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水 産 政 策 審 議 会 第 ５ ０ 回 企 画 部 会 懇 談 会

議 事 次 第  

日 時：平成 26 年８月 22 日（金）16:24～17:12 

場 所：農林水産省４階「第２特別会議室」 

１ 開 会 

２ 議 事 

  内水面漁業の振興に関する基本方針（素案）について 

３ 閉 会 



○栽培養殖課長 それでは予定の時間も過ぎましたので、ただいまから懇談会を開催させ

ていただきます。栽培養殖課長の保科です。よろしくお願いします。 

 今日は、内水面の基本方針で非常にいろいろな分野にわたるものですから、各省庁、関

係省庁からの出席をいただいています。 

 まず、省庁からの出席者を御紹介申し上げます。資料の中に出席者の名簿が入ってござ

いますけれども、まず国土交通省から児玉水資源政策企画官です。 

それから、同じく森久保企画専門官。 

それから、環境省の自然環境局から堀内鳥獣保護管理企画官。 

豊村浄化槽推進室長補佐。 

環境省の吉村水環境課の課長補佐。 

それから、農水省の久保寺水産安全室長は、ちょっと外しているようです。 

それから、川村水資源企画官。 

江坂水源地治山対策室長。 

高柳水源地治山対策室課長補佐です。 

本懇談会におきましても議事録を作成しまして、審議会と同様に公表することとしたい

ので御了解いただきますようお願いいたします。 

 それでは、配布資料を確認いたしますけれども、２種類ございまして、議事に使います

のは、基本方針の概要（素案）という１枚紙と、それから内水面漁業の振興に関する基本

方針（素案）というのが資料として入ってございます。そのほか議事次第等が入っている

と思います。 

 議事進行につきましては、企画部会に引き続きまして山下部会長にお願いできればとい

うふうに考えておりますが、よろしいでしょうか。よろしいですか。 

○山下部会長 私が「はい」って言うんですか。皆さんが「異議なし」って言ってくれれ

ば。 

○栽培養殖課長 懇談会の決まりが特段ないものですから、異議なしであれば、これでお

願いできればというふうにお願いいたします。 

それでは、よろしくお願いします。 

○山下部会長 それでは、「異議なし」ということは聞こえなかったんですけれども、私

のほうで進行を進めさせていただきます。 

 また、本日他省庁の皆様も御参集くださいまして御説明いただけるということで、大変

ありがとうございます。ただ、企画部会終わりまして懇談会ということで、次の予定が詰

まっている委員が若干名いるというふうに聞いております。大変申しわけございませんが、

その委員の方々につきましては途中退席をさせていただきますので、大変恐縮でございま

すが、他省庁の皆様方、お許しをいただければというふうに思います。 

それでは、議事のほうに入ります。 

事務局から会場の都合上、17時10分には閉会しなければならないと伺っております。お
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願いいたします。 

