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第３回海洋・沿岸域における水産環境整備のあり方検討会議事要旨（案） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

１．開催日時：平成 21 年（2009 年）７月 30 日（木）13:30～14:55 
２．場  所：水産庁中央会議室 

３．出 席 者： 

（委員） 

 磯部 雅彦  東京大学 副学長 大学院新領域創成科学研究科教授 

 松田 治   広島大学 名誉教授 

 瀬戸 雅文  福井県立大学 海洋生物資源学部准教授 

 大森 敏弘  全国漁業協同組合連合会 漁政部長 
 小野寺勝広  北海道 水産林務部 水産局 水産振興課長 

 田中 丈裕  岡山県 農林水産部 水産課長 

 小川 浩   大分県 農林水産部 漁業管理課長 

（水産庁） 
 町田 勝弘  水産庁長官 

 橋本 牧   水産庁漁港漁場整備部長 

 宇賀神義宣  水産庁漁港漁場整備部計画課長 
 高吉 晋吾  水産庁漁港漁場整備部整備課長 
 本田 直久  水産庁漁港漁場整備部防災漁村課長 

 岡  貞行    水産庁漁港漁場整備部防災漁村課水産施設災害対策室長 

 堀越 伸幸  水産庁漁港漁場整備部計画課課長補佐（司会） 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 
 （１）海洋・沿岸域における水産環境整備のあり方に係る中間とりまとめ 
 （２）その他 
３．閉会  

 

（配付資料） 

 議事次第、座席表、出席者名簿 

 資料１ 海洋・沿岸域における水産環境整備のあり方中間とりまとめ案 

 資料２ 海洋・沿岸域における水産環境整備のあり方中間とりまとめ概要案 

 資料３ 小野寺委員提出資料 

  資料４ 田中委員提出資料 
 資料５ 小川委員提出資料 
 資料６ 第２回検討会議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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・町田長官より挨拶。 
（議事１） 
・水産庁宇賀神課長より、資料１、２に基づき説明。 
（松田委員）これまでの議論が大変よくとりまとめられている。３の「（３）資源・環境変

