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水産政策審議会第42回 漁港漁場整備分科会 

 

１．開会及び閉会日時 

  開会 令和2年2月5日（水） 午後１時30分 

  閉会 令和2年2月5日（水） 午後３時00分 

 

２．出席委員 

（委   員） 工藤 貴史   國分 豊子   坂本 雅信 

        定池 祐季   谷  綾一   橋本 博之   堀内 精二 

 

３．その他出席者 

（水 産 庁） 吉塚漁港漁場整備部長 山本計画課長 中奥防災漁村課長  他 

 

４．議  事 

   別紙のとおり 
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水産政策審議会第４２回漁港漁場整備分科会会議次第 

 

            日時：令和２年２月５日（水）午後１時３０分～ 

           場所：三田共用会議所 ２F 第２特別会議室 

                 （東京都港区三田２丁目１番８号） 

 

 

１ 開  会 

 

２ 水産庁漁港漁場整備部長挨拶 

 

３ 議  事 

 

（協議事項） 

 

① 分科会長の選任について 

 

② 分科会長代理の指名について 

 

（報告事項） 

漁港漁場整備長期計画の進捗状況について 

 

（その他） 

 

４ 閉  会 

 



 －3－ 

午後１時２８分開会 

○山本計画課長 では、定刻になりましたので、ただいまより第42回漁港漁場整備分科

会を開催いたします。 

 私は、水産庁計画課長の山本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、本日の委員の出席状況について報告します。 

 水産政策審議会令第８条第３項で準用する同条第１項の規定により、本分科会の定足数

は過半数とされております。本日は、現時点で委員定数７名中６名の参加を頂いていると

ころでございます。定足数を満たしておりますので、本日の漁港漁場整備分科会は成立し

ております。定池委員は、後ほど遅れて御参加ということですので、御了承ください。 

 本分科会において、カメラ撮りは冒頭のみ行われます。また、議事及び各委員の御発言

内容は、後日ホームページで公表することとしておりますので、御了承ください。 

 本日は、令和元年８月の委員改選後、初めての分科会でございますので、委員の皆様の

互選により分科会長が選任されますまでの間、私、山本が進行役を務めさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に水産庁漁港漁場整備部長の吉塚から挨拶を申し上げます。

吉塚部長、お願いします。 

○吉塚漁港漁場整備部長 水産庁漁港漁場整備部長の吉塚でございます。 

 本日は、委員の皆様方におかれましては、大変御多忙の中、御出席いただきましてあり

がとうございます。 

 昨年８月の水産政策審議会委員改選以降、初めての分科会開催となりますが、本分科会

の役割は、漁港の指定や長期計画の改定、漁港漁場整備法に基づく処分に対する行政不服

審査請求に関する審議等を行うものであります。 

 本日は、当分科会における分科会長の指名や分科会長代理の指名を協議いただきますと

ともに、水産庁より平成29年度から令和３年度までを実施期間として推進している漁港

漁場整備長期計画の進捗状況について報告いたします。また、長期計画の重点課題に関連

する取組の事例も併せて紹介させていただく予定です。 

 一方で、水産庁におきましては、平成30年に成立した改正漁業法を踏まえ、資源管理

の強化を図るとともに輸出の一層の拡大に対応するため、戦略的な養殖魚の振興、若者に

魅力のある漁船漁業の構造改革などを推進しているところです。 

 水産基盤整備におきましても、水産政策の改革を着実に推進するため、水産資源の適切
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な管理と水産業の成長産業化を両立させる取組を支援していくこととしております。 

 委員の皆様におかれましては、このような水産業を取り巻く諸情勢の変化等も踏まえ、

現長期計画の目標達成を目指す視点や、今後の漁港漁場の整備の方向性を検討するための

着眼点などについて、忌憚のない御意見を頂ければと思います。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○山本計画課長 それでは、本日御出席の委員の皆様を私から五十音順に御紹介します。

委員の皆様におかれましては、どうぞ御着席のままでお願いいたします。 

 まず初めに、東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化学科准教授の工藤委員でございます。 

 全国漁協女性部連絡協議会会長の國分委員でございます。 

○國分委員 よろしくお願いいたします。 

○山本計画課長 続きまして、千葉県漁業協同組合連合会代表理事会長の坂本委員でござ

います。 

○坂本委員 よろしくお願いします。 

○山本計画課長 日本遠洋旋網漁業協同組合監事の谷委員でございます。 

○谷委員 谷です。よろしくお願いいたします。 

○山本計画課長 慶應義塾大学大学院法務研究科教授の橋本委員でございます。 

○橋本委員 橋本でございます。よろしくお願いします。 

○山本計画課長 続きまして、株式会社ホリエイ代表取締役の堀内委員でございます。 

○堀内委員 堀内です。 

○山本計画課長 続きまして、水産庁側の出席者を御紹介いたします。 

 まず初めに、吉塚漁港漁場整備部長です。 

○吉塚漁港漁場整備部長 吉塚です。よろしくお願いします。 

○山本計画課長 中奥防災漁村課長です。 

○中奥防災漁村課長 中奥でございます。 

○山本計画課長 私、計画課長の山本です。 

 そのほか水産庁の事務局が出席しております。よろしくお願いいたします。 

 本日の資料は７種類でございます。お手元の資料を御確認ください。右肩に資料番号が

ついておりますので、御確認をお願いします。まず資料１が、漁港漁場整備分科会委員名

簿です。次に、資料２が、水産政策審議会漁港漁場整備分科会についてです。次に、資料

３が、漁港漁場整備長期計画の進捗状況について。資料４が、水産政策の改革となります。
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そのほか参考資料がございます。参考資料１が、漁港漁場整備長期計画に即した取組事例

です。参考資料２が、平成30年度水産の動向概要でございます。併せて、パンフレット

として、新たな漁港漁場整備長期計画を配付させていただいております。 

 何か不備はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 なお、資料につきましては、皆様から見て左手のスクリーンにも投影いたしますので適

