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第３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８月６日（月）１５時半～１７時半 

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）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 

  

（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上げる。 

 我が国は高齢化、また人口増加もピークを過ぎ、減少に転じてきたと言われ

ていますが、漁村はそれを先取りしているような状況であり、我が国の社会経

済はこのような現状に直面している。 

これまで水産業や漁村が果たしてきた色々な機能、良好な水産物を消費者に

お届けする機能の他にも国民の生命財産保全、自然環境保全あるいは都市住民

の方との交流といった機能を、今後も引き続きどの様に果たしていけるのか

我々も悩み、今回委員会の中で色々ご議論賜って頂き感謝申し上げる。 

本日の検討会が３回目であり最後になりますが、これまででた議論を取りま

とめて頂き、水産庁の施策にも活用させて頂きたいと思う。 

これから多面的機能を議論していくための新しいスタートにもなると思う。 

本日の検討会が実りあるかつ有意義な検討となりますよう心から祈念し、ご

忌憚のないご意見を賜りますよう、お願いを申し上げ私の挨拶とさせて頂く。 

 

（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。今回は 3回目の 

最後の検討会となる。二回目の検討会の議論を踏まえ、本日議論を行ったもの

をもってとりまとめを行いたいと思う。 

取りまとめであるが、本日の議論を反映させたものにするため、まず、事務

局で取りまとめた資料を基に、委員の皆様と意見交換をさせていただき、不明

な点、調整が必要な事項について整理をしたいと思う。 

後日、これらのご意見を取りまとめ、報告書としてまとめたいと思う。 
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報告書は、議事録と同様に公開と考えているが、どうか。 

 

（一同） 

 了解 

 

報告書の構成などについて、本日の議論を踏まえて記載する必要があると思

うので、後ほどご相談させていただきたい。 

前回の議論においては、幅広いご意見を頂き、皆様も取りまとめには苦慮さ

れたことと思うが、ご意見は資料の１に取りまとめられていると思う。 

２回目の検討会において、取りまとめの方向性を示させていただいた。ご出

席の委員さんより特にご意見はなかったが、小島委員においては、前回急なご

予定でご出席出来なかった。そのことは議事録にも記載されているので、事前

に一読いただいてご理解いただいていると思うがよろしいか。 

 

（小島委員） 

 了解 

 

では最初に事務局から資料の説明をお願いする。 

 

（事務局） 

資料説明 

 

 

（山尾座長） 

議論に入る前に、今の資料の中身について補足させて頂く。 

公的な機関の支援が必要と思われる事項と、対象者について私の方から、前

回、資料の１で、公的な機関の支援が必要と思われる事項について、誰にとい

うところを私の方で整理してはという話をした。 

今の事務局からの説明だと、地域によってその取組に対する取り組み姿勢に

相違がある様子。 

積極的に公共団体が先導しているところもあれば、地域や、漁業者自ら、ボ

ランティアなどが積極的に行っているようなこともあるということであれば、

ここの公的な機関の支援が必要と思われる事項のところは、誰にという特定を

するものではなく、「活動を行う人に対する支援」と言うことになると思うので、

「公的な機関の支援が必要と思われる事項」の下にカッコ書きで、「活動を行う

者、組織に対する支援」、という文言を加えてはどうか。 
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もう一つは、地域ニーズにもとづいて多面的機能の支援を柔軟に設定できる

かどうか。資料１は、多面的機能というものがこのようにたくさんあり、その

機能について現状はこうだ、この様な支援が必要だ、ということをとりまとめ

たものである。 

今後は、例えば、一つの機能を抽出して何か検討を行う際には、地域によっ

てどのような施策が有効か、誰に支援すればよいのか、どのような支援の手法

が有効か、などという踏み込んだ検討が求められる。地域によって多面的機能

を維持していくニーズが様々である以上、支援活動の内容も実態を十分に把握

した上でないと難しいと感じたところである。 

こうした地域による違いを、資料１に反映をさせるのはかなり困難である。 

日本海域の様に国境が接している道府県と、接していない都府県では、優先順

位の相違、取組事項として地域のニーズがあるかに明らかに相違がある。この

点を踏まえた検討が必要であることを皆様に確認しておいていただきたい。 

 