 水産庁から「内水面漁業の振興に関する基本方針の概要（素案）」の資料の説明をお願

いいたします。 

○栽培養殖課長 それでは、２種類の資料に従いまして説明いたします。非常に大部の資

料になりますので、ポイントを絞る形の説明になりますけれども御容赦いただきたいと思

います。 

 まず、１枚紙のほうですけれども、これが基本方針の全体の構成です。 

 この第１、第２、第３、第４、第５のつくりについては、法律で定められた事項を項目

としてそのまま立ててございます。「基本的方向」から「その他重要事項」まででござい

ます。 

 さらに、第２、第３、第４につきましては、その内訳、例えば１の「内水面水産資源の

増殖及び養殖の推進等」ですとか、この内訳についても法律で施策のところにそれぞれ施

策で構成としてそのまま書かれておりますので、この構成をそのまま採用する形で今回は

策定をしています。 

 それから、第５の「その他重要事項」ということですけれども、その他の重要事項につ

きましても、基本的には法律に新しく盛り込まれた制度とか法律の附則に書かれた事項を

尊重して、その点について記載をしていくというふうに考えておりまして、例えば１番、

「ウナギ」と書いてありますけれども、「ウナギの資源管理の推進」につきましては、こ

れは法律の中の届出制度、あるいは許可制度を今後適用していく対象としてウナギが考え

られるので、この制度についてを書いていくと。 

 あるいは協議会の仕組み、原子力の災害、内水面に放出される水の規制につきましても、

法律の規定、あるいは附則の規定を尊重しているということでございます。 

 内容につきましては、次の基本方針（素案）のほうをごらんください。 

 このつくりですけれども、冒頭の上のオレンジの枠の中に書いてある事項を基本方針と

して定めていくというふうに考えておりまして、それについての説明材料をその下に載せ

ております。 

 まず第１の内水面基本方針の中の、まさに基本方針の中の基本的方向ということですけ

れども、これにつきましては、内水面の生息状況の調査に基づきまして関係者がまず連携

をして取り組んでいくということ。関係者は左の図にありますように、省庁から漁業者、

都道府県、あるいは漁業者から遊漁者、さらにその他の利用する者ということであります

けれども、こういう関係者の人たちが連携をしていく中で施策を総合的に推進していくと

いうことで、この目的を達成していくということがまず必要ではないかということで、こ

ういう記述を考えております。 

 次に、第２に移りますけれども、第２の内水面水産資源の回復に関する基本的事項の内

水面水産資源の増殖及び養殖の推進です。ここにつきましても、まず増殖等の研究開発を

推進し、得られた成果を普及するとか、種苗生産施設や中間育成施設の整備を促進する。
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あるいは水害等により被害を受けた場合には、都道府県からの報告をもとに所要の措置を

講ずる。さらに、先ほど来話題になっていますニホンウナギについては、河川等の生息状

況の調査と大量生産の早期実用化に向けた研究開発の推進等を位置づけたいというふうに

考えております。 

 次に、３ページですけれども、特定外来生物等による被害の防止等に関する支援につき

ましては、これも左側にあります外来魚について効果的な技術の開発と防除の推進ととも

に、カワウが非常に問題になっておりまして、これにつきましては文章のほうの下から２

番目にありますように、今年の４月に「カワウ被害対策強化の考え方」というのを取りま

とめて、この中で「被害を与えるカワウの個体数を10年後までに半減」させるという目標

を設定していますので、これの早期達成を目指すということを記述したいというふうに考

えております。 

 ４ページですけれども、伝染性疾病の予防につきましては、診断技術等の開発・普及と

ともに、疾病の発生状況等についての情報をきちんと内水面漁業者等に提供する。あるい

は隔離検疫等を的確に運用して、必要な場合の焼却、埋却等の措置を命ずるといった、こ

れは法律に基づく仕組み等をきちんと運用していくということを位置づけたいと思います。 

 次に、第３の内水面漁業における漁場環境の再生です。ここは各省にいろいろ施策がま

たがるんですけれども、まず内水面に係る水質の確保につきましては、下水道、浄化槽、

それから下にありますように農業集落排水の施設等の排水処理施設の整備等を促進する。

水量の確保については、地下水の涵養を促進するための雨水の浸透枡とか、あるいは浸透

トレンチみたいな雨水の貯留浸透施設の設置やあと冬水田んぼによって水循環系の構築に

努めるようなことを位置づけていきたいと考えています。 

 森林の整備につきましては、左側にありますような適切な森林の保育、間伐等の森林の

整備の促進、それから治山施設の整備や右の図のような保安林の適切な管理等による森林

の保全の推進等を位置づけたいと。また、国民参加の森林づくりの推進のようなことも書

いていきたいというふうに考えています。 

 駆け足になりますけれども、次に内水面水産資源の育成に関する施設の整備ということ

で、これは左のような堰堤等の河川の横断施設の管理が中心になりますけれども、移動経

路の確保や生息環境の保全等に考慮しながら、魚道の設置ですとか改良、あるいは適切な

維持管理を推進することを記述したいと思います。 

 それから、水田と河川との関係ですけれども、右の図のように、水田と河川の連続性に

配慮した農業用の排水施設関係の整備ですとか、あるいはさらには内水面漁業の育成のた

めの取組として、現在もアユや渓流魚の産卵場となる砂礫の敷設等の取り組みを支援して

いますので、こういう取り組みの推進を引き続きやっていきたいというふうなことを考え

ています。 

 ８ページですけれども、自然との共生及び環境との調和に配慮した河川整備の推進とい

うことで、これにつきましては、「多自然型川づくり実施の基本」というふうに図の下に
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書いてありますけれども、こういう河川全体の自然の営みを視野に入れて、河川が本来有

