
第１回水産業・漁村の多面的機能の発揮に関する技術検討会 議事録 

 

日時：平成２４年６月１８日（月）１５時～１７時 

場所：水産庁中央会議室 

出席者： 

（委員）山尾政博委員、大隅一志委員、小島正美委員、髙橋迪委員、高浜彰委

員、 

（水産庁）橋本部長、宇賀神課長、石井総括、山﨑補佐、本城谷 

 

 

（事務局） 

・開会、資料確認 

  

○橋本部長挨拶 

  本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては、水産業・漁村の多面的機

能の発揮に関する技術検討会にご出席いただき感謝申しあげる。今回の議題で

ある、漁村、漁業者が生活することによって発揮すると考えられる様々な機能

があるのではないかと考えられる。沿岸漁業の衰退、漁業者の高齢化・減少に

よりこれらの機能が十分発揮されていないのではないかと心配しているので、

いかにこれを打開していくかが大きな課題だと思う。 

したがって今回委員会を設置し、この多面的機能は国民にとっていかにどの様

な機能を持っているか、また持続していくためにはどの様な知恵があるのか等

検討頂きたい。 

検討会は３回予定しており、ご意見を賜りこれらの意見をとりまとめ、将来の

施策に反映させていきたいと考えている。 

 

  

（事務局） 

・委員紹介 

・資料１の説明。目的と検討内容について。 

・座長選出。座長には山尾委員を選任 

 

（山尾座長） 

検討会の今後の進め方について、まず皆さんには水産業・漁村がおかれている
現状の認識を共有していただきたいと思う。 

その中で、水産業・漁村が持つ多面的機能にどういったものがあるのか紹介を
していただき、現状と多面的機能との関係を知って頂ければと思う。 

それらを踏まえ、多面的機能のより一層の発揮のために皆さんで議論をしたい
と思う。最初に現在の漁村のおかれている状況について説明をお願いする。 

 

 



（事務局） 

・資料の２、３、５に沿って説明。 

 

（山尾座長） 

・この多面的機能を評価するということはなかなか難しいものがあります。事務局から
は参考として三菱総合研究所が試算した評価というものが一つありましたが、これ以
外にもいろいろな評価は出来ると思います。当該検討委員会においては、多面的機
能を評価し、その額の算出を行うというものではないので、ご参考として頂ければと思
います。 
現状の認識として、事務局より説明がありましたが、これまでの説明について何か

質問はありますでしょうか。 
 

（小島委員） 

・資料３ｐ６ 多面的機能である交流の場の形成の魚介類販売意味とはどうい

う意味か。 

   

（事務局） 

・都市と地方との交流のために直売所をもうけたり、また新鮮な魚を提供する

という部分の多面的機能に加え、都市と地域住民との交流の場の形成というこ

と。 

 

（小島委員）                

 ・水産基本計画の多面的機能の記述内容について今後税金でサポートしていく

といったことなのか。 

 

（事務局） 

・ 水産基本計画は水産業の施策を実施する上でこれを目標とし、実施していく

ことになる。 

 

（山尾座長） 

・ 資料 2ｐ16 ついて地域資源という言葉が強調されているが多面的機能との関

わりは。 

 

（事務局） 

・ 既存の漁村にそもそも存在する資源であり、それらも多面的機能に資するも

のという考えである。 

 

（山尾座長） 

・地域資源に着目すると漁村の持っている多面的機能もよくわかるし、多面的

機能に着目すると地域資源の利用の仕方もよくわかる。 

 



（髙橋委員） 

・４つの多面的機能について、資料３と日本学術会議の答申とで記載順が違う

が意味あるのか。資料３では生命財産の保全が一番上にきているが。 

 

（事務局） 

・水産基本計画のｐ27（3）ウ多面的機能の発揮の促進のところに記載しており、

特に順番は意識していない。 

 

（大隅委員） 

・基本的な質問になるが多面的機能については、国民なり国土として必要な機

能と、漁業・漁村の振興という意味の機能らが併せて多面的機能の中に入って

るという理解でいいか。例えば、生命財産の保全、環境保全、交流の場の形成

は国民全体の関わる機能であり、地域社会を形成・維持というのは 漁村・漁業

者のための地域社会という理解でいいか。 

 