さて、お手元に、前回の議事録が委員の皆様に配布されていると思う。当該

検討委員会は公表で行われているので、今回の検討会で皆様より異議がなけれ

ば議事録を公表したいと思うが、よろしいか。 

 

（一同） 

 了解 

 

ご意見がなければ、以上の資料を参考に委員の皆様での検討に移りたい。 

    

本日の会議を進める上で、議論になると思われる点が４点あるように 

思う。  

まず、前回の会議では、中項目について、もう少しわかりやすく、イメー

ジしやすいものにしてはどうか、という話しがあった。それを踏まえて、事

務局の方で資料１が作成された。まずは、この点について、これまでの議論

や内容が反映されているかどうか、確認いただく必要がある。 

 

それから２点目は、今言った中項目の整理を踏まえて、小項目も併せて検

討と議論を頂きたい。 

 

３点目は緊急性等について、第１回の会議のなかで、小島委員より、活動

の優先順位を付ける必要性、緊急を要することの重要さ、などについてご提

案があった。その際、全体の議論を進める上で、まずは多面的機能の中項目・
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小項目を整理し、その現状、活動支援の内容を明らかにした上で、考えては

どうか、という提案をした。それがほぼまとまってきたので、前回までの議

論を踏まえ、また、先ほどの地域ニーズの多様性をいかに反映させた施策に

するかという視点に立って、この点を確認しておいたほうがよいと思われる。 

 

４点目は活動を行う者、組織に対する支援を、表に書き加えるということを

提案したが、それを反映させた施策の枠組みとなっているか。支援の具体的な

手法を、主に活動に対する対価支払、あるいはそれ以外の手法がよいか、とい

う点について、最後にご意見をお伺いしておきたいと思う。 

 

では、ご議論願いたい。 

 

 

（小島委員） 

 資料１について非常に良く出来ていると思う。一つ気になるのが◎の多さ。

ほとんどが◎になっている。 

例えば、生態系を保全する機能の中で、３つの小項目があり、◎になってい

るが、私の観点から言えば藻場・干潟等の保全が一番重要だと思う。 

なので、どれも重要だとは思うが、その中でもさらにどれが重要なのかわか

った方が良いと思う。みんな◎がついているとどれが重要かわからないので、

ここで付けるのが難しければ報告書の中で書いても良いと思う。 

他の項目も同じ事が言える。今一番重要なのは何かと言うのはそれぞれ委員

の皆さんがご判断できると思うので、水産庁の方も含め、もう少し優劣を付け

た方がいいと思う。全体としてはとてもいいと思う。 

 

（山尾座長） 

これについては、後程の検討項目のところでどうするか考えたいと思う。 

まず、中項目、小項目で漏れている点、補足が必要な点があればお願いする。

１の国民の生命・財産の保全についてどうか。 

 

 

（髙橋委員） 

中項目、小項目については良いと思う。 

ただ、支援が必要と思われる事項について、最近、ITの機能が向上していて、

漁船全船につける必要はないが、監視機能のついたカメラを付けることによっ

て当時の記録もできるので小項目の監視機能の監視資機材の整備について記載
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させて頂いたが、同じように国境としての海域を監視する機能にも追記した方

がいいと思う。 

 

（高浜委員） 

海難救助機能について直接救助と間接救助機能で分けて整理されているので

わかりやすいと思う。 

 

（小島委員） 

私も良いと思う。 

 

（山尾座長） 

２の自然環境を保全する役割の中項目、小項目についてどうか。 

 

（小島委員） 

大項目と中項目で環境保全という同じ言葉を使っているので、言葉を変えら

れるなら変えた方が良いのではないか。だめだということではないが。 

 

（山尾座長） 

ネーミングはもう一度検討する。 

 

（事務局） 

再検討させて頂く。 

 

（山尾座長） 

先程、小島委員から意見のあった重要度や緊急度についてどうか。 

 

（事務局） 

先程、座長からもお話があったが、地域性という面をとらえると、藻場・干

潟・浅場・サンゴ等が必要だといった地域と内水面とか種苗放流が優先だとい

う地域の違いはあると思うのでそういうことから◎について差別化が出来なか

った。 

それぞれの地域性に基づいて何が緊急性を有するかということで地域ごとの

取りまとめが出来なくこのような形とさせて頂いた。 

 