宜併せて御覧いただければと思います。 

 報道の関係のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、撮影の方は御退席をお

願いします。 

 それでは、まず当分科会の位置付けと直近５年の議事につきまして、私から説明させて

いただきます。 

 資料２を御覧ください。 

 漁港漁場整備分科会の位置付けでございますが、資料２の２ページを御覧ください。 

 水産政策審議会令によりまして、中段の表にございますように、第５条で、漁港漁場整

分科会は所掌事務といたしまして、まず第一に水産基本法の施行に関する重要事項のうち、

漁港及び漁場の整備に関する施策に係るものを調査審議することでございます。また、第

二に、漁港漁場整備法の規定により審議会の権限に属される事項を処理することとなって

ございます。 

 次に、同条第３項を御覧ください。分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員

の互選により選任すると規定されております。このことにつきましては、後ほど御審議い

ただきます。 

 また、第５項を御覧ください。会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のう

ちから分科会長があらかじめ指定する者が、その職務を代理するということになってござ

います。 

 続きまして、１ページめくっていただきまして、３ページを御覧ください。 

 漁港漁場整備法の規定により審議会の権限に属させられた事項について記載しておりま

す。 

 まず第一は、漁港の指定に関する事項でございます。第二は、漁港漁場整備基本計画の

策定に関することです。第三は、漁港漁場整備長期計画の案の策定に関すること。第四は、

特定漁港漁場整備事業の許可に関すること。第五が、漁港管理者の決定。第六が、漁港管

理規程例の制定及び変更。第七は、漁港施設のみなし施設の認可に関すること。第八が、
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審査請求の裁決に関すること。これらの事項を農林水産大臣が定める、あるいは策定しよ

うとする際に水産審議会の議を経ることとなってございます。 

 続きまして、１ページ飛ばして５ページを御覧ください。 

 当分科会における直近５年の議事をまとめてございます。まず一昨年、平成30年11月

には、模範管理規程例の一部改正について審議、答申を頂いております。また、平成28

年には、漁港漁場整備基本方針の変更と漁港漁場整備長期計画の策定について、合計４回

の御審議を頂き答申を賜っているところでございます。さらに下にまいりまして、平成

26年９月には、漁港の指定内容の変更について御審議いただいて、答申を賜っていると

ころです。 

 以上、水産政策審議会漁港漁場整備分科会の位置付け等について御説明申し上げました。 

 それでは、これから議事に入らせていただきます。 

 まず協議事項の１つ目の分科会長の選任について、お諮りします。 

 先ほどの資料２の２ページ目に、水産政策審議会令の抜粋を掲示しました。中段に第５

条の記載のとおり、分科会長の選任については、分科会委員の互選により選出することと

なっております。いかがいたしましょうか。 

 坂本委員、御発言よろしくお願いいたします。 

○坂本委員 この分科会は、漁港漁場の整備に関する事項を審議するとともに、漁港漁場

整備法に基づく処分に関する行政不服審査請求に関して審議するということもあるという

ようにお聞きしております。 

 このため、行政法が御専門の橋本委員にお願いしてはいかがかと思います。 

○山本計画課長 ありがとうございます。 

 ただいま坂本委員から、橋本委員を分科会長に御推薦する御発言がございましたが、そ

のほか御意見ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山本計画課長 ありがとうございます。 

 異議なしの声が上がりましたので、ありがとうございます。 

 橋本委員に分科会長の御就任を頂きます。 

 橋本委員は分科会長の席にお移りくださいますようお願いいたします。 

 それでは、これからの議事進行は橋本分科会長にお願いいたします。よろしくお願いし

ます。 
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○橋本分科会長 ただいま分科会長に御選任いただきました橋本でございます。 

 私は、この会場のすぐ近くにあります慶應大学の三田キャンパスで法律学の研究をして

いるところです。 

 今後は、委員の皆様方のお助けを頂きながら、また、あるいは水産庁の方々にも助けて

いただきながら、この分科会の議事を進めたいと思っておりますので、どうかよろしくお

願い申し上げます。 

 それでは、着席をして進めさせていただきます。 

 では、協議事項の２番目に移ります。 

 これは分科会長代理の指名です。資料２の２ページ目にございます水産政策審議会令の

第５条第５項によりますと、分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のう

ちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理すると規定されておりますの

で、私の方から指名させていただきます。 

 今後の審議では、水産改革の実現に向けて漁港漁場の整備とともに漁村地域や海洋政策

全体との関係も様々重要になってくるものと思われます。このため、これらについて深い

知見をお持ちで、漁業経済学の専門家でございます東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化

学科の准教授であらせられます工藤委員に分科会長代理をお願いしたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○橋本分科会長 ありがとうございます。 

 それでは、御了承いただきましたので、工藤委員に分科会長代理をお願いすることとい

たします。どうぞよろしくお願いします。 

 引き続きまして、報告事項に移ります。 

 内容といたしましては、漁港漁場整備長期計画の進捗状況について、事務局から報告を

受けます。 

 それでは、事務局から御説明をお願いいたします。 

○山本計画課長 それでは、資料３の１ページを御覧ください。 

 漁港漁場整備法における規定を載せてございます。漁港漁場整備長期計画につきまして

は、漁港漁場整備法に基づく法定計画でございます。第６条の３に規定されますように、

農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の総合的かつ計画的な実施に資するため、漁港漁場整

備基本方針に即して、漁港漁場整備事業に関する長期の計画、これはいわゆる漁港漁場整
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備長期計画と称しておりますが、この案を作成し、閣議の決定を求めなければならないと

されております。 

 また、第２項を御覧ください。この計画におきましては、計画期間に係る漁港漁場整備

の事業の実施目標及び事業量を定めることとなっております。 

 さらに、下の第４項を御覧ください。本計画の案を作成しようとするときは、関係都道

府県知事及びこの水産政策審議会の意見を聴かなければならないとなってございます。 

 今後、次期の計画の案を策定する等には、この分科会での審議を頂くこととなります。 

 １ページおめくりください。２ページでございます。 

 現行の漁港漁場整備長期計画について説明いたします。 

 現計画は、平成29年度から令和３年度までの５年の計画になっています。この計画で

は、５年間で重点的に取り組むべき課題を４つに分類して、漁港漁場整備を推進しており

ます。 

 まず１つ目の重点課題は、青い部分の水産業の競争力強化と輸出促進でございます。２

つ目は、豊かな生態系の創造と海域の生産力向上。３つ目は、大規模自然災害に備えた対

応力強化。４つ目は、漁港ストックの最大限の活用と漁村ににぎわいの創出です。また、

それぞれの重点課題につきましては、下段にございますように成果目標を定めて事業を推

進しているところでございます。 

 詳細につきましては、新たな漁港漁場整備長期計画というパンフレットをお手元に配付

しておりますので、併せて御参照いただければと思います。 

 次のページから、４つの重点課題について、それぞれ御説明いたします。 

 ３ページを御覧ください。 

 まず１つ目の水産業の競争力強化と輸出促進についてです。この課題に対する取組事例

をお手元にあります参考資料に別途、横紙ですけれども掲載しておりますので、その中で、

まずこの重点課題１の課題は、参考資料１の１ページ、２ページ、３ページが該当します

ので、併せて御覧いただければと思います。 

 資料３の３ページにお戻りいただきますと、この課題につきましては、非常に厳しい漁

業経営状況の改善、あるいは輸入水産物に対する我が国水産物の競争力強化を図るため、

水産物の品質や付加価値の向上とともに、生産・集出荷体制の効率化によるコスト縮減や

産地の価格形成能力を強化する必要があると考えてございます。 

 また、世界的に水産物需要が増加する中、2019年までに、国産水産物輸出額を3,500億
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円に倍増させるとの政府目標の達成に向けて、生産・流通体制の整備が重要となってござ