（事務局） 

・地域社会を形成・維持については、多くの国民の方に広く伝統文化を継承す

るといった機能・役割を持っているということ。また、それを発揮することに

よって漁村も発展、振興していくのではないか。 

 

（大隅委員） 

・ 観光を担当しているので観光を通し地域をどうやって活性化していくか、振

興に結び付けていくかというところの視点を入れざるを得ないし目的にもなっ

てくる。国民にいい観光をしてもらいながらそれが結果的には地域の振興につ

ながらないといけない。その時に漁村も持つ機能が地域の活性化にも繋がると

いう視点でも考えて良いか 

 

（事務局） 

・良い。  

 

（事務局） 

・地域資源の考え方、水産基本計画のｐ27 （3）アの中に漁村の豊かな地域資

源を活用し、様々な取組を推進するといったことが書かれているので、観光資

源をどういかしていくといった考え方としてもここのところに十分でてくる。 

多面的機能の発揮の促進については、漁業が維持されていて、また漁村がある

ことによって 間接的に発揮されているものについては国民にどのような効果

があるのか、例えば網などが干されている景観も地域資源にしようとして狙っ

てやっていることではない。漁業を実施する上ででてきたものであり、多面的

機能が間接的に地域資源になり得ることはあるのかなと思う。我々が両方の視

点から議論しなくてはならないのかもしれないが、今回議論していただきたい



のは漁業・漁村を健全に動かしていくことによっていろいろな機能がでてくる

のではないかと。 それから、さっきの順番のことについて、 我々が計画をた

てるときに国民にとって何が一番重要かという議論を行い、生命・財産の保全

が前にきているが、特に順番があるわけではない。 

 

（高浜委員） 

・水産基本法が平成 13 年に成立して、10 年経ち、多面的機能を改めて整理し

てみるとこういうことかなというのと、十分発揮されていないことについては

大隅さんがおっしゃった通り漁村が活性化していくのとセットなんではないか

と思うので 10 年経った統計数字を見るともっと頑張らないといけないなと思

う。 

 

（事務局） 

・資料 4 に沿って説明 

 

（山尾座長） 

・今説明のあったように水産業・漁村の多面的機能の発揮のための施策を行っ
ている。また、農業においても施策を実施しているとのこと。 

そのような中、現在の漁村の状況というのはどうか。 

これまでの報告にもありましたように、高齢化、人口の減少など、現在の漁村
を取り巻く現状は非常に厳しい状況であり、多面的機能を十分に発揮している
状況とは言えないと思われる。 

 当該検討会に求められていることとして、非常に難しい課題とは思うが、こ
れらの多面的機能というものを現在の漁村で発揮してもらうためにはどのよう
なことが考えられるかという点を、皆様それぞれのお立場から、ご意見を伺い、
検討会としてまとめたい。 

 一つ、確認をしておきたいと思うが、多面的機能の効果というのは、その利
益は漁業者のみに限ったものではなく、地域住民、都市住民など、広く国民へ
の利益の享受があるものと思う。 

 まとめ方としては、数ある多面的機能において，例えば先ほど話のありまし
た、海難発生時の救助などは、海上保安庁のみならず、漁業者も相当に関与し
ているという報告があったところ、漁業者は海難が発生すれば、自身の漁を後
回しにして救助に当たっていると聞いている。これらの活動は決して漁業者の
利益のために行っているのではなく、広く国民のために行っているものであり、
漁業者に引き続きこれらの活動に関与してもらうために、ボランティアだけで
良いものなのか、もっと、国が関与して何をすべきかということや、環境保全
のためにどのようなことにてこ入れをすればその効果が発揮できるなど、それ
ぞれのお立場から、ご意見を頂ければと思う。 

 

 幅広い議論となると思うので、今回の第１回目の残りの時間と、第２回目の
検討会の議題としたい。 

 