（高浜委員） 

事務局のおっしゃられたとおりだとは思う。 
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ここはとても難しいところで、何が優先されているか順位を付けるのは悩ま

しい。座長が最初におっしゃられたとおり地域性を反映させるのは難しい。 

 

（事務局) 

◎じゃなかったら何も支援しないとかそういうことを決めている訳ではない。 

政策的に順位がないのかという小島委員のご指摘の重要な事だと思う。 

何の条件も無く並べた時に、優劣をこの場で付けるのは技術的に難しいとい 

うことであれば、別なところで検討してみる余地があるのかなと思う。 

 

（大隅委員） 

緊急性というところで整理するのは非常に難しい部分があると思う。今◎と

か△の付け方で重要点として、現況でどれくらい多面的機能に対しての施策が

あるのか充足度みたいなところも関わってきているのではないかと思う。 

充足していればそれに対してさらに支援がどの程度必要かという今後の支援

の必要性が弱くなると思う。当然地域によっての違いはあると思うが、これで

整理するのであれば、現況での施策の充足度によって、ある程度支援の施策が

あるのか、まだその施策がかなり足りないので支援の必要性が高いのか、地域

性とは別に、そういった軸で方向性を整理しておいたほうが今後使いやすいの

かと思う。 

 

（小島委員） 

先程の環境保全という言葉だが、よくみるとゴミを捨てないとかたどり着い

たゴミをどうするとか、いわゆる汚染の話が中心となっているので、海の汚染

防止という言葉が良いのではないか。 

 

（山尾座長） 

検討させて頂く。 

 

（事務局） 

中分類の生態系を保全する機能の中に、藻場・干潟等の生息環境の保全・改

善機能と、間接的な保全活動と２つ書いてあるが、分けた方が良いと思う。 

藻場・干潟等の生息環境の保全・改善機能は、明らかに海及び浅場で直接的

に保全するということだが、間接的な保全活動は森川海の例を出しているとお

り間接的である。 

 

（小島委員） 
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分けることは良いことだと思う。 

 

（高浜委員） 

分けた方がよりわかりやすくなると思う。 

 

（山尾座長） 

では、分けることとする。 

次に、３の居住や交流の場の提供についてどうか。 

 

（大隅委員） 

魚食文化の継承と普及活動、漁村文化の継承・景観の提供についてはどちら

かというと地域の文化の保全といった意味が結構あると思うので、中項目は大

きく「教育・交流・保養」と「文化の継承」の２つに分類をした。 

 

（小島委員） 

◎の下に書いてある文章は全て同じなので、欄外にまとめて書いた方が良い

のではないか。 

 

（事務局） 

注記を入れるようにする。 

 

（山尾座長） 

多面的機能になかなか載らない可能性があるのではないかという中で、注意

喚起の意味で文章を入れたと思う。 

 

（事務局） 

１回目にご議論頂いた中で、どうしても観光分野は後回しになってしまうと

いったお話もあり、ただ、交流人口は増やさないといけないという部分もある

ので、ここの部分の緊急度について皆さんにご議論頂き、事前に見て頂いて、

こういう部分があるので◎にさせて頂いた。 

 

（山尾座長） 

 まとめの時に注記を残すかも含め検討する。 

 

（小島委員） 

 了解した。 
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（大隅委員） 

観光についてはかなり私の意見を反映させて頂いているので、他の委員から

違和感があるか意見頂きたい。 

 

（髙橋委員） 

前回言わせて頂いた、１の国民の生命・財産の保全の戦略的海洋権益の確保

の支援が必要と思われる事項に、大隅委員が言われた地元の人に対する支援に

ついて記載されているので良いと思う。 

 

（高浜委員） 

 だいぶ幅広く文言が並んでいるので、網羅的にはなっていると思うが、なか

なか分けるのが難しいと思う。魚食なんかでも教育の部分に絡んでくるが、こ

ういう分け方で良いと思う。 

 

（山尾座長） 

次に、緊急性を要する事項で◎や△の扱いについてよろしいか。 

 