動への対応」の下から３行目に「仮説検証型の事業体系を構築する」とあり、効果の判

定という面から非常に重要な方向性が出ているが、一方で「４．水産環境整備の推進に

向けて」の四段落目にある事業評価について「従来型の貨幣換算とは異なる環境を重視

した考え方の導入」とあり、その関係を考えると、仮説検証型はある意味ではテクニカ

ルな事業評価であり、両方の記述がどのように対応するものなのか、その役割分担がす

っきりしていないのではないか。どのような趣旨で整理したのか教えてほしい。 
（事務局）第２回検討会に議論のありました項目ごとの分類分けを踏まえて、移動してい

る。「（３）資源・環境変動への対応」の中では、実際に整備を行っていくものを中心に、

モニタリング、維持管理、また現場で実証実験を行い技術開発、要素技術につなげるよ

うな内容を盛り込んでいる。議論はあろうかと思うが、「４．水産環境整備の推進に向

けて」では各項目に当てはまらなかった周辺の内容、予算措置、制度措置、事業評価の

措置などを整理している。「４．水産基盤整備の推進」には結果的に多種多様なものが

列記された形となった。松田委員ご指摘のように、フィードバックするという面で事業

評価に非常に関連深いものではあるが、中間とりまとめの分類分けをした経緯は以上の

ような考えである。 
（松田委員）従来の貨幣換算とは異なる環境重視の導入に、新たな環境重視として具体的

なものがなければ、「（３）資源・環境変動への対応」に記述することになるのではない

か。 
（宇賀神課長）「４．水産環境整備の推進に向けて」は全般的なことを記載しており、公共

事業を実施する場合は、必ず事業評価が必要となる。漁場整備の事業評価は、その整備

によってどれだけ魚が増えたかが一番わかりやすい。記述にあるように、それらを当然

計上し、併せて水質浄化や生態系全体への寄与といった環境面でどのような便益が考え

られるのか、従来手薄な面もあったので、今後検討して充実させていこうという趣旨で

ある。「（３）資源・環境変動への対応」の方は、現場で行ってきたことを観測すること

によって、新たな効果を把握したり、これまで実験で得られたデータを元にしてマニュ

アル化していったりというご提案をもとに記述している。 
（磯部座長）「４．水産環境整備の推進に向けて」の事業評価は、公共事業の事業評価なの

で、貨幣価値に換算しなければならない。それゆえに、本当はもう少し便益があるはず

なのに、貨幣価値に換算できないものは今のところは落としてきた。逆に落としてきて

いるが、拾えた部分で費用対効果の B が C を越えていれば、事業を実施してきた。も

う少し B の部分で換算していない部分もできるだけ入れようではないかという趣旨。

例えば、環境に対して CVM などを使った貨幣価値化などが挙げられる。「（３）資源・

環境変動への対応」にある「仮説検証型」とは、ある種類の魚介類がどのくらい増加す

る、あるいは水質がどのくらい改善すると設定した目標に対して、整備して達成された

のか否か、達成されていないとすれば、もう少しフィードバックをかけながら、技術を

磨いていくという意味で使っている言葉だと思う。お互いに関連はするが、意味は少し

違っているという理解でよろしいかと思う。 
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（瀬戸委員）１の「（１）情勢の変化」の２段目に「地域」とあるが、この場合は湾奥部に