います。 

 ４ページを御覧ください。 

 このような課題に対しまして、中段にございますように、私どもとしては成果目標とし

て、流通拠点漁港で扱われる水産物のうち、品質向上や出荷の安定が図られた水産物の取

扱いの割合を５年間でおおむね50％に、また、流通・輸出拠点漁港のうち、新たに輸出

を拡大させる漁港数を５年間でおおむね60港増やすということを目標として定めて事業

を推進しているところでございます。 

 このため、中段の左側のポンチ絵にありますように、拠点漁港においては清浄海水の導

入や鳥獣侵入対策を講じた荷さばき所等の整備を進め、漁港の高度衛生管理体制の構築を

推進するとともに、中段の中央にございますように、大型漁船に対応した岸壁の整備、あ

るいは右側にありますように、輸出増大が見込まれる水産物を対象とした漁場の整備を推

進しているところでございます。 

 このような取組の結果、成果目標の現在の進捗状況は、右下のグラフにありますように

品質の向上が図られた水産物の取扱量は、令和元年には目標値の15％に対し、13％を達

成する見込みという状況でございます。また、今後は現在整備を進めております施設が一

斉に完成を迎えることから、令和３年度に向けて達成度が急速に高まってまいるものと考

えているところでございます。 

 続きまして、５ページを御覧ください。 

 重点課題の２、豊かな生態系の創造と海域の生産力向上でございます。 

 取組事例につきましては、参考資料の４ページ、５ページ、６ページを併せて御覧くだ

さい。 

 資料３の５ページは、今パワーポイントで示しているページでございますが、この課題

に対しましては、現在の漁業生産量がピーク時の半分以下まで減少していること、また、

近年、海水温上昇等の環境変化により、藻場・干潟が減少するとともに、水産生物の分布

域が変化していると考えてございます。このようなことから、沖合域も含めた海域全体の

生産量の底上げを図ることが重要だと考えているところでございます。 

 １ページをおめくりください。６ページでございます。 

 こういった課題に対しまして、中段にありますように、私どもとしましては成果目標と

して、水産資源の回復や生産力の向上のための漁場再生及び新規漁場整備による水産物の
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増産量を５年間でおおむね８万トンとするということを目標に掲げました。 

 この目標を達成するため、ポンチ絵にございますように、水産生物の生活史を踏まえた

水産環境を整備するため、藻場・干潟の整備、あるいは増殖場の整備を推進してきたとこ

ろでございます。また、右側の一番右端の図に示しますように、排他的経済水域におきま

しても、マウンド礁、高さが15メーター程度ある大きな構造物でございますが、こうい

ったマウンド礁の整備を進めておるところでございまして、例えば長崎県五島沖の漁場で

は、整備前に比べて一網当たりの漁獲量が大きく増加しているといった成果も得られてい

るところです。 

 このような取組の結果、成果目標の現在の進捗状況は、右下のグラフにありますように、

令和元年度につきましては、目標値4.8トンに対しまして3.3トンの達成の見込みとなっ

てございます。 

 続きまして、７ページを御覧ください。 

 重点課題３でございます。大規模自然災害に備えた対応力強化ということを課題と考え、

対策を進めているところでございます。 

 取組事例としましては、参考資料１の７ページ、８ページ、９ページを併せて御覧いた

だければと思います。 

 この課題につきましては、今後、南海トラフ地震等切迫する大地震・津波や台風・低気

圧災害の激甚化に対応するため、漁業地域の安全対策、また地域水産業の早期回復の両面

からハード対策とソフト対策を組み合わせた地震・津波対策等を推進することが重要だと

考えているところでございます。 

 １ページおめくりください。８ページを御覧ください。 

 このようなことから、私どもとしましては、成果目標として地震・津波に対する防災機

能の強化対策を講じた漁村の人口割合を、平成27年度の48％から令和３年にはおおむね

60％に引き上げたいという目標を掲げているところでございます。 

 また、流通拠点漁港のうち、災害時に水産業の早期回復を図るための体制が構築された

漁港の割合を、平成28年はゼロ％だったんですが、令和８年には80％に向上させること

を目標と掲げてございます。 

 このため、ポンチ絵にございますように、ちょっと見にくいですけれども、避難路の整

備、あるいは避難場所のための人工地盤の整備を行うとともに、津波が来ても転倒しにく

い粘り強い防波堤の整備、あるいは被災後も早期に事業の回復ができるよう事業継続計画
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の策定を進めているところでございます。 

 このような取組の結果、成果目標の進捗率は、右下のグラフにありますように、水産業

の早期回復体制が構築された漁港の割合は、令和元年度においては目標値の８％と同等の

達成が見込まれる状況となってございます。 

 続きまして、９ページを御覧ください。 

 重点課題の４つ目でございます。漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出

です。 

 取組事例につきましては、参考資料１の10ページ、11ページ、12ページに具体例を示

しておりますので、併せて御参照いただければ幸いでございます。 

 この課題につきましての問題意識としましては、人口減少や高齢化等を背景に漁村の活

力が低下する中、漁村のにぎわいの創出を図るため、魅力的な地域資源等をフルに活用し、

都市漁村の交流や水産業の６次産業化などを推進することが重要と考えているところでご

ざいます。 

 また、高齢者や女性を含む水産業従事者にとって住みやすく働きやすい漁村をつくるこ

とを推進することが重要と考えているところでございます。さらに、今後、漁港施設等が

更新時期を迎え、そのための費用が増大するということが懸念されておりますので、計画

的な維持管理・更新と併せ、既存ストックの有効活用を推進することが重要と考えている

ところでございます。 

 １ページめくって10ページを御覧ください。 

 このような課題に対しまして、私どもとしては中段にございますように、成果目標とい

たしまして、都市漁村交流人口の増加数を５年間でおおむね100万人増加させるとともに、

老朽化に対して施設の安全性が確保された漁港の割合を平成28年の66％から令和３年に

おおむね100％にしたいといった目標を定めているところでございます。 

 これを達成するため、下段の写真にございますように、都市漁村交流の推進、あるいは

浮き桟橋の整備をして漁船からの乗り降りが簡単にできるような施設の整備、あるいは老

朽化施設の対策を進めているところでございます。 

 このような取組の結果、右下にございますように、老朽化に対する施設の安全性が確保

された漁港の割合は、令和元年度の目標86％に対し、今年度は84％を達成する見込みと

なっているところでございます。 

 以上、簡単ではございますが、漁港漁場整備長期計画の進捗状況について御説明いたし
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ました。 