している生物の生息・育成・繁殖環境等を創出する多自然型川づくりを全ての川づくりの

基本としていきたいということで、さらには個別の箇所箇所の状況に応じて生態系の保全

も図られていくような配慮をしていくということを記述していきたいというふうに考えて

います。 

 次の９ページですけれども、内水面漁業の健全な発展に資する基本事項という、ここか

ら漁業の発展のことになりますけれども、漁業の発展としては、まず効率的かつ安定的な

内水面漁業の経営の育成については、漁業を今全般で進めています「浜の活力再生プラン」

の作成を推進することによって、地域みずからがさまざまな課題を克服していってほしい

という、そういう促進とともに、燃油高騰、あるいは配合飼料の価格高騰の対策を適切に

実施する。あるいは各地域の模範になるような地域の取り組み事例がある場合は、それを

全国に周知していくといったことを位置づけたいというふうに考えています。 

 次に、10ページの多面的機能の発揮に資する取組への支援ですけれども、これにつきま

しては、図にありますように、水産業の多面的機能発揮に資する対策として、今内水面漁

業者と地域住民等が連携して行う河川の清掃ですとか、水辺での体験学習ですとか、ある

いは食文化の伝承、あるいは右下の水生生物の環境改善活動、こういうのに支援を行って

いますので、このような支援活動を引き続き行っていくということを記述したいと思いま

す。 

 続きまして、11ページの人材の育成・確保ですけれども、ここにつきましては、これは

内水面漁業も海面の漁業も同様になりますけれども、就業の希望する者に対する就業相談

会の開催ですとか、あるいは現場での実地による長期の研修等、各段階に応じた支援、就

業を促進するための支援をやっておりますので、これを行うことを書いていきたいという

ふうに考えています。 

 次の商品開発への取組への支援ですけれども、これにつきましても内水面水産資源の食

材としての品質の向上とか、あるいは付加価値の向上、販路の拡大等の取組を漁業のその

他の施策と同じになりますけれども、推進していくということを記述していきたいという

ように考えています。 

 12ページですけれども、回遊性魚類の増殖の取組への支援等というのが法律に位置づけ

られています。「回遊性魚類」とここで言っているのは、「内水面と海面の間を往来する

水産生物」というふうに定められておりまして、サケとかウナギ、アユ、あるいは右下に

エツとありますけれども、これは九州の福岡の筑後川のほうにいる海面と有明海を往来し

て成長するカタクチイワシの仲間なんですけれども、こういった魚種が該当します。 

 魚種によって増殖の取組への支援というのも異なるものですから、まずは産卵場の確保

とか、種苗放流に関する課題の解決、その他内水面漁場管理委員会と内水面と海面との連

携による取組とか、魚種ごとの生態や利用実態等に応じた施策に努めることを記述しまし

て、特に資源が全面的にふ化放流事業で造成されているサケと、それから資源の減少が危
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惧されているニホンウナギについては個別に記述を加えるということで、サケについては