おいて底質の悪化が進むとあるので、「水域」の方が適切ではないか。 
「（２）これまでの整備」の冒頭に、「江戸時代まで歴史をさかのぼる」とあるが、確

か１７世紀の中頃に土佐藩で浦戸沖合に築磯を造成したという記録があり、そのあたり

から江戸時代としたと考えるが、それより前に、石塚や漬けなどの伝統的な集魚技術が

結構あるのではないか。さらに古いものでは、干潟に竹ヒビを立てたり小石を並べてカ

キの幼生を着生させたなどの記録もあると思う。よって、ここでは江戸時代とするより

も、古来より全国各地で地域独自の取組を行ってきたものが、統一的にマニュアル化さ

れ、昭和５１年から公共事業として実施されたとする方がすっきりする感じがする。 
「２．水産環境整備の方向性」は、非常に重要なところである。ここには二つの大き

なことが書かれていて、今の書き方だと、まず水産資源の増大を図り、次に生態系全体

の底上げを目指すという順番になる。この順番は水産庁としてのものであり、やはり水

産資源は 終的な目標として重要なので、この段落の 後を「生息環境空間の創出を図

る」で締めくくった方がよい。生息環境空間の創出が水産環境整備を行うときの 終的

な出口だと思うので、文章の 後に来た方が良いので工夫していただきたい。 
また、「生息環境空間」という言葉は、２や３（１）や（２）でも使われており、「水

産環境整備」を象徴する重要なキーワードになっている。良好な生息環境空間を作るこ

とが水産環境整備なのだという位置付けになる。「生息環境空間」の前後に文章がある

と理解できるが、将来この言葉が一人歩きした場合に、「生息環境空間」だけでは水産

をイメージし難いため、水産環境整備をイメージし易いキーワードに出来ないかと思う。

私の案では、例えば流域の場合には河川の流域および流域に関連する周辺の水利用地域

を総称して流域圏という言葉がある．水産生物の生活史などを基準として連続的に括ら

れる生息環境空間を「水産環境圏」という形でまとめてはどうか。流域圏の場合には、

流域整備という形で、流域圏内の水質保全、土砂管理、治山治水対策、農用地管理など

様々な環境を整備するという事業があり、同様に水産環境圏内における様々な整備を水

産環境整備としてまとめれば、すっきりすると思う。他にももっといい言葉があると思

うが、生息環境空間という言葉が全てに関わるキーワードになるので、新たな整備をイ

メージできるような言葉があれば非常にいいと思う。 
３の「（１）環境基盤の重視」に①②③とあるが、一番初めの文章で沖合域のことが

若干書かれているが、これに対応する④が新たに必要なのではないか。これは施策とし

てどれだけ重要視していくかにかかわるが、④ということで記載されるとすっきりする

と思う。 
「（２）点から空間へ」の第二段落で、「生態系はこうした水産生物が複数集まって構

築されている」をここだけ読むと、水産生物が複数集まって生態系が出来上がるという

ような印象を与えてしまう。生態系は、水産生物以外の様々な生物が関連しあい、さら

に生物だけではなく物質循環も含めて構成されている。ここは再整理した方がよい。整

理の方向性としては、第一段落で「水産生物の集団としての空間の広がり」と「成長段

階ごとに利用される生息環境の連続性」の二つの考え方を受けて修正するとわかりやす

い文章になると思う。 
「（３）資源・環境変動への対応」で、松田委員からもご指摘とも関連するが、第 3

段目に「これまで整備を行った空間を実験生態系と捉え」とあるが、必ずしも、これま
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で整備を行った空間だけではなく、これから整備を行おうとする空間も含めた、例えば

「生息環境空間を」のような方が良いのではないか。また、「実験生態系」という単語

は、実験室レベルの生態系とかメソコスムと捉えられるかもしれないので、「実験フィ

ールド」のような少し大きなイメージにした方が良いと思う。 
同じ段落の 後の二行目に「技術マニュアルを作成する」とあるが、マニュアルとい

うと取説になってしまい、かなり事細かく手法が規定されてしまうので、それより「ガ

イドライン」の方が目安というイメージになる。「仮説検証型」だと１００％正しい答

えがないので、マニュアルよりもう少し漠とした表現がよい。 
「４．水産環境整備の推進に向けて」の第二段落冒頭に「必要な予算の確保を図ると

ともに」とあるが、先に必要な予算となると何に必要な予算なのかわからない。例えば、

次の定点観測等の・・・などを着実に行うために必要な予算のように修正するなどの工

夫をしていただきたい。 
後の事業評価のところで、松田委員とも関係するが、「個別地区ではない全国的な

整備効果を把握する」が若干わかりづらい。具体的にどういうことを想像しているのか。

私の理解では、これまで各自治体が個々で行ったものを生息環境空間、すなわち、対象

とする水産生物の生活史みたいなもので一括りにした空間ごとに整備効果を把握する

ことと認識しているがそれでよろしいか。 
（磯部座長）今のご指摘は具体的だったので、次のように処理してはどうかと思う。 

初の「地域」を「水域」にというのは「水域」が良いと思う。 
（２）のこれまでの漁場整備の下の「江戸時代まで歴史をさかのぼる」というのは、

一般的には「古く歴史をさかのぼる」だが、これだと古いというのは人によって異なる

ので、「江戸時代を超えて」とすれば、江戸時代のイメージは出るけれども、それに限

らずということになり、このようにしてはどうか。 
３番目の「生息環境空間」について、新しい概念として出しているので、こういう言

葉を皆さんには耳鳴れないと思うが、流域とか、私の記憶にあるものでは流砂系という

概念をこのような委員会の中で始めて言葉を作った事例もあり、ここもそういう検討会

なので、新しい概念を出した方が良いと思う。「生息環境空間」を越えて、もっといい

言葉がこの会議の終わりまでに出ればそれに差し替えるが、基本的には新しい概念とし

て、「生息環境空間」を使ったらどうかと思う。 
また、生息環境空間を創出してということと、整備を推進すべきである、の順番を逆

にし、 後を生息環境空間の創出を図る。という指摘でしたが、細かい文言をどうする

かは別にしてそのような趣旨で処理をできると思う。 
３の（１）で③までで浅海域が書いてあるが、前書きに書いてある沖合域の人工湧昇

流が書いていないので、指摘のとおり加えてみたらどうかと思う。 
「（２）点から空間へ」の生態系については、確かにある物質エネルギーの循環に関

して、ほぼ閉じた系というのが、生態系の定義である。本来は、生物・無生物を含めて

生態系と言っており、生態系は水産生物だけを考えているわけではないので、水産生物

を含めて、複数というよりは、むしろ生物多様性という言葉もあるが、多種の生物が集

まって構成されているとか、それに関する環境という言葉を使ってもいいかもしれない。

趣旨としては、生物も無生物もあるということがわかる表現に修正し、誤解のないよう

にしたい。 
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「（３）資源・環境変動への対応」でフィールドという提案がなされたが、「実験生態