 引き続き、資料４と、それから参考資料２を併せて御覧ください。 

 水産政策の改革の状況について、簡単にかいつまんで御紹介したいと思います。 

 １ページをおめくりください。２ページを御覧ください。 

 まず水産政策の改革につきましては、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両

立させ、漁業者の所得向上と年齢バランスの取れた漁業就業構造を確立することを目指し、

実施されているものでございます。 

 この改革の柱は、科学的知見による資源評価に基づく資源管理の下、遠洋・沖合漁業、

また養殖・沿岸漁業の振興を図るとともに、品質面、あるいはコスト面での競争力のある

流通構造を確立しようというものでございます。 

 １ページめくっていただいて、３ページを御覧ください。 

 このため、平成30年12月に漁業法が改正されております。主な改正点の一つは、新た

な資源管理システムの構築に関する事項が規定されました。これは科学的な根拠に基づき

目標設定、あるいは資源の維持・回復に関する規定が盛り込まれたということでございま

す。また、その下段、競争力を高め、若者に魅力ある漁船漁業を実現するために漁業制度

が見直されました。 

 また、右上の段に行っていただきますと、水域の適切で有効な活用を図るための漁業制

度の見直しがなされております。また、その他、関連事項も改正されたということでござ

います。 

 この点につきまして、次のページから具体的に御説明したいと思います。 

 ４ページ、５ページをお開きください。 

 先ほどお話ししました漁業法改正の主要事項の一つであります新たな資源管理システム

の構築の取組状況を御説明いたします。 

 これまでの資源管理は、主に漁船の隻数、あるいはトン数の制限によるインプットコン

トロールと漁具の制限等によるテクニカルコントロールを主体として実施してきましたが、

新たな資源管理では、漁獲量の制限によるアウトプットコントロールによることとされて

おります。この管理の基本となる漁獲可能量は、漁獲量や水揚げ情報を分析し提示される

こととなってございます。 

 このため、漁港におきましては、産地市場の水揚げデータは資源管理に必要な情報にな

りますので、これを記録・集積するための施設整備を漁港漁場整備事業で支援、整備して
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いるところでございます。 

 続きまして、６ページを御覧ください。 

 養殖業の成長産業化について御説明します。 

 養殖業は、漁船漁業に比べ出荷量がコントロールしやすい反面、将来需要の予測が困難

であることから、結果的に需給バランスが崩れやすくなります。このため、水産庁では、

国内外の需要を見据えて戦略的養殖品目を設定し、養殖業の振興に取り組むこととしてお

ります。 

 これを踏まえまして、漁港漁場整備におきましては、養殖の適地となる静穏水域を確保

する漁場整備、あるいは養殖水産物の生産拠点となる漁港の整備を推進しているところで

ございます。 

 右の下にございますように、現在、戦略的養殖品目を選定作業しているところでござい

まして、どういったものがこれから海外で需給があるのかというような検討を別途、会議

を開催し検討しているところでございます。 

 続きまして、７ページを御覧ください。 

 農林水産物・食品の輸出額につきましては、前年に比べ12.4％の増加ということで、

これは一昨年でございますが、9,000億円となり６年連続で増加してございます。政府と

いたしましては、2019年までに農林水産物・食品の輸出額を１兆円に増大させることを

目指しまして、輸出促進のための取組を推進しているところでございます。 

 水産の分野におきましては、輸出拠点となる漁港において高度衛生管理型荷さばき所等

の高度品質・衛生管理体制の構築のほか、プロモーション活動や商談の開催などを支援し

ているところでございます。 

 水産物の輸出につきましては、右下の円グラフにありますように、2018年は約3,000億

円となってございます。主な輸出相手国・地域は香港、中国、米国で、これらの地域だけ

で輸出金額の約６割を占めるという状況でございます。また、品目別では、ホタテガイ、

真珠、サバ、ブリが上位を占めるという状況でございます。 

 続きまして、８ページを御覧ください。 

 我が国の水産業におきましては、科学的・効果的な資源評価や管理の実施、また勘と経

験に基づく操業からデータに基づく漁業、養殖業への転換が課題となってございます。 

 このため、水産庁では、ＩＣＴや先端技術を導入し、漁業活動や漁場環境の情報を迅速

かつ広く収集・活用することにより、資源管理あるいは資源評価の高度化、また操業の効
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率化を推進しているところでございます。このような水産業の取組を私どもとしては、ス

マート水産業と称しているところでございます。 

 漁港漁場の分野におきましては、右下の絵にありますように、市場・加工・流通のエリ

アでございますが、産地市場におきましては、情報通信施設の整備、漁場におきましては、

漁場環境の観測施設の整備を行い、取引の電子化、あるいは漁場の環境情報の収集に努め

ているところでございます。 

 以上、水産政策の改革の概要と主な取組の御紹介を致しました。 

 参考資料２でございますが、これは今、私が説明した内容が含まれてございます。これ

は平成30年度の水産の動向でございますので、時間のあるときに後ほどお目通し、また

御参考にしていただければと思います。 

○橋本分科会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問等がありましたら御発言をお願いするの

ですが、大きく資料３、それからそれに付随して御説明を頂いた部分と、それから資料４、

それからそれに付随をして説明をしていただいた、資料４の方は水産政策の改革について

の部分ですけれども、大きくは全体は２つに分かれていたような気がいたしますので、ま

ずは最初の部分、長期計画関連の事柄から御意見、御質問等を先に伺えればと思います。

いかがでございましょうか。 

 ちょっと出にくいようでしたら、水産政策の改革についての部分も含めて、どこからで

も結構でございますので、御意見、御質問等をお願いいたします。 

○山本計画課長 大分かいつまんで、はしょって御説明しましたので、単純な御質問でも

賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○橋本分科会長 谷委員、お願いします。 

○谷委員 谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 水産業の競争力強化と輸出促進といった中で、その中の説明で大型漁船に対応した岸壁