今太平洋側の回帰率が非常に低下しているという問題がございますので、この減少要因を

調査して、ふ化放流手法の改良につなげるといったこと。それからウナギについては、シ

ラスウナギ漁業者とか親ウナギ漁業者などの関係者が行う資源管理の協議の促進ですとか、

ウナギの効果的な放流活動の推進等について記述をしたいというふうに考えています。 

 13ページ、国民の理解と関心の増進ですけれども、ここにつきましては企画部会でも御

紹介いたしましたように、内水面漁業の意義に関する広報活動とか、体験放流などの川辺

における自然体験活動の推進、さらには各都道府県が定める漁業調整規則とか組合が定め

る遊漁規則等の周知やその遵守に対する啓発活動等の推進の促進等を記述したいと考えて

います。 

 14ページの最後、第５のその他の内水面漁業の振興に関する重要事項ですけれども、こ

れにつきましては、まずウナギについてですけれども、今関係国としてウナギを利用して

いる日本、中国、台湾、韓国等の東アジア地域全体で資源管理の枠組みを構築しようとい

うことで取り組んでおりまして、これに主導的に取り組むとともに、国内においては右側

の関係者がシラスウナギの採捕の関係者、親ウナギの漁業の人、さらにウナギの養殖に係

る関係者が３つおりますので、三位一体でこの関係者が資源管理に推進するということを

進めていくとともに、この法律で届出養殖業の届出の仕組みがつくられましたので、この

仕組みを使って、ウナギ養殖業の実態把握を行うとともに、国際的にウナギの資源管理の

仕組みができていった暁には、今協議を進めてございますので、この協議の進捗状況に応

じて許可の仕組みを活用してウナギの養殖生産量の管理を行うということを記述したいと

いうふうに考えております。 

 左下に、ウナギの協議の状況を書いてございますけれども、次の９月の国際的な協議の

場で養鰻業界を含めた非政府機関によるウナギの資源管理の枠組みをつくって、この枠組

みのもとで養鰻の生産量の制限をしていこうという方向で今議論がされていますので、こ

れができた暁には、こういう仕組みを使いながら許可のことも念頭に置いてやっていこう

ということでございます。 

 最後に協議会ですけれども、この協議会が設置された場合、これは都道府県知事が共同

漁業権者の申出に従って必要な場合に設置するということになりますけれども、設置され

た場合には、この都道府県からの要請に応じて、協議が円滑に行われるような関係者間の

調整に取り組むとともに、それを踏まえた必要な措置を講じていくということを記述した

いというふうに考えております。 

 最後、16ページ、原子力事故による被害等への対策と内水面に排出又は放流される水に

係る規制の在り方ですけれども、原子力事故による被害での対策としては、真ん中辺にな

りますけれども、地方公共団体が行う検査に対して必要な支援を行うとともに、検査結果

や出荷停止とか、あるいは採捕禁止の措置の状況について関係者、遊漁者や消費者に対し

て正確に情報提供を行う。あるいは原子力事故による損害について、被災者の早期救済の
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観点から東京電力に対して賠償金の早期支払いを求める等の適切・速やかな賠償が実施さ

れるように取り組むといった、現在やっている連絡会議等の取り組みを記述したいと思い

ます。 

 最後の内水面に排出又は放流される水に係る規制につきましては、浄化槽から排出され

る残留塩素や公共用水域の残留塩素の実態、あるいは界面活性剤の排出の実態把握をして

知見の集積に努め、法律による規制の在り方について内水面による漁場環境の再生等の観

点から検討を加えて、必要なときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるといった

ことを記述したいというふうに考えています。 

 非常に雑駁な説明で恐縮ですけれども、以上です。 

○山下部会長 ありがとうございました。 

 ただいま水産庁から説明のありました資料について、国土交通省や環境省から補足説明

がありましたら、お願いいたします。 

 ないということでございます。ありがとうございます。 

 それでは、ご意見をいただきたいと思います。ページ数が多うございますので、パーツ

パーツに分けて御検討いただくことにしたいと思います。 

 まず、１ページ目、これは横置きの資料で言う１ページ目です。こちらの第１、内水面

漁業の振興に関する基本方向についてでございますけれども、これについては何か御質問

ございませんでしょうか。 

 山根委員、お願いします。 

○山根委員 すみません、ちょっと早目に失礼するので、先に一言お願いします。 

 お話を伺って、どれもとても重要ですし、必要なことだというふうに思いました。ただ、

多くの人がつながって、皆でやっていこうということだけではなく、やはり強力なリーダ

ーシップが必要なんだろうなというふうに感じます。やはり水産庁が相当頑張って引っ張

っていかなければならないのかなと感じました。 

 教育という分野でもっと何かということであれば、文科省の協力も得る必要があると思

いますし、あとまた各地域での消費者教育という視点でということもあれば、消費者庁等

もかかわってくるのかなというふうに思いました。 

 そういうふうに多くの組織や地域の人たちを巻き込みながら進めていけばいいのかなと

思います。よろしくお願いします。 

○山下部会長 ありがとうございます。 

 １ページ目、ほかにはよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、２ページ目から４ページまで、第２、内水面資源の回復に関する基本的事項