系フィールド」といってもいいと思う。実験フィールドというとあまりにも漠としすぎ

ているので、ある程度生態を意識した言葉を使ったらどうかと思う。マニュアルはガイ

ドラインの方が良いと思う。 
４ページの必要な予算について、これも順番を変えて、こんなことをやらなければな

らないので必要となるから、そのための予算の確保を図る、そのような表現に修正した

らと思う。 
後に、個別地区ではない全国的な整備効果について、局所的な効果ではなく広域的

という言葉を使ったり、あるいは個別地域だけではなく広域的な整備効果を把握すると

いうような表現にしたら良いのではないか。必ずしも、全てが全国ということではなく、

逆に場合によっては国を越えてしまうこともあるかもしれないので、そんな言葉が良い

と思う。 
以上、いかがでしょうか。 

（瀬戸委員）さらに一点だけ追加したい。これまでの漁場整備の反省点に「動態」という

言葉がある。昭和５１年度から公共事業として行うにあたり、沿岸漁場整備開発事業の

設計指針が刊行され、その巻末に、各水産対象種がどういった水温、水質を好むのかな

ど、かなり細かく対象種ごとの個体の動態がまとめられている。これ以上すぐに増える

ものではないから、この点からは個体の動態に関する知見が不十分という表現にはあた

らない。例えば、アサリの漁場があって、そこの漁場を守るため造成をしても、アサリ

幼生は２週間くらいの浮遊期間があり、幼生の供給場所が別にあってそこがダメになれ

ば、一所懸命造成してもアサリは増えない。このことはアサリだけではなく、藻場など

浮遊期をもつ多くの水産生物にも当てはまる。すなわち、１個体としての動態ではなく、

集団としての動態、個々の集団のつながり、この部分への配慮が不十分だったのではな

いか。 
そうすると、「（２）点から空間へ」に「水産生物の多くは・・・・資源を維持してお

り」とあり、先ほどの反省点を踏まえると、そこの漁場を守るためには、その周りの集

団との結びつきを阻害するようなことがあってはいけない。漁場を作る適地は、点から

空間へのとおり空間的な配置を考えていく必要がある。また、中間とりまとめ案を見る

と、「複数集まって・・・。複数種類の水産生物を対象として・・・」は、個体群動態

から更に階層の高い群集生態という複数の種類で構成される群集を対象とすることに

なり、技術的にも非常に難しくなってしまうので、当面は単一種の個体群動態規模にす

るのが適当ではないか。 
（磯部座長）今の意見については、表現をどうするかはにわかに思いつかないので、趣旨

にご賛同いただければ、事務局と相談し、趣旨をいかすような文章を考えていきたい。 
（田中委員）瀬戸委員からも意見があったが、「動態」という言葉がずっと気になっている。

私自身、水産生物の移動生態という言葉を生活史に対応した言葉としてよく使ったが、

ここで書いている動態（ダイナミックス）はもっと大きな意味なのかと思う。単純に考

えると、水産生物の生態・生活史に対応したという表現が一般的だと思うが、あえて動

態という言葉を使ったのは、インパクトがある言葉と同時に他種との関連、いわゆる群

集生態として捉えて、捕食・被捕食の関係とか、いわゆる競合関係というものまでを捉

えて使われている。ここで「動態」という言葉にどこまで意味を含ませるのかという点
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について、お尋ねしたい。 
（磯部座長）この文章は委員の意見をとりまとめたという格好になっているので、必ずし

も事務局に説明をお願いするということが適切かどうかはわからない。私が思うに、こ

こでの総意として、生態系という概念は、これまでも相当考えて、生態系全体を良くし

ようと考えてきた。生態系というのは、生物を含む物質エネルギーの循環系システムで

あるから、その中に動態も入っている。しかし、だからといって、生態系に対する配慮

が不十分であったかというと、生態系自体は相当意識してきた。その中でも欠けていた

のが、瀬戸委員からご指摘いただいたことを含めて、一つの個体の移動、種としての移

動、種と種との相互干渉、そのあたりのダイナミックスというのが必ずしも十分に考え

ながらやってこられていないのではないか。それが不十分という書き方になっている。

意見をいただきながら、ここではどういうことを意味するのか明らかにしていきたい。 
（田中委員）前回の検討会の際に、生態系の底上げということについてもっと議論を深め