というのが写真入りで載ってございます。私どもの会社が今年、今年度からもうかる漁業

創設支援事業の下で、まき網船の網船を造らせていただいて、今実証実験中でございます

が、これができてきてから分かったことがありまして、網船と運搬船を組み合わせた形で

船体も大型化して、網船は今までは網を積んで、ただ網を張るだけの役目だったものに魚

倉を搭載しまして、そこでスラリーアイスによる鮮度保持化を目指そうということでやり

始めたところでございますけれども、そうすると、かなり喫水が入ってしまうものですか
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ら、これまでの岸壁の水深がどうしても心もとないということで、県の方にもちょっとお

願いをしまして、私どもが使わせていただいている岸壁のところは、ちょうど川の出口が

あったものですから、どうしても土砂が流れ込んできていたということもあって、早急に

整備をしていただいたんです。 

 ただ、その後は、今度は台風が来るたびに私どもの基地にしている漁港は、どうしても

うねりがかなり入ってきてしまいまして、従来船であってもなかなか係船が難しいので、

ほかの港に回航して避難をするんですが、今度はその避難港は水深が足らないというので、

どこに泊めればいいんだというので、かなり右往左往したんですけれども。 

 まき網においては、どうしても例えば船員の居住空間をしっかりと取りなさいといった

こともありますので、ある程度大型化というのは既定路線になってくると思うんですね。

いろいろな機能を持ち合わせた船にすることで、隻数を減らして人的コストの削減といっ

たところも進めていかないと、なかなか高コスト体質から脱却できないということがあり

ますので、そうしてくると、いろいろな機能を一つの船に集約させていくと、どうしても

船は大きくならざるを得ない。これがある程度、全体としての流れになってくるのではな

いかなと思う中で、私どもの船が今度、例えば水揚げをするにしても、着ける岸壁、着け

られる岸壁というのが少ないために、持っていく魚市場さんも決まり切ったところでない

と駄目なんだとか、あるいは氷をちょっと積むとなると、水揚げはできるんだけれども、

氷積もうと思ったら、そこの氷を積むところの岸壁は底がつかえたりとか、いろいろな問

題が、やってみて出てきたんですね。 

 なので、大型漁船に対応した岸壁となったときに、我々は沖合のまき網船でも、ある程

度、今までがちょっと私がお聞きしている中では、漁港というと中潮時の水深６メートル

というふうにお聞きをしていたんですけれども、私どもは結局、旧暦の15日を中心とし

た月夜間と言っている時期に入港しているんですけれども、このとき大潮なんですよね。

そうすると、その干潮時となると、かなり水深は浅くなってしまうということもあります。 

 なので、干潮時の６メーターにしていただくとか、あるいは同じ基準からであるならば、

６メーターを７メーターにしていただけるとかということを是非ともやっていただきたい

なというのを切実に思ってまいりました。 

 もちろん、全部が全部の漁港というわけではないんですけれども、まき網船が入るよう

なところ、例えば避難時でも入るところを、そういうまき網船でも入れる避難港というと

ころで、例えば九州西部でいけば対馬に１つそういうふうな岸壁を整備していただくとか



 －16－ 

していただけると、ものすごく助かるんですよね。 

 なので、この大型漁船に対応した岸壁というところは、そういった水深というところも

勘案をされているものかどうかというのをちょっとお聞きさせていただければなと思うん

ですが。 

○橋本分科会長 ありがとうございました。 

 水産庁の方からお願いします。 

○吉塚漁港漁場整備部長 漁船の大型化は、先ほどありましたように、もうかる漁業等に

よって居住空間の改善を図って水深が大きくなるということを見込んで、基本的には整備

するということになるんですけれども、漁港の場合は、最大干潮時にも漁船が喫水を考慮

しても底をつかないということが、計画論の基準になっています。ただし、もうかるの事

業等で建造するという計画を作ったときにどのくらいの船の喫水になるのかというのは、

船型と、船の縦横の関係で、その時点では分かりにくいんですよね。 

 その時点で、船の喫水が仮に決まったとして、それから漁港を深掘りするとしても、多

分船の建造に２年や３年かかるのかもしれませんが、一方、漁港では、全部を整備するの

にかなりの年月がかかりますので、多少のタイムラグが生じます。当面は、やはり拠点と

なるところの陸揚げ部分を中心にやっているというのが現実でございます。 

 基本的には漁船が大型化すれば、その漁船が入港する港につきましては、漁港の深掘り

はやるべきだと私どもは考えていますし、是非やりたいというふうに考えています。ただ、

漁港管理者の方が、都道府県あるいは市町村という財政的な部分でのやりくりの中で整備

が遅れてしまったりということがあるのかもしれませんので、そこは水産庁でも結構です

し、あるいは大体、都道府県になると思いますので、都道府県の関係部局にこういう大型

の船を造るので水深整備をよろしくということをちゃんと伝えて下さい。船ができてしま

って入港しようと思ったら入れなかったというのは最低なので、建造する際からそういう

ことを前広に出していただければなというふうに思っています。 

 全体的には、労働環境の改善のために大型化を、特に運搬船だとかまき網船だとかが大

型化しているのは現実でございますので、その辺を踏まえて整備をやっているところでご

ざいます。 

○橋本分科会長 ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか、谷委員。 

○谷委員 はい。 
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○橋本分科会長 それでは、ほかにございましたら。 