 （小島委員） 

・多面的機能で一番衰えてる項目はなんなのかを明確にしないといけない。コ



ンセプトはわかるが、何が一番重要なのかランクをつけて国民として出来るこ

とと国として出来ることを分けないとイメージがしにくい。 

それと、所得補償的な面と、環境保全なら活動に対する活動費への助成という

二つの側面があると思うので、各項目ごとに、これは直接漁業者に補償した方

がより多面的な機能が発揮される、また、多面的な活動そのものに補助するな

どして発揮されるという、所得補償と多面的な機能の活動と分けてどっちを重

くサポートすれば、より多面的な機能を実現できるか表みたいなものを作れば

わかりやすいのではないか。最終的にそれをやったときにどれだけトータルと

して経済的なプラスは発生するのかという計算ができるようにしないとわかり

にくいなという気がする。 

 

（山尾座長） 

・今のご意見は今後議論の対象になる非常に重要な提起だと思う。後程議論す

ることにしたい。他には。 

 

（大隅委員） 

 ・資料 4 について、現在の多面的に係る施策ということでこれはあくまでも一

部なのか、4 つの多面的機能を全て受け止める施策として今あるのがこれらな

のか。例えば観光やレクレーションの分野に関してはどこにも具体的に書かれ

ていない。どういう機能に対してどういう施策があるのかというところを整理

したらなにが足りないのかがわかりやすいのではないか。 

 

（事務局） 

・次回までに作成したい。 

 

（橋本部長） 

 ・やはり今の 2 つの施策で多面的機能を十分に支えきっているとは考えていな

く、ただ漁業が健全であることにより機能が発揮できるとは思っている。その

中で特に漁業でハンディキャップがあるのはどこかと考えると地域的な面では

やはり離島が厳しいのではないかというような考え方で、バックアップをする

ために離島の漁業を再生するための交付金制度をやっている。また、なかなか

うまく進まないことでいろいろ支障もあるだろうということで、環境面では漁

業者が一緒に頑張ることにより海の環境が守られるが、磯焼け等目につくこと

からその分野をなんとか漁業者と取り組んでいくといったことで地域的、部分

的ではあるが取組を行いそれらは成果はあると思う。しかし全体的には多面的

機能が十分に発揮出来ているのかなという疑問もあり悩んでいるところ。 

 

（高浜委員） 

・例えば生命・財産の保全で海難救助等で役立っているということで、漁業活

動をやっていれば船を持っているわけで、そういうことがあれば身内他人に関



わらず助けに行くというのは、漁村があって漁業者がいてこそ。 離島再生交

付金もそうだし、さらに取組としては限定になるが環境生態系で、それは環境

保全や種苗放流だったり漁業以外の部分について取り組んでいる。種苗放流に

ついては自分たちがとるための魚を放流しているといえばそれまでだが、その

ことにより環境の改善ということもあり、その取組を支援するのと産業そのも

のが維持継続していくのとは打つ施策が違うのかなと思う。要は多面的機能の

部分を発揮するための取組なり活動に対し、どういった支援ができるのかを分

析し、分けていくのかと。 

 

（小島委員） 

 ・海難救助について、そもそもなんでボランティアなのか。例えば海保が要請

したら日当払ったりできないのか。 

 

（髙橋委員）  

 ・そもそも人命救助はお金をかけて行うものではないということ。海保がいく

ら出ても人命救助の費用は取れません。 

海保が３日船や飛行機を使って捜索し、それでも見つからなく、家族の心情か

らもっと探して欲しいとなった場合、自分でヘリコプター頼まないといけない

場合がある。山と一緒。山も警察官や消防はお金とらないが、山岳クラブとか

に頼むと、多額の費用は依頼者が負担する形になります。 

漁船の場合は水難救済会というボランティア組織が明治時代からあり、出動に

応じ出動報奨金がでる。 

ただし、陸の場合の消防団は地方の特別公務員となっており、保障がちゃんと

ついているが海の場合はそこまでいっていない。特別公務員となるための法的

な整備をするまでに国民の合意が得られていない状態です。 

基本的には仲間内の海難が多いし、また漁業者は組織化されている。海上では

救助はお互い様であり、海保に要請しても遠い場合には、商船・漁船に関わら

ず近くにいる船が救助にいくというのが現実です。 

 

