども、まだ正確な数字が出ていないので、これはいずれ御説明したいと思いますが、若干ばらつ

きはありますけど、ざっくり言うと、達成するのが３割程度。この２割というのはちょっと低く

出ているのかなとは思いますけれども、そのぐらいの感覚と御理解いただければと思います。

○馬場部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

まだ御意見、御質問等がおありかと思いますけれども、その場合は事務局のほうに文書で御提

出いただければと思います。

それでは、その他、事務局からは何かございますでしょうか。

○企画課長 本日は御審議どうもありがとうございました。本日の御意見を踏まえて、今後、基

本計画の作業を進めていきたいと考えております。それから、今説明がございました認定漁業者

制度の見直しにつきましても同様に、今後さらに検討を進めていく考えでございます。

次の日程でございます。次は６月24日の開催ということで御案内をしてございます。７月以降
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の日程につきましては、また改めて調整をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

では、本日は、皆様方お忙しいところ大変ありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。

事務局からは以上でございます。

○馬場部会長 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。