（髙橋委員） 

１の国民生命・財産の保全については、当初は全部◎だったが、△はなんら

かの措置が講じられている事項ということで、別に支援が必要でないという意

味ではない。 

 

（山尾座長） 

一部△についてはどう考えたら良いか。 

 

（事務局） 

 実態で公的助成がなされている所もあるというようには聞いているが、ただ、

全てが公的助成がされているわけでなく、実際、漁業者なり地域の住民が立看

板を作ったり周知事項を作ったりといった事例もあったので○と一部△で整理

させて頂いている。 

 

（髙橋委員） 

疑問を抱くことがあるので○なら○でもいいかもしれない。 

 

（小島委員） 
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 重要度を表す記号として◎と○があるわけで、◎と△だけじゃ重要度がわか

らないので、○はどこかにつけた方が良いと思う。既に講じられているかどう

かは別の問題として△を書いておけばいいので、○と△が一緒になる分には全

然かまわないが、△だけだと重要度がわからないので◎△でもいいと思うので

あった方が良いと思う。 

例えば、藻場の助成でも一部あるわけで◎の中にも一部△は出てくるはずなの

で、○か◎はあった方が良いと思う。そこに△をくっつければ良いと思う。 

 

（事務局） 

今△の所は○△になると思う。○（△）か。 

 

（大隅委員） 

 現在出来ているか出来ていないかは別として、本来、多面的機能として上挙

がっている項目の重要度と、実際どれだけ施策ができているかの充足度のこの

２つから最終的に緊急性はどうなんだという整理ができるのではないか。 

 

（高浜委員） 

重要度の高いものは既に施策が打たれていたりする。例えば藻場・干潟だっ

たり。だけれども。それは重要だという中で既にやっているから△というのは

なかなか見た目でわかりにくくなってしまうと思う。 

 

（山尾座長） 

まずは、◎と○だけで整理をしておくのはどうか。 

△については、注記かなにかで一部既に実証されているような表現を入れてお

いたらどうか。 

 

（小島委員） 

それは支援が必要と思われる事項の欄に記載したらどうか。 

一部既に実施とか。 

 

（山尾座長） 

 例えば、藻場・干潟等の環境保全機能だったら、◎になると。 

ただし、支援が必要と思われる事項の欄に注記で一部は実施中という様な書き

方か。 

 

（事務局） 
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注記の部分の書き方は、各委員さんからどれくらい行われているかどうかご

意見頂いたものを提示したいと思う。 

 

（髙橋委員） 

直接救助機能について今△だがこれも○で、注記で全国的に整備が進んでい

るという様な記載が良いと思う。 

 

（山尾座長） 

書きぶりは見やすいようにしたいと思う。 

 

 ２の自然環境を保全する役割のところについてはどうか。 

 

先程事務局からご提案のあった間接的な保全活動については◎でよろしいか。 

 

（事務局） 

植林活動等かなり色々と取り組んでいただいているので、必要という形で注

記で一部実施している地域ありと記載したら良いと思う。 

 

（山尾座長） 

内水面の生態系の保全・改善機能やその他△がついているところも○にし、

それぞれ注記書きという形にしたいと思う。 

 

（高浜委員） 

あとは注記の書き方が、それぞれ違うとは思う。 

 

（事務局） 

◎の項目の注記は必要ないということでよいか。 

 

（山尾座長） 

○で一部実施しているものについては注記を必ず書く。 

 

次に３の居住や交流の場の提供について。 

 

（大隅委員） 

以前△が多くあったので、検討して◎にしたが、比較的取り組みがある項目

もある。例えば教育と啓発の機能や魚食文化の継承についても割とそれぞれの
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地域で意識的に取り組まれていると思う。もし優先順位をつけるとすればその

２つは優先度を下げてもいいのではないかと思う。 

 

（高浜委員） 

前回も言わせ頂いたが、魚食についてはここ１０年で４分の３になっている

ということで我々にとっては危機的状況なので◎にしておいて欲しい。 

 

（山尾座長） 

魚食については◎、教育と啓発については○で注記書きとしたい。 

 

（大隅委員） 

漁村文化の継承・景観の提供のところは二つに分けているが、漁村の伝統文

化については非常に危機的な状況でなんとしても今手を打たないといけないと

思う。それに対して景観は確かに大事だが優先度でいうと文化的なものの方が

大事なのかなと思う。 

 