でございますが、こちらはどうでしょうか。２から４でございます。第２という項目でご

ざいます。 

 よろしゅうございますか。 

 また後で戻っていただいても結構でございますので、次に５ページから８ページまで、
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これは第３ということになりますが、内水面における漁場環境の再生に関する基本的事項、

これについては何か御質問、御意見などございませんでしょうか。 

 長瀬委員、お願いします。 

○長瀬委員 ３の「森林の整備及び保全」というところで、どうしても森つくりを見てい

ますと、スギ・ヒノキという部分が─経済林ですね。という部分が主になっているよう

な気がしてならないんですが、広葉樹を植えていくとか、水もちのいいことを考えるとい

うことについては、どのくらいのパーセンテージというか、考え方をされているんでしょ

うか。 

○山下部会長 これは御質問でございますので、事務局のほうからお答えをいただければ

と思いますが、どなたが。 

 お願いいたします。 

○林野庁室長 林野庁でございます。 

 パーセンテージというのは、なかなかあれですが、今日本全国の森林のうち約40％が人

工林、スギ、ヒノキ、マツといったもので占められてございます。そういう森林が戦後植

えられて50年ぐらいたってまいりましたので、ちょうど今伐採して木材として使える時期

になってきております。ですので、そういう森林を積極的に使っていくというのと同時に、

次の世代をまたスギ、ヒノキかというと、そうではなくて、スギ、ヒノキの適した山はそ

ういう山づくりをしますし、今さっき御質問ございましたように、それ以外の広葉樹であ

るとかということが適した山については、そういうものを植えていくなり、それとか針葉

樹と広葉樹がまざった山をつくるとかということで、今後の森づくりにつきましては、現

場に応じて、より多様な森づくりをしていこうという考え方で今取り組んでいるところで

ございます。 

○山下部会長 よろしゅうございますか。どうぞ。 

○長瀬委員 ありがとうございます。宮崎県は、御存じのように67％が人工林です。急峻

なところにもスギ、ヒノキが植わっていまして山崩れが大変頻繁に起こっています。次を

植えていくということをおっしゃいましたが、宮崎県の話で申しわけないんですが、宮崎

県は１本も植えなくても、今の調子で日本一の生産量を誇りながら200年切り続けてもまだ

あるというぐらいの山があるんです。スギ花粉も私たちに大変貢献をしてくれています。

そういう時代にあって、山はもう少し考えて国民の近くにある山をつくるべきだと私は考

えています。 

 それと、一番大事なことは、山の木材を集材するときに林道というのをつくるんです。

林道、作業道というのをつくります。これが山の崩落の第一原因になっています。悲惨な

事故を招くことというのは多々あるわけですが、こういうところの規制というものがもし

かけられるのであれば、川や海を守るためには林道とか集材の仕方についての規制、乱開

発とか、そういうものの規制をかけていただくとありがたいなと思っています。 

○山下部会長 では、お答えをお願いします。 
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○林野庁室長 今お話がありました。かつては木材を集材するために林道であるとか作業

