
第２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７月１１日（水）１０時～１２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、髙橋迪委員、高浜彰委員、 

（水産庁）宇賀神課長、高吉課長、石井総括、山﨑補佐、本城谷 

 

 

（事務局） 

資料確認 

  

（宇賀神課長挨拶） 

  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。 

本日は 2 回目の技術検討会ということで、前回のご議論を踏まえ、ご検討頂

く資料をお手元に用意した。 

水産業・漁村のもつ多面的機能を十分に発揮することが、水産業の再生、ひ

いては国民への理解につながるものと確信し、多面的機能の発揮のため、それ

ぞれのお立場よりのないご議論をお願いし、次回の検討会に向け、今回の検討

会が実りある会合となるよう祈念して挨拶とする。 

 

（山尾座長） 

みなさまお忙しいところ、ご出席いただき感謝申し上げる。 

2回目の検討会となります。検討会は本日と、もう 1回とのことですので、本 

日の議論は大いに議論をして、次回の会合までにとりまとめをしたいと思いま

す。引き続きよろしくお願いする。 

検討会の今後の進め方としまして、本日は事務局が作成した資料の説明をも 

らい、その後、その資料をたたき台として委員の皆さん方との議論を行いたい。 

出た議論は事務局の方で取りまとめて、次回の検討会の開催前に皆様に届く

ように。皆様の意見を頂き、次回の検討会では、不明な点、調整が必要な事項

について議論し、検討会の報告書として取りまとめたい。 

幅広い事項ですので、私の方から、とりまとめの方向性を示したいと思う。 

前回の検討会において、皆さんと共通の認識を得たのは、水産業・漁村社会 

の衰退にともなって、多面的機能の劣化が進んでいること。 

多面的機能を政策化していく場合には、本来的機能をまず強化してからとい

うお考えもありますが、現在の日本の水産業・漁村の衰退の速度や程度は、本



来的機能の強化を待っていられない事態になっているということ。 

漁業を継続的に実施するための施策がとられ、漁業を行ってさえいれば、副

次的な機能が発揮されるということになってしまう。 

それでは、多面的機能の効率的、効果的な発揮が見込めないばかりか、多面

的機能の喪失が地域社会の衰退をもたらし、地域資源の劣化を進めてしまうと

いうことになりかねない。 

水産業・漁村に関する施策は、本来的機能と多面的機能の両側面からより充

実させたものにしなければなりません。環境や生態系の影響を受けやすい水産

業は、漁村社会の活性化によって、その振興が図れる場合もある。 

 

では、取り得る施策とは何か。これまでは、離島漁業再生支援交付金と、環

境生態系保全対策という事業が行われてきた。 

離島漁業再生交付金では、多面的機能に関する諸活動があり、これは大きな

成果をあげている。国民の生命・財産の保全に関しては多大な貢献をしていま

す。しかし、離島という地域限定があるため、施策としての地域的な広がりに

かけてしまっている。 

環境生態系保全では、藻場・干潟の保全・修復を通じて、生態系を保全する

機能を強化している一方で、環境を保全する水産業・漁村社会の役割は多彩で

あることから、すべてをカバーしきれていないという状況にある。 

この２つの施策を、今後どのように広がりを持たせながら継続させるのかと

いう点も検討が必要。多面的機能を地域資源の一つととらえると、水産業・漁

村社会の活性化に取り組む活動は全国に広がりつつあるものの、この２つでは

それに応える施策として不十分だというのが認識ではないか。 

 

そこで、当検討会に求められている事項としては、現在の施策である、条件

不利地域の振興、国民の生命・財産の保全の機能を果たす離島漁業再生支援交

付金の制度はそのまま活かしつつ、離島に限らず、我が国のすべての漁村、地

域が多面的機能の発揮のために取り組む事が出来る施策の体系化が必要ではな

いか、そのためにはどのような枠組みを準備するか、というのがという大きな

課題と理解している。 

皆様のご認識と同じものでよろしいか。この方向性で検討を行って行きたい

と思いますが、何かご意見はありますか。 

 

（一同）特になし 

 

（山尾座長） 



当該検討会に求められていることは、個別事項毎や、これを行うことでの経

済的な評価を出すことではない。 

前回の参考１において配布のありました日本学術会議の答申書、それに添付

しています三菱総合研究所による試算表があった。学術会議の答申書の中には

多面的な機能には定性的評価は可能であるが、定量的な評価にはなじまないと

いう様な記述もあり、評価が仕切れていないという記述や、適切な評価の実施

には課題がある等の記述がある。 

以上より、これを行うとこれだけ効果がみられますという評価ではなく、こ

の検討会では、多面的な機能の発揮に資するものとして、何かを行うことでそ

の機能が発揮する、発揮に資するかという項目を挙げることとする。 

次に、その項目は誰が行うべきか、それは国であるのか、都道府県であるの

か、市町村であるのか、漁業者、あるいは、広く地域住民自らが行う必要があ

るのかというものを、項目毎にまとめたいと思う。 

ですので、事務局は大変だと思いますが、委員の皆さんから出た項目を整理

をお願いする。 

では最初に事務局から資料の説明を頂きます。 

 