（小島委員） 

○だからといって注記が必要という事では無いと思うが、景観については何

かやっているのか。 

 

（大隅委員） 

漁村の中の町並みが重要伝統的建造物群保存地区などに指定されているとこ

ろがあるが、一般の所はほとんど景観保存という意識ではやってないと思う。 

 

（事務局） 

文化財として指定されているのは多いのか。ごく一部地域か。 

 

（大隅委員） 

例えば伊根の舟屋等だが、かなり少ないと思う。 

 

（事務局） 

文化財登録されると文化財保護のための何らかの助成はどこからかでるのか。 

 

（大隅委員） 

出ると思う。 
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（事務局） 

例えば藻場・干潟等の保全・改善機能について◎にしているが、環境生態系

で一部行っている所もあるので注記した方が良いのか。 

 

（山尾座長） 

やっぱり◎でもやっている、やっていない場合があるので注記は必要と思う。 

 

（髙橋委員） 

 小項目の海の環境を保全する機能について、中項目と同じことなので、もう

少し具体的に書いたらどうか。 

 

（山尾座長） 

内容としては環境生態系に優しい漁業を進めましょうといった感じか。 

これも工夫をさせて頂く。 

 

ではこれで、項目部分と緊急性を要する事項欄について議論を終了させて頂

く。 

次に公的な機関の支援が必要と思われる事項について、どういう様に支援し

ていったら良いのか、いろいろな考え方があると思うが、活動に対する支援を

行うのか、それともそれ以外の手法があるのが、ざっくばらんにご意見頂きた

い。 

 例えば離島交付金では直接支払といった形だが、環境生態系では対価支払い

といった形になっている。ある程度施策を組んでいくときにどういう風に考え

ていくのか。 

 

(大隅委員) 

繰り返しになるが、一つは受け入れる体制をどうやって地域につくるかが重

要になる。この部分はお金というよりは人とノウハウが地域にないということ

である。そういったことに意欲があり、ノウハウを持った人がいらっしゃるか

どうかが大きく関わっていると思う。その辺が市場と地域の受ける側を繋ぐと

きに重要だと思うので、お金というよりはノウハウや人材育成への支援が重要

だと思う。 

 

（山尾座長） 

 そうすると、いままでのように対価支払いではなく、もう少し柔軟な支援の

仕方が必要ということだと理解してよいか。 
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（大隅委員） 

規制緩和的な部分では、宿泊施設は、教育旅行なんかであれば普通の漁家に

一泊させて頂くというような民泊というやり方もできるが、宿泊業としてやっ

ていくとなると民宿として登録しないといけないとかそういった話になるので

結構難しくなってくる。漁村の実態にあったような、空き家だとか、継続出来

ないような民宿を持続的に活用していけるように規制緩和が必要と思う。 

 

（小島委員） 

 例えば途上国を支援する際の ODAと同じではないかと思う。 

例えばマラリアを撲滅するときにどういった方法があるかというと、マラリア

が入らないような蚊帳を無料で配るという方法と、現地で蚊帳と作っている企

業に支援をする方法と、蚊帳自体を安く提供するための価格保障という方法と

いった色々な支援の方法があるので、人を支援するのか、それとも活動に使用

する物を支援するかによって全部違う。なので、特定するのは非常に難しくて

色々な手法を活用してやらないと、教育・交流、文化の継承は組織だけに支援

すればいいということでもないので、全部活用しないといけないということで

はないか。 

 

（山尾座長） 

その辺を策として組むことは難しいと思うが、多面的機能ではうまく組合せ

ができるか。 

 

（小島委員） 

やはりメインになるのは漁業生産者だと思う。だが漁業生産者に補助したと

きに、さらに一般の人が参加した場合に一人あたり一日いくら補助するといっ

たことがでてくると思うので、前もって組織とか人とか決めておくのは難しい

のではないかと思う。その点、物がたくさんあった方が良い場合もあると思う。

例えば清掃活動だったらスコップが足りなければ買って与えた方が良いのでは

ないか。 

 

（事務局） 

環境生態系みたいに後から参加しても、活動した人に対して対価が支払われ

る仕組みがとられていればうまく回ると思う。 

 