道、道をつくって、その道のつくり方が荒っぽかったということで、そこから土砂が流れ

出ていって、濁り水であるとか山崩れの原因になってしまったというのが過去にもあった

と思います。私どもといたしましては、そういうことが今後発生しないように、特に道づ

くりに当たっては山崩れとか濁り水の発生源にならないようなことをしなければいけない

ということで、最近は特にそれに注意した道づくりというようなことを指針をつくったり、

それから現地の研修をやったりとかというようなことを一生懸命今取り組んでいるところ

でございます。 

○山下部会長 ありがとうございます。 

 では、今來生委員と濱田委員、手が挙がりましたので、來生委員お願いいたします。 

○來生委員 今の６ページの３もそうなんですけれども、３とか８ページの５の問題、こ

の基本方針のカバレッジといいますか、関係をどう考えたらいいのかということで御説明

をいただきたいんですけれども。 

 内水面漁業に直接関連性が非常に強いことと、それから因果関係がそれを超えて一般的

な森林であるとか、一般的な河川であるとか、そこに及ぶ問題が特に３とか５にはあるよ

うな気がするんですけれども、内水面漁業ということでうんと狭く考えると、第五種漁業

権ですか、何か内水面の漁業権が存在している内水面であれば非常に明確なんですけれど

も、ここで議論していることって必ずしもそういう狭い意味での漁業が行われている部分

を超えて森林の整備とか、自然、河川の整備ということに関連しそうな気もするんです。

そうすると、それはそれぞれの所管の官庁があって、そういうこととの調整のメカニズム

とか、考え方の整理というのはどうなっているのかということをお聞かせいただければと

思うんですけれども。 

○山下部会長 ありがとうございます。 

 先に濱田委員お願いします。 

○濱田特別委員 今の質問と全く同じ内容だったわけですけれども、要するに縦割りの行

政の中で、それぞれ林野庁は林野行政の中でやられていることと、今回の内水面漁業との

関係、しかもこの振興法の中で、どうかかわってくるのかというのを教えていただきたい。

農業土木ともかかわってくると思います。來生委員と全く同じなんですけれども、どうい

うシステムになるのかというのをお聞かせいただきたい。 

○山下部会長 ありがとうございます。 

 これは、どなたが事務局でお答えいただくのか手を挙げてください。 

○増殖推進部長 これは、内水面漁業の振興法の体系の中の基本方針ということなわけで

すけれども、どこまでが直接でどこからが間接かと言い出すと難しい話になるかもしれま

せんけれども、河川という環境の中で行われる漁業、そこでの生物の再生産ということを

考えたときに、森のあり方、川のあり方、河川の整備のやり方、そういったものが極めて

密接に関係している、縦割りのままで済ませておいてはいけないという問題意識の中で議
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員立法でこういう法律ができているわけで、そういう法律を受けて基本方針を立てて、縦