（事務局） 

資料説明 

 

（山尾委員） 

前回の議事録について意義がなければ公表したいと思うがよろしいか。 

 

（一同） 

異議なし。 

 

（山尾委員） 

それではご意見がなければ以上の資料を参考に委員の皆様同士での検討に移

りたいと思う。まずは１.国民の生命・財産の保全についてなにか意見あるか。 

 

(髙橋委員) 

前回の議論にもなったが(海難救助機能について、持参した水難救済会の資料

を説明)漁業者が果たしている役割を認識して頂けたらと思う。 

中項目に戦略的海洋権益について記載した。日本の海域は世界で６番目に大

きい 200 海里水域である。この水域の海洋権益の確保（水産資源、海底資源の

確保）は非常に大きなことである。そこで漁業者が漁業活動していることを世



界に対して主張する際に重要なことである。学術会議の際にでた項目には上が

っていないがその時にはまだそこまで議論されていなかったのではないか。 

海洋権益は国民全体の財産であり、実際働いているのは漁業者であるので、

もっと主張してもいいのではないか。 

 

(山尾座長) 

海難救助機能はやはりボランタリーなのか。 

 

(髙橋委員) 

そうである。条約があるため人命救助は無料で行うこととされている。 

 

(高浜委員） 

やはり海難事故は漁業の場合が多い。しかし海難事故が起きた場合は漁業者

であろうが無かろうが救助を行っており、救助活動の大半は漁業者によって行

われている。 

また最近は尖閣諸島を始めとして圏域を侵されてくると漁業そのものも厳し

くなり、さらに衰退に繋がるということであり、そうなると外部からの支援が

必要になる。 

水産資源、海底資源の確保のためにも漁業者がそこで働いているのは非常に

大きな意味がある。 

 

（高浜委員） 

財産の保全・秩序維持について、漁業者が船をだして海上にいることにより、

公益財産(水産資源)の監視機能があると思う。資源は採るのは簡単だが戻すの

は大変である。 

 

（山尾委員） 

防災・減災機能について、漁協が持っているいろいろな情報やネットワーク

が、避難指示や情報収集系統、避難場所の確保にも繋がっていくのではないか。  

 

（山尾委員） 

事務局への質問だが、離島漁業再生交付金において、国民の生命・財産の保

全のために行われている活動はあるのか。 

 

（事務局） 

資料の参考２の漁場の生産力の向上に関する取組というのが、財産の保全・



秩序維持にあたる。 

広い意味でいうと、漁村に居住してもらい、いろいろな活動をすることによ

り沿岸域社会の防災・減災機能を果たしている。また、離島で生活する事によ

り国境監視機能も果たしている。 

交付金を直接そこに投入していない分野にしても、間接的に発揮されている

と思う。 

 

(山尾座長) 

次に、２自然環境を保全する役割について。 

 

(大隅委員） 

生態系を保全する機能(藻場、干潟、浅場、珊瑚等の生息環境の保全・改善の

ための活動)としては、実際に保全活動をするということだけではなくビーチコ

ーミングや海岸の漂着物観察等の体験にも繋げていくことができ実際に行われ

ている。 

また、生態系を保全する機能（資源の増養殖活動）についても漁師が一番海

の変化に敏感であり、日常的に漁業をすることにより海洋環境とか生態系の変

化に対する情報を得られていると思うので記載した。 

 

（事務局） 

海域の環境モニタリングのような、何か異変があったときにそれを察知する

役割は大きいと思う。 

 

（山尾座長） 

海域の環境モニタリングの支援活動は行われているのか。 

 

（事務局） 

漁業を行う際の、情報として民間会社や水産総合研究センターに、漁業者か

らの漁業情報を集約し取りまとめたものを提供しているシステムはあると思う

が、定期的なモニタリングについてはあまり支援がないような状況である。 

 

（高浜委員） 

海洋環境を保全する機能の中に生分解性プラスチックの導入や鉛おもりの転

換を記載したことについてであるが、ゴーストフィッシングが問題となってい

ることや、環境向上の意識が高まっているなかで、そうした漁業者の取り組み

が実際に行われるケースも出てきている。 



 