 國分委員。 

○國分委員 國分です。 

 ここの進捗状況のところの９ページに刺し網を外している高齢者とか女性の方がいらっ

しゃいますよね。昔は私たちが本当に若いときには、真冬はこんな感じですごく寒い思い

をして刺し網を外したりしていたんですけれども、今は大分、岸壁ができて屋根ができて

という形になってきているんですけれども、北海道の方は本当にこういう感じなので、今

は少しずつでも岸壁に屋根ができたりとかという形では進んでいるという、そういうこと

ですか。すみません。 

○吉塚漁港漁場整備部長 岸壁上の屋根については、北海道に限らず防暑対策という形で

も南の方でもかなり屋根をつけさせてもらっています。かなり頑丈な屋根と上に車が駐車

できるような頑丈な屋根といいますか人工地盤的なものと簡易的な屋根とがありますけれ

ども、屋根は比較的人気が高い工種でございますので、要望があるところについてはつけ

させてもらっているところでございます。 

○國分委員 分かりました。ありがとうございます。 

○橋本分科会長 ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。では、工藤先生、お願いします。 

○工藤委員 今のお話と同じページで９ページなんですけれども、干潮時の陸揚げ作業が

出ていますよね。特に震災があったところなどは、かさ上げしていたりする漁港は結構多

くて、漁船との高低差がかなり生まれているところがあるかなと。 

 そうすると、一番危ないのは漁業者さんが落っこっちゃう可能性が出てくると。そうな

ったときには、やはり漁港にはしごなどがないと、落っこってからだと結構危ないという

話はよく聞くのですけれども、こういうものへの対応として次のページのバリアフリー化

みたいな話も進んでいるという理解でよろしいんでしょうか。 

○吉塚漁港漁場整備部長 基本的にはそのとおりだと思います。 

 特に干満差が激しいところは、瀬戸内海、有明海、それから太平洋側はかなり高低差、

潮位差はあります。日本海側は意外に潮位差がなくて、40センチぐらいで潮位差はほと

んどないものですから、日本海側にはこういう浮き桟橋というのはあまり一般的ではござ

いません。太平洋側につきましては潮位差があるということで、財政的に余裕がある管理

者であれば、こういう浮き桟橋を推奨していますし、できないところについても、今は階
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段で落ちたら大変だということで、漁船が岸壁に衝突しないようにするゴム製の防舷材と

いう施設があるんですけれども、それがはしご型になっているというようなものもありま

すので、そういったものを設置するように推奨をしています。 

 それから、東日本大震災のときに、かなり地盤が沈下し、最大で１メーター50センチ

ぐらい沈下をしました。その後、地震がまた繰り返し起こり、今度はそれから隆起してい

る部分があって、１メーター50センチ地盤をかさ上げしたら、今度は50センチとか60セ

ンチ計画よりも高くできてしまったというところもあります。その場合は、また災害復旧

関係でかさ下げといいますか、調整するようなこともやらせていただいているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○橋本分科会長 ありがとうございました。 

 ほか、いかがでしょうか。坂本先生、お願いします。 

○坂本委員 同じところの８ページなんですけれども、大規模自然災害に備えた対応力強

化ということで、ここの一番下のところの進捗状況なんですが、流通拠点漁港の早期回復

体制が構築された漁港の割合というのが、令和２年で20％というのを目標にしていると。

それが最終的には、ある程度、令和８年にはおおむね80％ということを考えているんだ

よということですが、そこのところで、やはり協議・調整に想定以上に時間を要していて、

今後、進捗が図られると考えているというように書かれているんですけれども、このあた

りのところの説明をもう少しお願いしたいということと。 

 流通拠点漁港で、自然災害がどんどん脅威というか強くなってきている中で、やはりこ

の流通拠点漁港の整備をしっかりやっておかないと、それこそ小さい漁港を全て災害に備

えた漁港にするというのは難しいわけですから、やはり集中的にそういう拠点漁港の方の

整備というのをスピードを上げていってもらうということが必要なんじゃないかというよ

うに思っております。 

 そういった意味で、どういうようなことを今後考えていらっしゃるのか、教えていただ

ければと思います。 

○吉塚漁港漁場整備部長 まず、この進捗状況ですけれども、どういう計算をしているか

といいますと、流通拠点漁港で耐震岸壁、耐震強化岸壁を全部の延長じゃないですけれど

も、少なくとも物資搬入だとかができるような耐震強化岸壁を整備して、かつ流通業者と

か関係者が事業継続計画といいますか、何か震災があったときに非常時にいろいろな対応
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が取れるような体制づくりというのを両方やったところを計上していますので、耐震岸壁

につきましては、流通拠点漁港においてかなりのペースで、全延長ではありませんけれど

も各所で進めています。ただ、関係者の協議等々が、やはり遅れている部分もありますの

で、そういった面で、こういう数字の伸びになっているというのが１点です。 

 もう一つは、流通拠点漁港全てにおいて物資搬入だとかのことを考え、強化すべきとい

うのは、正にそのとおりでございますが、耐震岸壁だけじゃなくて波浪対策というのも当

然あり、一番費用がかかる防波堤だとか岸壁だとかというところに多大な投資が行く部分

もありますので、10年後に80％を目指すという中で、今のところ５年後に30％という目

標値を掲げて長期計画を船出したということになっています。 

 ただ、昨年、一昨年から国土強靱化の３か年計画で、もうちょっと早く進めるべきなの

ではないかと、遅い遅いということになり、防災・減災対策の方に予算を措置しています

ので、この将来的な伸びを見ますと、予想よりも多少早く進むのではないかというふうに

見ているところでございます。 

 今後とも予算獲得等々を頑張りまして、早急に目標達成と言わず、それ以上のものを目

指して頑張りたいと考えています。 

○坂本委員 よろしくお願いします。 

○橋本分科会長 今の点は、私はもう一期前のこの分科会にも属していましたから、正に

今の長期計画を策定したときの審議会にいたわけですが、その時点から比べても、やはり

台風にしましても様々な被害というものが実際に起きているし、また、多分政府全体でも

強靱化とかレジリエンス強化みたいなことの政策を進めていると聞いておりますので、そ

こは是非頑張っていただいて、この長期計画は長期計画として、更にスピードアップして

やっていただくように努めていただければありがたい、私もそう思いますので是非よろし

くお願いいたします。 

○山本計画課長 ただいま定池委員が来られましたので、御紹介いたします。 

 東北大学災害科学国際研究所助教の定池委員でございます。 

○定池委員 このたびは新幹線の整備にちょうどぶつかってしまって、大幅に遅れて申し

訳ありませんでした。よろしくお願いいたします。 

○橋本分科会長 それでは、ほかに何かございませんか。 

 お願いします。 

○堀内委員 青森の堀内です。 
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 漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出のページ、資料３の10ページで