割りじゃなくて横の連携をよくして、魚が住みやすい環境をつくり、ひいては漁業も振興

するし、一般国民もそこで川の環境を享受できるような、「恵沢」という言葉が出ました

けれども、そういう問題意識の中でできた法律であり基本方針であると、方針案の素案で

あるというふうに御理解いただきたいんですけれども。 

 そういうものを離れて一般論としての森の森林の整備のあり方だとか、そういうことを

言っているわけではなくて、水産との兼ね合いの中で密接な関係があるので、ここに記載

されるということでございます。 

○來生委員 法律ができた趣旨がそうだというのは理解をしているつもりなんです。一般

的に言うと、議員立法でなければ法律できるプロセスで、そこいらの非常に厳格な省庁間

の詰めが行われるんだと思うんですけれども、これ議員立法であるがゆえに、そこいらの

実施段階での調整というのはどうなるのかなというところに若干関心があるということな

んですけれども。 

○濱田特別委員 企画部会のときに質問させていただいた協議会が何か１つ調整機構を果

たすのかなというふうに思っていました。後で質問しようとしていたんですけれども、ま

ず、今まで河川改修にかかわるところなので漁業権者である漁協で利害調整して、漁業権

を破棄するなり何なりと結局補償金を出すという方向で河川工事が行われてきたと思われ

ます。そのように工事が手打ちがされてきたという過去の段階と比較して、今度は協議会

の中でどういうステークホルダーの間で合意形成が図れるかというところが重要だと思い

ました。広く合意形成の場になるのか、その部分については協議会にある程度集約されて

いるのかどうか気になるります。理念的なところは理解しているんですけれども、具体的

に現場で例えば水環境の在り方をどういうふうにしてみんなで合意していくのかと、漁業

の振興と他の分野との振興との落としどころをどうするのかというような、具体的にそこ

がぱっとわからないんです。この協議会と関係しているのか含めて教えていただきたい。 

○山下部会長 お二人の質問に対して、またお答えをいただけないでしょうか。 

○増殖推進部長 各省からの方も必要に応じて補足していただければと思いますけれども、

繰り返しになっちゃうかもしれませんけれども、こういう基本方針をつくる中で関係省庁、

よく連携して協議してつくれよという話ですし、それを担保する形で、先ほどの資料には

入っていたんですけれども、この基本方針を定めるに当たっては、農林水産大臣がつくる

というつくりになっていますけれども、環境大臣と国交大臣のほうの同意を得て、３省同

意の上でつくりなさいよというつくりになっておりますので、この内水面漁業の振興とい

う目的に沿った形でそういう林の話、川の話含めた調整を行政当局横串を刺す形でできる

だけやっていきたいということであります。 

 また、協議会のところは、今までは─まあ、補償の話、濱田先生されたけれども、民

民の話、民民の形で当事者間で処理されていた部分もあり、それはそれで１つのあり方だ

ったのかもしれませんけれども、もっと今までよりはオープンな形で、第三者も入っても
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らった形で協議をして進めていこうじゃないかという思想がこの協議会の規定の中の裏に

はあるということ。立法者サイドの意図もそういうことだったということで聞いておりま

す。 

○山下部会長 ありがとうございます。 

 千葉委員、お願いします。 

○千葉特別委員 内水面漁業という特殊性から、一般的に内水面漁業というのは各県の県

条例でさまざま決めていることが多いわけです。ですから、全国統一ということはなかな

か難しいと。これは前もほかの部会でお話ししたこともありますが、その中で漁業振興法、

この中でこれだけの素案、私これ何度も何度も読み返しているんですけれども、これ本当

にこのままできればすばらしい法律だと思います。正直言って、私は遊漁者として反対す

る項目、何もないんです。ただ、実際にこれを法律としてやるときに、一番重要なのは、

先生もお話ししたように協議会だと思うんです。県によって、例えば森林といっても国有

林もあれば県管理の山もあり、それによって、当然役所の対応も違ってきますよね。 

 例えば、環境省、国土交通省、それぞれ目的が違って今まで工事とかしていたわけです

よね。だけれども、内水面漁業振興法、この中で各省庁がそういったものを進めるように

しましょうということを書いているわけです。だから、これはできればすばらしいんです。

排水の水の問題まで書いています。 

 ですから、こういった今まであった漁業法に加えて、内水面漁業振興法ができてその中

にこういう項目ができてきたのは画期的なことだと思うんです。要は協議会で実際に地元

に合った方策、漁業組合員とか、それから遊漁者とか、実際に合った方法、例えば河川に

ついても国土交通省の河川もあれば、県管理のいわゆるそういうところもあれば、企業局

管理のところもあるわけです。それは地方によって違います。ですから、協議会でどうす

るかというのは各県で話されていくんだと思いますけれども、私が素案の中で１つだけ不

満があるのは、内水面漁業と遊漁者の関係というのは切っても切れないんです。遊漁証の

売り上げが内水面漁業の売り上げに占める割合が大きいと言ったら大げさですけれども、

そういう中で遊漁者の発言権というのをできれば協議会の項目で明確にうたっていただき

たい。これが私ども全釣り協としての要望です。 

 というのは、漁業代表者とか学識経験者というのは載っているんですけれども、関係者

ということに含まれるというニュアンスでお話は聞いていますけれども、できれば具体的

に「遊漁関係者」というような項目を入れてもらって、実際に現場で生きた発言ができて、

今日来られている各役所の方々との意見調整もできるような形をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○山下部会長 ありがとうございます。 

 予定した時間があと５分になりました。既に協議会の話、これ次の次でやろうと思って

いたところなんですが、そこまで行っていますので、この後は第４の内水面漁業の健全な

発展に関する基本事項と第５のその他重要事項。つまり、ページ数で言いますと９ページ
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から16ページまで、すみませんがまとめてここの中で御発言、御質問などいただければと