（山尾座長） 

環境保全型漁業のような奨励ということだと思うが、農業の方も環境保全型

のようなものの支援があったと思うが。 

 

（事務局） 

減農薬の取り組みに対する支援はされている様であるが、漁業の場合は漁具

を使って行うので、生分解性の網等は値段が高いことや使用期間が短くなって

しまうような問題もあるので、なかなか導入に至っていないのではないか。 

 また個人の資産になってしまうので全てを助成というのは難しいとことであ

る。 

導入のために行う何らかの取り組みに対しての支援については考えられると

思う。 

 

（髙橋委員） 

環境を保全する機能（海洋汚染への対応体制整備）の災害防止活動について、 

いま注目されているのは大型タンカーの事故で海洋が汚染されること。海の上

で防除活動や処理活動を行うには、船を持っていることと船を動かせる人が必

要なので圧倒的に漁業者が多く携わっているのが現実である。 

海上保安庁としても漁業者に対する組織化や、タンカー等海運会社に対して

の自助努力をシステム化することも努めておるが、実際起きた場合は被害はど

んどん広がってしまう。それの処理には漁業の多面的機能を使って処理を行っ

ているので漁業者の機能はとても大きいと思う。 

 

（事務局） 

負担について、原因者が特定出来る場合には原因者が防除の費用を全て負担

することになっているが、原因者が特定出来ない場合は海と渚環境美化・油濁

機構が救済金や防除費用を支弁しているのが現状。 

ただ、漁業被害がでたり漁業ができない期間について、補償が全てなされるわ

けではない。 

やはり初動体制が重要であり、放置すれば広がってしまう。初動により処理

できれば生態系を守れるのでそういう支援についても検討頂きたい。 

 

（高浜委員） 

 漁協が吸着マット等を万が一の為に備蓄している。 

やはり初動が大事であり、そういう材料がないと活動できないので、そういっ



た意味では多面的（公益性）な機能があるといえるのでは。 

 

（山尾座長） 

漂流・漂着物・堆積物処理は原因者が特定できるものは良いが、大量の海底

がれき等で漁場が荒され漁業の悩みになっていると聞いている。 

それを処理しているのは漁業者のボランティアであり大きな役割を果たして

いる。 

 

（高浜委員） 

漁村からも漁業系の廃棄物がでていてそれも課題であるが、それは自分たち

で行うことである。 

対馬の現場等を見に行ったが、海流の関係で西のほうからおびただしい流木

等があり漁業者が回収等行っている。海外から流れてくるゴミで集積場みたい

になっている。 

東日本大震災のがれきについては水産庁から支援頂いているが、海底ゴミに

ついては漁業者が行うのはなかなか難しいと思う。 

 

（山尾座長） 

ゴミの場合、市町村との連携が有るところと無いところがはっきりしている。 

なにか適正に処理されるような支援活動が必要と思う。 

 

（高浜委員） 

ゴミを回収し持って帰ってきたときに処理される仕組みがあれば良いと思う。 

 

（山尾座長） 

資料 1-2について、魚付き林の造成が非常に大きな役割を果たしている。 

漁業者や漁村の方は流域に関心を持っておられ、植林活動等を行っているとい

う事例がある。離島ではカバーされているが、今後全国的にもっとカバーされ

てもいい活動かなと思う。 

 

(高浜委員） 

海への植林活動に取り組まれている漁業者グループは相当いる。 

場所によっては市民グループと一緒に行っていたり、“森は海の恋人”も随分

前から言われている。木を植える漁業者は増えてきている。 

 

（山尾座長） 



 支援は十分であるのか。 

 

(高浜委員） 

市町村によっても違うし、すべての費用も含めてボランティアでやっている

かは把握してないが、長くやっているところはそれなりの負担がかかっている

と思う。しっかりした措置が検討できたらいいと思う。 

 

（山尾座長） 

魚付き林や植林だとか漁村がいろんなことをやっておられることに対し市民

等と連携したり観光を取り入れたりしている事例があるか。 

 

（大隅委員） 

白神山地では、山が荒れ流域が荒れると漁業に支障がでることから、漁師と

流域に住んでいる方が連携して保全活動を行っているのが良い例だと思う。 

 

（山尾座長） 

生態系を保全する機能(資源の増養殖活動や内水面の生態系の維持・保全・改

善)についてなにか意見ないか。 

 