られればと申し上げたが、動態という意味と直接つながっていくような気がする。餌か

ら増やせば生態系の底上げとなるが、それだけでいいのか。私自身、餌を増やすことが、

生態系の底上げという非常にわかりやすい考え方できたが、今までの議論の中で、捕

食・被捕食の関係、競合関係、全体の関わりの中で生態系の底上げを考えて、整理して

いくとこの動態という意味合いと、生態系の底上げと直接リンクしていくのかなと思う。 
（磯部座長）大きく言えば、生態系の中でも水産生物、あるいは生態系全体の底上げがキ

ーとなる部分をここでは動態という言葉で取り上げることで整理をしたいと思う。 
（小野寺委員）「４．水産環境整備の推進に向けて」の「資源回復計画・・」にちょっと違

和感がある。水産環境整備、資源回復計画、栽培漁業が、場の提供、資源の回復、管理

という三つの柱を意味し、それらが連携していかないといけないという意味であると思

う。そこで資源回復計画という言葉だと事業をイメージしてしまう。資源管理のような

政策目標みたいな単語に直して、三つの柱というイメージをより出せるような形にした

方が良いと思う。 
（松田委員）「（３）資源・環境変動への対応」で瀬戸委員から、これまで扱ったものだけ

ではなく今後も含めるとの発言があったが、施設についても同様で、「（１）環境基盤の

重視」の③で漁港などの既存施設を捉え直すと書いてあるが、この文章だけからみると、

既存でない施設、これから漁場を整備するとか、養殖場、導流堤、潜堤などを作るとか、

そういったときに、生態系や生活史に配慮するという趣旨が、文言だけ見ると抜けてい

るような気がする。既存のものでだけではなくて、今後扱う全ての施設という趣旨を加

えた方が良い。 
（磯部座長）ご指摘のとおりだと思う。瀬戸委員の指摘に対して答えていなかったが、当

然だと思うので、修正させていただく。 
（小川委員）１の「（２）これまでの漁場整備」に「環境収容量の知見が不十分」とあるが、

環境収容力というのは、パラメーターによって示されているものなのか、これから調べ

たらわかるものなのか疑問に思っている。環境収容力は、はっきり定義されていないの

ではないか。前回瀬戸委員がおっしゃったのは、狭い環境の中での収容力だったが、こ

れが海域、例えば、瀬戸内海まで広がったときにわかるのか疑問を抱くので質問したい。 
「（１）環境基盤の重視」の 後に「沖合域においては・・・」では、海水温の影響

を軽減するために、人工湧昇流を整備するように取れるが、前後の関係から、浅海域で
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は環境収容力を向上させるとあるので、ここでは、海水温・・・資源に与える影響を「把