（大隅委員） 
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例えば漁村地域なんかはだいぶ条件不利地域で空き家が増えてきたりしてい

るが、活用費用もないといった時のハードに対する支援も考えるのか。 

 

（事務局） 

活動に対するということでみんなで一緒にそこを再生しようとする活動が取

り組まれればそれに対する対価はあればあってしかるべきだと思う。 

 

（山尾座長） 

髙橋委員が先程ご提案されたような救助機材なんかはどうか。 

 

（髙橋委員） 

現在でも水難救済会でそういったものに支援を行っている。 

全てに配布出来たらいいのだが予算の関係もある。 

 

（高浜委員） 

でも使いやすいようになって欲しいというのは現場の意見としてはあるが、

公的な支援を入れる以上は何らかの縛りは必要だと思う。 

やはり漁業者が中心となって行っていくのだと思うが、その時に漁協にある

程度立ち位置がないとなかなかうまくいかないと思うので、漁協がちゃんとや

れる様になるべく使いやすくして欲しい。 

 

（小島委員） 

支援の内容を確認すると、活動に対する対価と、活動に伴って必要なのが機

材なので、活動と機材を支援すれば全てカバーできると思う。 

 

（山尾座長） 

支援の仕方は以上でまとめたいと思う。 

 

今までの議論を踏まえまして次に報告書について、委員の皆様方のみに報告

書の構成案を配布させていただいた。当該検討会において、3 回の検討を行い、

その 3 回の検討結果をまとめたいと思う。当該委員会の目的、検討してきた内

容、水産業・漁村がおかれている現状、多面的機能にかかわる施策のあり方、

というような構成ではどうかと言うことで配布させていただいた。 

 

目次の１から３については、これまでの検討を踏まえながら案文を記載して

いる。必要に応じ、本日の議論の内容についても記載しては良いのではないか。 
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目次の ４ については、本日までの検討会にて検討された資料の１、資料

の２についての記述を行いたいと思う。資料の１についてはかなり改善された

ので最終版をもう一度作成し、最終版に基づいてここを文章に起こしていくと

いう作業をこちらで行うので皆さんには確認をして頂く。   

目次の ５ のまとめ については、これまでの議論を踏まえ検討された事

項、課題となっている事項、今後検討すべき事項などを記載し、当該検討会に

おいて出された結論とともに、私の方でまとめを記載したいと思う。 

 

まとめの要旨としては、水産業・漁村の多面的機能は、従来、本来の漁業を

営んでいることで、発揮されてきた。しかし、近年は、高齢化や人口減少など

によってその多面的機能が発揮されていない状況にある。そこで、多面的機能

の発揮のため、どのようなことに対して支援が必要であるか検討を行った。 

多面的機能は多くの機能があり、それらの機能の発揮させるため手法はそれ

ぞれの地域の実情によって異なっていること。多面的機能はそもそも地域によ

って相違があり、北海道から沖縄まで一律に決められたことを行えば良いとい

うものではない。 

また、それらを支援する手法は目的を示し、地域の創意工夫を促すことで、

その対価に支援をする手法（直接支払い方式）一方、活動を行う事で、その活

動費へ支援するという手法（活動費補助）など、支援の仕方は様々である。ま

た、必要なら一部機材への支援も考えてもよい、というご意見も踏まえたい。 

 

我々検討メンバーにおいては、今言ったような課題がまだまだ存在するもの

の、そういった課題を認識しつつ、今後の多面的機能を発揮するために公的支

援が必要と思われる施策を示すことで、地域がその施策を選択し、実施するこ

とが多面的機能を発揮、水産業の振興、漁村の活性化の一助となればと考えて

いる。 

また、今後も当該検討を引き続き行う事は必要であるとともに、多面的機能

の発揮のためには、地域が抱える実情を良く整理するとともに、水産庁のみな

らず、関係他省庁とも連携の上、取組を進めるべきである。 

 

というようなイメージである。 

緊急度については充実した意見も出ましたので資料４の中に反映する。まと

め方についてはこのような流れで考えているがよろしいか。 

 

（小島委員） 

流れはそれで良いと思う。ひとつ入れて欲しいのはこういう支援をしたらこ
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う良くなるといった良い例を書いた方が、より明るいビジョンが描ける。 