（高浜委員） 

種苗放流について、多面的機能としてどうとらえるかはいろんな側面がある

と思うが、実際お金を自分たちで出し合っていたり、藻場干潟を保全しながら

行っていたり、そういう場づくりと合わせて種苗を放流している。国がやる大

きな事業もある一方で地先でも行っている。そこについては、費用面や手間が

かかるが、地先の資源を豊かにしていかないといけない。単に種苗放流をする

だけではなく、環境生態系保全対策で行われている藻場干潟の保全の取り組み

をあわせて行うことがも重要だと思う。 

 

（大隅委員） 

日本の固有種について、漁業者がいることによって守られているということは

あるのか。 

 

（高浜委員) 

内水面についてはブルーギル、ブラックバス等がいるのであると言える。 

 

（大隅委員） 



養殖で外来種を持ち込むということはあるか。 

 

（高浜委員) 

どこまでの海域ととらえるかにもよるが日本周辺では無いと思う。 

 

（山尾座長） 

次に、居住や交流の場の提供について 

まずは大隅委員のほうから。 

 

（大隅委員） 

一つ目の教育と啓発の機能については確かにあると思う。教育の一貫になる

と思うが２自然環境の保全する役割とも関係があり、藻場干潟等の環境保全に

ついては体験をさせたりしながら保全をしていくといったものも増えているの

で環境保全参加機会の提供について記載した。 

二つ目については表現が限定されていたので海洋の自然や漁業・海の暮らし

にふれあう体験機会の提供ということで広がりを持たせた。従来のレクリエー

ションとしての海洋というだけじゃなく、海の暮らしのもつ魅力が交流の大き

な要素になるのではないか。日本の海洋国ならではの漁村の持っている生活文

化であるとかが、そういったものがベースとなって、生活とか風土の保全に繋

がるような交流活動になり得るのではないか。 

三つ目の文化の継承・景観の提供についても確かにあると思うが、他に比べ

ると中項目が大ざっぱな気がするのでもう少し詳しくした方が良いと思うが、

整理仕切れていない。また、グローバルな視点かもしれないが、日本の海洋文

化、生活文化と関わって国際理解にも繋がるような事ではないかと思う。 

 

(山尾座長) 

中項目についてもっと細かく分けた方がいいということだが今後の課題にな

ると思う。これについて他の委員から何か意見あるか。 

 

(高浜委員) 

文化の継承・景観の提供について分けた方が良いと思う。 

特に、魚食文化の維持と普及活動で、漁村の女性部を中心に一生懸命やって頂

いている。このことが国民の健康の増進や、日本で獲れているものを日本で食

べるという当たり前なことをしっかりやっていくのは大事ではないか。 

中項目の中に魚食文化や国民の健康に関する記載があった方がわかりやすいの

では。 



 

(山尾座長) 

ここからは考えられる支援を議論しながら、中項目の分け方、現況について

考えて行きたい。 

 

(大隅委員) 

海洋の自然や漁業・海の暮らしにふれあう体験機会の提供について、都会の

方が漁村に来て頂くというきっかけが市場とうまく出来ていないのが大きく、

その仕組みは一漁村や漁協だけではなかなかうまくいかない。漁村の受け入れ

体制をしっかり作る必要があり、窓口となって漁村と都会を繋ぐコーディネー

ト機能が必要となる。また、漁村は販路開拓のノウハウも弱いので、そういっ

た組織作りの支援が必要と思う。漁村の宿泊・滞在環境の整備についても非常

に弱く、団体客や子供たちを受け入れられる施設があれば良いと思う。民宿も

後継者がいなく辞められて空き家が増えていく中で、漁村が地域コミュニティ 

として食事を提供したり、リネンサプライなどのサービスを提供する仕組みを

構築できるような支援が必要と思う。 

文化の継承・景観の提供について、それぞれの地域で持っているお祭や風習

等が維持できないところが増えており、地域の伝統文化が失われかねない状況

である。担い手を育成するような支援が必要と思う。また、資料参考１の資源

項目に基づき、漁業・自然景観・海洋レク等について必要と思われる項目を記

載している。例えば漁業に関して言えば、漁師さんが一番海の生態系をわかっ

ていて、魚の生態に応じ漁法が変わる等、外から来られた人には大変おもしろ

いことだと思う。もっと海に関することとか漁業の魅力を伝えられるようなや

り方が必要になると思う。 

 

(山尾座長) 

 いまのことについて、離島漁業再生支援交付金では取り組まれているものも

あるのか。 

 

(事務局) 

海レクとの連携や、地域のコミュニティ活動について離島の漁業で取り組ん

でいるものについて支援を行っていたり、魚食についても獲ったものを簡易加

工する様になことにも支援を行っている。 

 

(山尾座長) 

 ということは、多面的機能の広がりを地域的に持たせるためには、今説明さ



れた様な離島のアイデアを入れていけば活動支援の対象になるのではないか。 

 