す。 

 この中で、ナマコの放流というのがあります。私は今、資料を見てナマコ流出防止フェ

ンスを設置していると、これは非常にいいと思います。 

 それと、多分この前、私が説明を受けたときに利用が減少した漁港、例えば一つの町で

３つ漁港があるとすると、そのうちの１つの漁港に荷揚げとかの機能を集約して、利用が

減少したほかの２つの漁港で、今こういう感じでフェンスをやってナマコを放流して試験

礁を設置していると聞きました。 

 私は青森なので、いろいろな浜を回ることが多いんです。そうすると、青森は日本海、

陸奥湾、太平洋側と３つあります。その中でも、これはたしか北海道の事例だと思うんで

すけれども、こういう状況が非常に多いです。ほぼ船が使っていないところだと、船が１

そうとかで、おじいさんが１人いるとか。そこにいろいろな設備を集約、分散して設備を

やるよりは、やはり１か所に集約した方がいいと思います。 

 青森も結構、陸奥湾の方はナマコが捕れるので、陸奥湾の組合長さんたちにお話を伺い

ました。そうすると、非常にいい稚魚だと。今、現状も大体一つの漁協で70万円から100

万円かけて稚魚を購入して放流しています。でも、結局は出ていっちゃうんですよね、ナ

マコが外へ。それで、陸奥湾だと、こういう感じであると、津軽半島で種苗しているやつ

とか陸奥湾で放流しているやつが、大体この根っこの横浜町という、ここはナマコの生産

で有名なんですけれども、多分そこに流れていっているんじゃないかという、組合長の皆

さんから発言をもらいます。 

 今、現状はイカとかシャケは大不漁、ここ二、三年大不漁が続いています。 

陸奥湾はホタテがあるんじゃないかと皆さん思うと思うんですが、割と陸奥湾の津軽

海峡の入り口、出口と入り口は、ホタテの養殖には向いていない区域なんです。ですから、

その区域の皆さんがナマコの養殖、放流をやっていると。 

 いいのは、やはり防止フェンスで出口を止める。ナマコの一番いいのは手がかからない

んですよね、餌をやらなくてもいいと。私が危惧するのは、こういう施設でネットをやっ

てナマコを放流しても、どうしても密猟者が出てくると。こういうところだと、かえって

狙ってくる場所じゃないかと思います。 

 ナマコの流出防止のフェンスと同時に、この港の外周にもフェンスを張っていただきた

い、侵入防止をしていただきたい。そうすれば、捕る漁業と育てる漁業、今まで養殖がで
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きなかった場所でもナマコだとできる。これは日本海もできると思います。皆さんこれを

結構、真剣に今考えていますので、是非、水産庁の方でも検討いただければと思います。 

 以上です。 

○山本計画課長 ありがとうございます。 

 今、集約の話と漁港の有効活用の話が出たと思うんですが、参考資料に取組事例という

のがあります。 

 ここの１ページを御覧いただければ、私どもも堀内委員の方から御指摘いただいたよう

に、漁港がある中で、左は徳島の事例でございますが、市場が左のポンチ絵にあります。

これは見にくいんですけれども、徳島の海岸線があるんですけれども、対策というところ

で現状とその下が整備後ということですが、上側のポツポツがそれぞれ漁港なり港湾の港

になっていて、市場が分散している状況ですが、これを椿泊という比較的大きな漁港に集

約して、施設の機能を１か所にまとめて、効率的な漁業の運営にするような取組をしてい

るところでございます。 

 それから、あともう一点、有効活用のお話がございました。御紹介いただいたように青

森でも、これは非常に積極的に進めておられまして、今、例えば弘前大学の方では、網で

はなくてブロックを沈めて、ブロックの中に空気層が入って、ナマコが出ないようなこと

を工夫してやっている事例も、試験的ですけれども広めていますので、このような取組は

今実証段階ですので、更に進めていくようにしていきたいなというところでございます。 

 また、密漁の御指摘もありました。これも今、取り組んでいらっしゃる方からは、やは

り心配な点ということですので、いろいろ知恵を絞りながらどうしていくのか、引き続き

考えていきたいと思っております。 

○吉塚漁港漁場整備部長 漁港につきましては、確かに漁船勢力がなくなってきてしまっ

て、大型船をどこかの港に持っていけば地元の小さい船しか利用しない、これは正に、全

く漁船が利用していないわけじゃなくて、大型船がどこかの拠点港の方に移ったので、沿

岸の小型船だと網が張ってあっても入出港できるので、そこの下のところを有効活用しま

しょうという例なんです。 

今後、正に漁船がほとんどいなくなってしまう、あるいはいなくなった水面というの

が出てこないとも限りませんが、一応公共水面ですので、公共施設として整備している以

上、その管理者が当然いるわけでございます。 

 せっかくつくった財産でございますので、それを漁村の活力維持のために活用していた
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だきたいという願いも含めまして、私どもはこういった漁港施設あるいは水面を有効活用

する施策を昨年の４月に水面・用地の有効活用ということで、補助金の返還なしに占有さ

せるだとか、あるいは養殖のために貸し付けるというような制度をつくりました。 

 本当にフェンス等々を造ろうと思えば、まず誰かに貸付けをして、その者がやるという

のが一番ベストなのかなと。公共施設ですので、漁港管理者以外の方が勝手にいきなりフ

ェンスを造るということはなかなか厳しいと。暴風対策とか、そういった漁船対策や水産

振興対策としてフェンスを造ることがありますけれども、密漁対策としてフェンスを造る

というのは、誰も入っちゃダメみたいなことは、なかなかやりづらいということがありま

すので、まずはやはり有効活用の手続をしていただいて、そこをまず30年のスパンで借

受けしてもらって、そこで養殖池みたいに活用してもらうという手続が一番合理的なのか

なと私どもは思ってございます。こういった取組も地元の合意、あるいは意向があればど

んどん進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○橋本分科会長 ありがとうございました。 

 定池先生、ちょっと遅れて急に当てて申し訳ないのですが、一応、先生方は御発言を一

通りなさっているので、何か御意見等を頂ければと思います。 

○定池委員 ありがとうございます。 

 重点課題３についてのコメントなんですけれども、大規模自然災害に備えた対応力強化

というところで、南海トラフ等の切迫する地震のこと、それから東日本大震災の復興の総

仕上げといったことを記載いただいています。以前出された日本海の津波想定や、今後出

される千島海溝の津波想定といったような想定が次々と出され更新されていく中で、それ

らをどう踏まえて、漁港等の整備をしていくのか、また避難路や避難施設をどのように造

っていくかということは密接に関わっていくと思います。国、都道府県単位で出す想定を

どう反映させていくかということに非常に関心を持っておりまして、そちらについての動

向等、もし今お示しいただけるものがありましたら教えていただければと存じます。 

○吉塚漁港漁場整備部長 平成29年の長期計画をつくった調査時点で、津波だとかの危

険率、要するに想定津波高さというのが、東日本大震災を踏まえて、各地で過去の地震を

基に出されました。確かに千島海峡だとか日本海は、かなり遅れていたという部分がござ

います。 

 今後出てくれば、それは当然踏まえるべきだというふうに考えていますが、当面は計画
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の５年間、あと２年後までの予定でございますので、それを過去に遡った津波に基づいて、