思います。 

 何か御質問、御発言のある方。 

 長瀬委員、山田委員、來生委員という順番でお願いいたします。 

○長瀬委員 今の遊漁者の意見ってとても大事なことだと思うんです。 

 もう一つあわせてお日様と影がありまして、遊漁者というのは模倣者が多いんです。き

ちんとする遊漁者は今いらっしゃっている方たちです。ところが、幾ら注意をしてもだめ、

遊漁規則の中に罰則規定というのが全くないんです。だから、遊漁料も払わない、密漁は

する、何をしても取り締まりがないものですから、遊漁規則の中にきちんと罰則規定を入

れていただけることがもし可能であれば、それが遊漁者と本当の意味で対等にやっていけ

ることだろうと私は感じていますので、そこをお願いします。 

 それと、産卵所に戻りますけれども、「砂礫」ってありますけれども、アユの産卵所に

砂礫を入れると産卵をしませんので、「砂礫」はさりげなく取ってください。アユの産卵

所って砂抜きをするんです。わざわざ砂を抜くんです。 

○山下部会長 わかりました。 

 それでは、山田委員お願いします。 

○山田特別委員 私は金融絡みですから、そこのところだけお話ししますと、内水面漁協

さんは内水面漁協として県連組織もありますし、全国連組織もあるし、これは我々の海面

団体とまた並列的にあるわけですけれども、一方で金融機能がないんです、内水面漁協さ

ん絡みは。ですから、私どもの県は私どもの正会員として県連組織も漁協もなっているん

ですから、漁協に対しては各あるいろいろな施策の中で融資もセットにして対応ができる

という状況にあるんですが、全国で同じ水準にあるかどうかがわからないのと、それから

ここにある個別の個人がいろいろな事業展開をされるときに、では融資、金融が必要にな

ったときにどういう対応が想定されるかというのは、まだ全国的にも議論もしていないの

で、宿題の１つかなと思っています。 

 報告だけで結構です。 

○山下部会長 ありがとうございます。 

 では、來生委員お願いします。 

○來生委員 私、10ページの許可の制度と─許可の制度そのものはいいんですけれども、

生産制限をするということで、今すぐお答えがどうのこうのという話じゃないんですけれ

ども、私独禁法をもともとやっていまして、興味、珍しい法律だなというか、生産制限を

するということ、資源保護や何かの観点でということなんだろうとは思うんですけれども、

下手をすると、運用の仕方いかんによっては生産者保護に著しく偏るというか、全体の供

給量を非常に制限して価格を高くする可能性があるぞというような問題が出てくる可能性

はないんだろうか。公取が来ていないんで、公取がこういうことをどう言うんだろうかと

いうことが若干気になったということです。 
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○山下部会長 ありがとうございます。 

 それでは、重要な御指摘をいろいろいただきましたけれども、このあたりで。 

 お答え。 

○増殖推進部長 従来の海の資源管理であれば漁業者の採捕の段階での規制ということだ

ったんですけれども、今回の許可制はウナギを想定した規定で、シラスウナギの漁獲がど

ういう実態にあるかというと、日本でも１万人を超える一般市民が冬の小遣い稼ぎで簡単

な網でやれるという実態もあり、日本だけで取り組んでも全く効果がない。東アジア全体

で、中国でも─中国はもっと広大なところでたくさんの人が関与していると。そういう

中で何ができるかという協議をしております。 

 その中で物すごい数の人がシラスウナギをとっているんですが、結局それが全部養鰻池

に入るんだというところで、何かできるとすれば、資源管理で有効な措置がとれるとすれ

ば、ここなのではないかということで今協議が進んでいるということで、それを見ながら

今後運用を考えていくということであります。それで、公取とも今情報交換をしながら運

用について考えていきたいというふうに思っております。 

○山下部会長 よろしゅうございますか。 

 まだまだ言い足りないことがたくさんおありかと存じますけれども、時間の関係もござ

いますので、このあたりで審議を終わらせていただきたいと思います。事務局におかれま

しては、この御意見等を踏まえまして９月16日の開催予定の企画部会の審議に向けて作業

をお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして懇談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。 
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