（小島委員） 

・お互い助け合うということがどこにでもあることで、特別多面的機能と言え

るのかという議論になってしまうのではないか。 

 

（髙橋委員） 

・海保に予算もあり、まずは巡視船が前に出ろと思われるかもしれないが、海

保ができる前から海難というのはお互い様というところである。助けることが

漁民の仕事ではない訳だが船を持っていて助けることができるから多面的機能

と言っていいのではないか。本来の漁業者の仕事は魚を採ることなので。 

 

 



（小島委員） 

それなら海保が予算措置を設けて救助にあたった人に日当を払うような仕組み

を作っておけばいいのではないか。 

 

（髙橋委員） 

・海難の救助は国の活動なので助成は難しい。人命救助は無料が原則であるこ

とと、ボランティア組織の水難救済会には、出動報奨金を出している。 

水産庁から漁業者に対する支援をするのかは判らないが、海保から予算措置し

支援していくことは、考えていないのが現状です。 

 

（大隅委員） 

・観光の立場からだが、いろいろな地域資源がリストアップされている（資料

2 p16）中で、それを実際どう楽しめるかという点がお客さんに見せにくいのか

なと思う。海とか漁村に対して都会の人が旅行したいという高いニーズがある。

それは体験等を提供すればそれで良いということではなく、実際にお客さんが

求めているものというのは、日常の生活にない風景とか漁民と触れ合う等の非

日常的な体験であったり、そこに行かないと味わえないプログラムである。 

多様化しているニーズは都会側の旅行会社ではできない。地域のものを加工し

て地域が作るものであり、着地側の観光が重要になってくる。 

それは地域によって様々だと思うが、そういったものがうまく提供できるよう

な仕組みや受け入れ体制が弱いので、その仕組みづくりとかを構築するような

支援がまだまだ必要なのかなと思う。 

例えば被災してしまったが田野畑村では、漁師が観光船ではない自分の船で自

分の漁の場とかを見せながら海岸風景を案内することをしており、遊覧船で観

光するより付加価値の高い体験をさせているのが良い例ではないか。 

また、漁村の大きな問題は民宿の問題で、釣り民宿や海水浴客向けの民宿が昔

は結構あったと思うが、今は海水浴もあまりやらなくなったとか経営者が高齢

化したということで民宿をやめているところが多い。建物も空家のままになっ

ているところもあり、漁村の宿泊の場としてはそういった施設をうまく使いな

がら一方で高齢者がそんなに負担がなく経営出来る様な仕組みも考えないとい

けないのではないかと思う。 

 

（山尾座長） 

・大隅委員に関連しての質問だが、交流の場の形成について今行ってる２つの

施策で十分にカバーしているのか。 

 

（事務局） 

・環境・生態系の事業ではなかなか取り組めてないが、離島交付金の方での取

り組みはなされていると思う。 

 



（事務局） 

・当課の環境・生態系保全対策で対応できているのは環境保全だが、藻場干潟

の保全活動にあたり小中学生も活動に参加してもらったりしているので交流に

ついても少しはできているのだが、全面的な交流の場の形成にはまだまだ至っ

ていない。 

 

（山尾座長） 

 ・農業の方は３つの施策でカバーできているのか 

 

（事務局）  

・地域交流という部分はあまり大きくはないと思う。メインは耕作放棄地を作

らないということでそこで農業をして頂くための施策ということと思う。ただ

メニューがいくつもあるので地域交流の場をつくることもできる。 

 

（山尾座長） 

・環境保全の部分で今後どういったことが必要と思うか。 

 

（高浜委員） 

・多面的部分を発揮するという部分で今やっている施策ではまだまだ面的な広

がりが足りないのでは。環境面に限定するのではなく、もっと他の取り組みも

施策が打たれればいいのではないか。今やっていることが不十分ということで

はないが。 

例えば観光での地域の取り組みだとかその辺も支援出来たら良いのでは。 

 