 

（山尾座長） 

検討させて頂く。 

 

（小島委員） 

報告書に活動事例もはいるのか。 

 

（事務局） 

入れるべきであればご指示頂きたい。 

 

（山尾座長） 

都市との交流や観光について色々な項目が増えたので、事例を増やした方が

良いと思う。それでは参考資料の中に事例集を入れる。 

 

（大隅委員） 

良い事例を入れるようにしたい。 

また、施策としては何年ぐらいを目処に行われるのか。 

 

（山尾座長） 

施策として取りまとめるなら５年か。 

 

（事務局） 

水産基本計画を今年閣議決定し、その中では概ね５年という形で記載されて

いる。 

 

（山尾座長） 

５年という施策の中で実現できるかどうかも詳しく検討が必要だという文言

を記載させて頂く。 

 

（髙浜委員） 

まとめ方の方向性は良いと思う。 

特に、やはり漁業があって漁村があっての多面的機能の発揮だと思うので強

調して頂ければ思う。 

まだまだ世の中的にこのような機能・施策があることを知られていないと思

うのでこれを機にもっと知って頂けるような手が必要なのでないかと思う。 
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（山尾座長） 

これらの記述がなされた後、ファイルを皆様に送付し内容を確認していただ

きたいと思う。 

皆様の確認後、報告書として水産庁に提示したいので、ご了承いただきます

様よろしくお願いする。 

これで３回目の検討を終わらせて頂きたいと思う。 

取りまとめたものは皆様に一度目を通していただきたいと思うが、取りまと

めの構成、方向性についてはお手元の構成案に従ってまとめたいと思いますの

で私に一任いただいてよろしいでしょうか。 

 

（一同） 

 了 

 

（山尾座長） 

何か述べ忘れたこと、何か伝えておくべき事があればお願いする。 

 

それぞれのお立場より、多くの意見をいただき感謝申し上げる。３回という

少ない会合で何らかの取りまとめをというかなり厳しい注文でしたが、皆様の

ご協力を持って取りまとめの目処が立った。私にとっても非常に勉強になる委

員会だった。とても参考になり、これからまた活かしていきたいと思う。感謝

申し上げる。 

それでは事務局にお返しする。 

 

（事務局） 

委員の皆様にはご多忙のなか当該検討会の委員を引き受けていただき、多く 

の知見をいただきましたこと心より感謝申し上げる。つたない事務局運営で皆

様には大変ご迷惑をおかけしましたこと、大変申し訳ありませんでした。検討

会は本日で最後ですが、本日の議事録、ご意見等につきましては資料１に取り

まとめて皆様に送付させていただきますのでご確認をお願いします。 

 

（山尾座長） 

今後の作業日程はどうか。 

 

（事務局） 

こちらは資料１についてコメントを早々にとりまとめたいと思う。 
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併せて本日の議事録も、報告書に添付するといったお話があったので早々に

作成する。その後の日程については座長と相談の上皆様にご連絡したいと思う。 

最後に、計画課の宇賀神課長よりご挨拶申し上げます。 

 

（宇賀神課長） 

本日はお忙しい中、委員の皆様におかれましては、忌憚のないご意見を賜り

感謝申し上げる。 

 当該検討会においては、水産業・漁村の現状を認識の上、多面的機能の発揮

のための手段や課題をご検討いただいた。 

 これまでの検討の中で多面的機能を発揮するためには多くの課題があるもの

の、各分野を代表する皆様方が議論し、取りまとめていただきます報告書が、

今後の水産業・漁村の多面的機能の発揮のために我々がとるべき方向性を導い

ていただいたものと確信しているところである。 

 非常に短期間でのご検討でしたが、皆様方には多大なるご協力を賜り、また

多くの知見を頂き、当該検討会が無事終了しますこと厚く御礼申し上げる。 

 これで予定していました検討会は終わらせていただくが、取りまとめまで今

しばらくおつきあいいただくとともに、多面的機能発揮のため、今後とも皆様

のお力をお貸しいただければと思う。 

委員の皆様におかれましては、お忙しい中多くの議論を頂き感謝申し上げる。 

 

 