握して」とした方が良いのではないか。 
（宇賀神課長）２点目については、ご指摘のとおり。人工湧昇流の漁場整備は、海底の栄

養塩を表面近くに上げて、一次生産を増やすことを書くべきなので、そのように修正し

たい。 
（磯部座長）１点目の「環境収容力」は、それ自体がどこまでが限界なのかわかっていな

いということで知見が不十分ということ。まだわかっていないからこそ、環境基盤を整

備することによって、環境収容力自体を増やしていこうという考え方が入っているので、

説明は必要かもしれないが、表現はこのままにしたい。 
（大森委員）これまでの中で私の気になったことは指摘されたので、全体を通したコメン

トをしたい。この中間とりまとめを踏まえて、大きな新しい取組が進められて行くと思

う。我々漁業者は資源状況の悪化というものが直接生活に影響を与えるので、この水産

環境整備を進めることは大変難しく実際時間もかかることだと思うが、是非スピード感

をもって取り組んでいただきたい。 
（田中委員）先ほども松田委員からも話があった「４．水産環境整備の推進に向けて」の

事業評価について、個別地区ではなく広域的な整備効果を把握するという趣旨で修正す

るという話があったが、環境便益としてこれまで貨幣換算しにくかったものも含めて、

共通の便益効果として B/C にオンできるようにするということか質問したい。 
その前段にある「ダム放流等の河川事業」とあるが、３年続けてダムの緊急放流をし

ていただいた経験から、この部分はダム放流等の河川事業との連携等を推進していく必

要があると読め、この辺の表現をダム管理者の立場からどうするか工夫がいると思う。

ダム側からすれば、ノリ色落ち対策のための緊急放流は本来の目的外という位置づけで

ある。今後は、環境流量の維持という意味で、新たな社会的な役割として、治水利水に

加えて、環境という部分で環境流量の維持というような新たなダムの役割をできれば模

索していただきたいと考えているが、現時点でいきなりこの文章が出てくると誤解を招

きそうで、調整が必要ではないか。 
（橋本部長） 初の事業評価の点については、整備の目的と便益の考え方は一体的なもの

と考えており、今回出していただいた「水産環境整備」の方向性に沿って便益の考え方

を幅広く捉えていくことにトライしたい。新たな便益の数値化等についても勉強して参

りたい。 
２点目について、今回の中間とりまとめは、委員各位のご発言に基づいて作成したも

のだが、ご指摘のように他省庁との関係が深い部分の表現などについては、更に精査さ

せていただきたい。 
（磯部座長）このレポート自体が非常に短いもので、これからの水産行政の方向性を示す

ということもあるので、こういう方法でやるべき、やった方が良いなどの方向をきちっ

と出して、その中で許される範囲で、書きぶりを考えたら良いと思う。 
（瀬戸委員）資料２は、分かりやすく図化されていると思う。なお、一番右側のモニタリ

ング、アマモの移植などの絵は、ＰＤＣＡサイクル（Plan は実証試験の場、Do はアマ

モの移植、Check はモニタリング、Act は藻場造成でしょうか）に対応した一つの時計

回りの循環になっていると捉えた方が良い。同様に、真ん中の「点から空間へ」の絵も

時計回りの循環で統一した方がわかりやすいと思う。 
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（松田委員）資料２の図で、文章よりこの図の方がいろいろと紹介されていくと思う。文