（山尾座長） 

・環境保全の部分がまだまだ面的な広がりが足りないのではないかということ

だが、水産庁はどう考えているか。 

 

（事務局） 

・今は事業制度自体が地元の負担もあるので地元の合意がないとなかなか進め

られない。今のところ残念ながら藻場・干潟等の保全活動が対象だがもっと柔

軟に対応できないかといった地元の意見もある。 

 

 （山尾座長） 

・具体的にその要望をまとめているか。 

 

（事務局） 

・種々の多面的機能において施策の要望がある。 

 

 



 （小島委員） 

・国民に訴えるには具体的な事例が必要。こんな機能が失われたとかというの

がないとマスコミとしては国民に訴えにくい。 

国民として何ができるのかというと、例えば多面的な機能を支える基金をつく

り、いろんな所に募金箱をおいて、こういった機能の向上のために使用すると

いうことで募金してもらうとか、募金箱を国民の目に触れるような所において

おかないと浸透していかない。 

藻場干潟はうまくいったと思うが広がりがないので、国民のわかるようなアイ

デアをつくらないといけないのではないか。 

 

（高浜委員） 

・例えば、水難救済会が青い羽根募金活動を行っている。 

 

 （小島委員） 

・慣習化されていて、訴える力が弱いのではないか。 

 

（髙橋委員） 

・それでもかなり募金を頂いている。船を作る補助金などに役立っている 

 

（山尾座長）  

・その他にご意見ないか。 

 

（髙橋委員） 

・国境警備について、ご承知のとおり問題になっているのが北方領土・竹島・

尖閣。 

尖閣は明治時代漁民がいたが、昭和 15 年に漁獲が少なくなったりし今は無人化

している。漁業者がそこにいるだけですごい海洋権益のポテンシャルがあるが、

そういう認識があまりないと思う。漁村があることの意味は重要。広大な資源、

200 海里の起点となる。そういったことから国境監視の視点からも、離島の漁

村は重要であると思う。先ほど大隅委員の話にもあったが、現在石垣市に非常

に観光客が多い。おそらく漁業組合の方々が観光漁業を行うことで若い人が集

まり、また雇用も促進されるのでないか。 

 

（山尾座長） 

・単なる水産業であることというものではなく、漁村があることの意味を考え

ていかなくてはならない。その他、離島等は多面的機能のことを考えると生活

条件の不利性をある程度改善しないとだめだということにも繋がるのではない

か。 

 

 



（大隅委員） 

・田野畑の番屋群が未来に残したい漁業・漁村の歴史文化財百選に選ばれ、見

て貰えるようになったが被災してしまった。あの地域資源をもう一度再生させ

ようと、プロジェクトも立ち上がっており、都市住民にもサポーターになって

もらいながら一緒にやっている。そういうものを評価してあげるのは重要だと

思うし、残さないといけないけど危機的な状況にあるものをもっと表に出して

あげれば、交流の役にたつと思う。 

 

（山尾座長） 

・東日本大震災の復興過程の中で改めて漁村景観とはなにかという議論もされ

ており、多面的機能に関する国民の関心が高まっている。多面的機能を議論す

るちょうどいい機会だと思う。 

 

 （高浜委員） 

・景観だけではなく、漁村自体もかなり痛んでしまったので維持していくため

には漁業も再興しなくてはいけないし、地域そのものを再興していかなくては

いけない。 

資料２ｐ５の新規就業者のグラフだが、平成 20 年代に入って増えてきている

し、明るい兆しでもある。多面的機能を発揮するための施策をよく練っていけ

ば活性化していくのではないか。 

 

（山尾座長） 

・皆様より多くの意見を頂きました。本日は時間となりましたので、事務局は

次回の検討会までに今日の議論をまとめわかりやすくしてください。 

 

○次回検討会は 7/11(水)10:00 より開催 

 

○宇賀神課長挨拶 

なかなか難しいテーマでありますので、引き続き次回もご議論頂きたい。 

 