(事務局) 

ただ離島の取り組み内容は地域として何が必要かを自分たちで選択している

ので、その取り組みが多の地域に合致するとは限らない。 

 

(高浜委員) 

うまくいっている漁村はすごくうまくいっている。そういう所はちゃんとし

たリーダーがいて、特にその漁村が景観が優れているとか特別な魚が取れてい

るということではなく、人がいてノウハウがあればうまくいくということ。そ

ういったノウハウや仕組みを作る際に支援があればいいと思う。指導する人を

地元で作っていかなければ後に繋がっていかない。この項目以外にも言えるこ

とだと思う。 

 

(大隅委員) 

記載していないが、ふるさと交流漁村という言い方をしている。多くの漁村

が高齢化し後継者もいなくなっていて、それをどうやって支えるかというと交

流で外から来てもらわないといけないが、それが一時的な人ばかりだと地域の

支えになりきれないと思う。農村地域だとワーキングホリディのような長期で

農作業の支援をしたりするような取り組みがあるが、漁村はそういった取り組

みはまだまだであるので、空き家を貸したりしながら人手不足のところを支え

合えるような誘導策があれば、定住のきっかけにもなると思う。 

 

(山尾座長) 

次に２自然環境を保全する役割についてはなにかあるか。 

 

(高浜委員) 

モニタリングに係る費用等記載しているが、こういった事を続けていくため

には人作りは欠かせないので、人作りについても支援の対象になれば良いと思

う。 

 

(山尾座長) 

資料 2 の活動を行う上で必要な事項に記載がある項目について、これらを行

える人を育成するための支援ということだと思う。 

 

(髙橋委員) 



資料１について、観光客を受け入れることによる活性化について文言が入っ

ていないと思う。 

１国民の生命・財産の保全の戦略的海洋権益の確保の支援に記載した支援内

容についても大隅委員が言われた地元の人に対する支援や、コーディネート機

能が必要となると思う。 

 

(山尾座長) 

次に、緊急性を要する事項及び中期・長期的に対応する事項について分けて

いるが、こういった分け方でよろしいか。 

 

(大隅委員) 

 観光については、重要視されつつも、後回しにされがちである。 

これらの漁村の機能を維持するためには観光抜きでは進まない部分が多いと思

うし、特に漁村の中でもそういった機能が自力で維持出来ないところを率先し

優先して行うべき。緊急性を要する事項について多くあると思う。 

 

(山尾座長) 

市町、自治体に実際に行くと、議論されているのは観光に関することが多い。 

 

(事務局) 

いろんな考え方があると思う。全体の検討が多面的機能に対する支援という

ことで考えると、観光であれば観光を行うことにより漁業と同じように収入が

ある。一方、漁業を行うこと自体に伴う監視機能や海難救助等には直接的な支

援措置はないのでそういう所の支援を考えていくべきと思う。観光も収入があ

って独立しやっていけるという所であればいいが、観光をやりながら多面的機

能が発揮されていてそこに対する支援が無いということであれば考えないとい

けないと思うので、特に支援してやっていくべき所を考えるのも必要というで

ある。 

 

(高浜委員) 

そういう観点であれば、文化の継承・景観の提供について少し感じが違うの

かなと思う。 

魚食文化の維持発展のところは、白書にも書かれているとおり、水産物の消

費量は見るも無残な状態あり、過疎地については◎ということだが、結構高齢

化が進んでいて、今のうちにお年寄の話を聞いて記録しておいたほうがいいと

か、お祭り自体の維持が難しくなってきているといったケースがあると思う。



場所によっても違うが時間的に余裕がないところもあるのではないか。そうい

うことからも中項目を分け充実させると、緊急性についてのコントラストがで

てくると思う。 

 

(事務局) 

小島委員から指摘があり多面的機能が発揮できていなく危機的状況になって

いるものを優先順位を付けさせて頂いた。 

海難救助については体制が出来ている等の話もあったので次回までに再精査

させて頂きたい。 

 

(高浜委員） 

小島委員より前回話のあった国民への理解促進について、水産業・漁村の多

面的機能というのはわかりにくいので、広報活動の際は“里海”などのわかり

やすいキャッチフレーズを付けて PRしていくのが良いと思う。次回また話した

い。 

 

(山尾座長) 

今日は議論できなかったが、次回の議論としては、誰が多面的機能を主に担

っていくか検討していきたいと思う。 

 

(事務局) 

 今回の意見を反映させたものを委員に送付し、担い手についてもあわせて次

回までに意見を集約したい。 

 

(事務局) 

次回検討会についてまた日程調整させて頂く。 

 