章との対応で見ると、文章ではかなり森川海の密接な関連性や河川からの土砂流入など

陸域あるいは河川の流域と、海との関係が書いてあり、そのことは沿岸環境にとって重

要なポイントであると思うが、資料２ではそれをイメージさせるような記述が見当たら

ない。可能であれば、そのような内容を入れていただきたい。 
（磯部委員）趣旨はだいたい了解いただいたのではないかと思うので、表現は私と事務局

で詰めていきたい。 
この中間とりまとめが出来たということで、感想なり今後の展開に対する期待なりが

あれば伺いたい。 
（大森委員）「資源・環境変動への対応」について、過去２回にわたり議論をしてきたが、

一つの定められた計画をそのまま進んでいくと、なかなか成果が出なかった部分を、非

常にフレキシブルにモニタリングをしながら進めていこうという内容であり、 終的に

は成果を実感する漁業者がこのモニタリングや評価といった部分で大きな役割を担っ

ているのではないか。漁業者からどこをどのように直していけばいいのか、現場の声と

して出てくると考えているので、その点をよろしくお願いしたい。 
（小野寺委員）現場で事業を進める立場として、資料２にある全体の底上げの話、点から

空間の広がりの話、順応的管理の話、これは施設の維持という意味を含めて、この観点

は今まで欠けていたのではないかと思う。それが反映されているので、大変満足いける

内容ではないかと思う。現場で予算要求するときに、一番苦慮してきたのが事業の評価

であり、底上げの部分の評価である。いろいろな環境に貢献しているという評価を、是

非早く見える形で示していただき、事業実施の段階に反映できるようにしてほしい。 
（田中委員）橋本部長から説明があったように、これまでの２回の検討会の意見をうまく

取り入れ系統的に整理されている。我々としては非常にありがたい。現場に反映させて

いく際、担当者はもちろんのこと、漁業者も含めて、非常に理解をしやすい事業展開が

できるのではないかと思っている。ただ、今後どういう形で現場におりていくのか、反

映させていくのか、今後の過程が非常に重要。この考え方を盛り込んで具体的な事業と

して一番 初に何ができるのか。前回も触れたが、兵庫県、香川県、岡山県の３県で進

めている隣県共同の事業があるが、新たな視点、新たな切り口、新たな土台を作る意味

で試金石となる事業だと信じている。是非とも、新しい考え方を盛り込んでいる事業と

して、支援をお願いしたい。 
（小川委員）今後の整備にあたって、地方の声を聞いていただき非常にありがたい。この

とりまとめの考え方の中で、生態系や環境という言葉がキーワードである。新たにこれ

から推進するということで、現場にも説明しやすいし、地元にももっと良いことが起き

るというイメージを持ってもらえるようなとりまとめになったと思う。そうは言っても、

なかなか難しくて、特に生態系については、海のことでわからないこともたくさんある

ので、この中で、如何に効果のあることを行うのかというはある。このようなとりまと

めができてありがたい。 
（松田委員）ずいぶん新しい方向性がでてきたと思う。しかし、海のことは割と簡単なこ

とでもわからないことが多い。それを検証していくのは難しいことだが、取りまとめの

前段にもあるように、世の中の仕組み・法律を含めて全体として変化しているので、こ

れから具体的な施策、予算化に反映して行く過程において、本とりまとめの趣旨を是非
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反映してほしい。 
（瀬戸委員）これまでの漁場整備で疑問に感じていた点を三つほど上げさせていただいた

が、水産環境整備にはこれらの疑問点を解決するための方向性が示されている。今回の

方向性を具体化していくには、まだまだクリアしていく課題は多い。仮説検証型の事業

体系は生態学の典型的な研究手法と多くの点で共通することから、今後の水産環境整備

においては研究者の役割と責任がこれまで以上に大きくなると感じた。 
漁業者人口が２０万人を切ろうとしている昨今において、中間とりまとめの 後に記

されている「国民的な理解の醸成を図る」ために、今後、水産環境という環境も含めた

新たな切り口で、国民に理解される道筋をどのように切り開いてゆくか、その部分が一

番重要になってくると感じた。 
（磯部座長）各委員から中間とりまとめに対する意見、また感想や期待を述べていただい

た。今日の議論で 終的な文章は固まっていないが、私と事務局で相談して、中間とり

まとめを仕上げるということでよろしいか？ 
（異議なし） 
（磯部座長）ありがとうございます。 
  水産環境整備という言葉が今後しばしば使われるのだろうと思う。新しい言葉のもと

で新しい行政が行われ、水産環境が良くなっていくことを願う。各委員からも意見があ

ったようにわからないことも多々あろうかと思う。そういうことに対して一つの大きな

方向性がでたので、期間はかかるとは思うが、具体的なものにブレークダウンしながら

活かしてほしい。完全にわかるまで待っていると何もできないということにもなりかね

ないので、わかっていることはすぐにやらなければならないし、わかっていなくても試

験的に実証してみることもあるかと思う。したがって、すぐにできることは予算の確保

を含めてすぐにやっていただきたい。長期的な議論や試行錯誤が必要なものは、この中

間とりまとめをもとにさらに具体的に進めていくなどのフォローアップを是非お願い

したい。 
  皆様のご協力を得て、中間とりまとめができたということで、各委員、事務局に御礼

申し上げる。 
（議事２） 
（宇賀神課長）中間とりまとめについて、可能なものについては２２年度の概算要求に反

映していきたい。また、今回の環境というテーマは大事である。今年は漁港漁場整備長

期計画の３年目の中間年であり、来年度から見直しが始まる。その中で、今後ともこの

ような検討会を続けていきたい。その際はよろしくお願いしたい。 
（挨拶） 
・町田長官より挨拶 

（以 上） 