強化をしていくと。 

 今度、再来年度になりますが、この長期計画の見直し時期に当たります。当然、防災対

策というのは一つの大きな柱になるのは間違いないと考えています。その中で、津波が拡

大する、大きくなることが想定されるということであれば、その段階での安全策、率みた

いなものを母数にしながら対策を考えていくということになろうかと思います。 

○定池委員 ありがとうございます。 

○山本計画課長 ちょっと補足しますと、漁港の場合、基本的には都道府県、あるいは市

町村の地方自治体が事業主体になります。 

 地震、あるいは津波に対しては、想定の地震を設定するわけですが、これは県ごとに現

在のところどのぐらい地盤の影響が大きいかというのを定めて、あとは地震動、それから

津波高さを求めて施設の整備をそれぞれやるというような進め方に具体的にはなってくる

ということです。 

○定池委員 私は奥尻島で津波を経験しているんですけれども、地震が発生してから津波

が到達するまでの時間が１分とか３分とかで、すぐ来てしまうような地域があります。例

えば南海トラフは、国の予算が防災政策に投入されているわけですが、北海道の太平洋沿

岸部ですとか、日本海沿岸部の中にも、自治体独自で対策を進めるには経済的に余力がな

いけれども、非常に深刻な被害が予想されているところがあります。人命であったり経済

的な被害、なりわいの被害というのが非常に大変な地域であっても国の予算がつかないた

めに、防災対策が十分に取り組めないのではないかという懸念があります。そういったと

ころも今後のところで重点課題の取組であるとか、指針の示し方で何らかの手当てがある

ことを期待しております。 

 以上です。 

○橋本分科会長 ありがとうございました。貴重な御意見だと思いました。 

 では、お願いします。 

○山本計画課長 ありがとうございます。 

 御指摘の点は私どもも共感しておりまして、各県の進捗状況も把握しながら、遅れてい

るようなところについては、状況についていろいろ各県、あるいは市町村と連携を取りな

がら事業を進めるというようなことに努めているところです。 

○定池委員 ありがとうございます。 
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○吉塚漁港漁場整備部長 防災・減災対策は、政府全体としても非常に関心が高いところ

でございまして、実は今、緊急３か年対策ということで、一昨年の台風21号被害、それ

からあと北海道の苫小牧周辺の大規模地震災害を踏まえて、地震あるいは台風に対する備

えが大切だということで３か年計画でやっていますが、財政的な話からいきますと、そう

いう３か年計画の予算、それからあと補正で予算措置されますけれども、補正予算につき

ましては、地方公共団体の持ち出し分が一応、通常の予算よりも軽くなっています。 

 といいますのは、財政的に弱いところでは起債、要するに借金が取りあえずできる、要

するに地方負担の100％借金ができて、かつその70％ぐらいが後で交付税という形で帰っ

てくるということで、かなり有利な制度になっています。今、その部分もありまして、各

地方公共団体は積極的に防災・減災対策に取り組んでいるということでございます。こう

いう制度を是非また続けていければというふうに、私どもも願っているところでございま

す。 

 以上です。 

○橋本分科会長 ありがとうございました。 

 さらに御意見、御質問等がありましたら、お願いします。 

○坂本委員 現在の長期計画を策定したときには、まだなかった法律なんですけれども、

いわゆる洋上風力発電の促進法というのができまして、今、全国で幾つか促進区域に指定

されようとしているところがあります。 

 そういうところが指定されてくると、更にいろいろなところから候補地というのが上が

ってくるようなことが考えられるわけなんですけれども、この重点課題２の６ページのと

ころ、豊かな生態系の創造と海域の生産力向上という点に関して、洋上風力発電と漁業と

の共生というのが、正にこのことをやろうとしているという部分もあるわけなんですね。 

 ですから、洋上風力発電において、新規の漁場の創造であるとか、そこにおける水産物

の増生産というようなものがどのようにできていくのかというようなことに関して、水産

庁の方も今後、既にいろいろな協議会に入っていただいておりますけれども、より一層注

視していっていただければというように思います。 

 これは要望なんですが、何かもしもありましたらお願いします。 

○吉塚漁港漁場整備部長 洋上風力発電に関する法律ができました。各地で坂本委員おっ

しゃるとおり、いろいろな洋上風力発電、どういう形態であるのか、要するに、くい式で

あるのか浮体式であるのか、形態は全くどういう形になるか分かりませんが、水深が浅い
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ところからかなり深いところまで、いろいろな計画が出ています。 

 洋上風力発電の促進区域としましては、漁業等大きな支障は生じないということが条件

として私どもは協議会に参加させていただいて、意見も言わせてもらっているところでご

ざいます。 

 ただ、今現在この重点課題の２につきましては、洋上風力発電の影響については考慮し

ていません。確かに、洋上風力発電については、魚礁効果があるとか増殖効果があるやに

言われていますが、その効果もまだ算定未知数ですので、そこについては今後の課題とし

てウオッチしていきたいと考えている次第です。 

 当然ながら共存が図られるということを原点に、会議に参画して関係者と協議を進めて

いきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○坂本委員 今後、いろいろ漁業権内において洋上風力発電を設置するだとか、そういう

ような話というのも出てくると思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○山本計画課長 １点だけお話ししますと、洋上風力発電の促進区域が設定されますと、

水産庁の漁場整備は許可制になりますので、いわゆる設定されることを考慮して、その周

辺で我々としては、その漁場で、正におっしゃられるように、我々の目標は豊かな水産環

境をつくるということですので、藻場・干潟、あるいは増殖礁とかを絡めながら対応して

いきたいと。 

 ただ、すぐその区域の中には、なかなか我々として手がつけられないということを御了

承いただければなということです。 

○工藤委員 今のお話と似たような質問になりますが、同じページに海域の生産力向上を

図る沖合漁場整備がありますけれども、沖合域に海洋保護区設定がされることとなり、制

度改正もされたと思うんですけれども、これからこういうような沖合漁場整備に、そうい

うような沖合域の海洋保護区設定というものが影響を及ぼすのかどうか、この辺の見解を

ちょっとお伺いしたいんですけれども。 

○山本計画課長 取組事例の６ページを御覧ください。取組事例の６ページです。 

 国直轄漁場整備事業による「マウンド礁」とその効果という欄があるんですけれども、

現在このマウンド礁は全国で、今事業をしているところが、この上にありますように隠岐、

対馬、大隅の３地区で、完成が五島沖でできています。 

 今、保護区の話がありましたけれども、我々はここの海域で対象魚種、現在のところア
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ジ、サバ、イワシですが、この対象魚種に対しては、マウンド礁から半径１マイルは禁漁

設定をしています。その外側で操業なりをしてくださいということでございまして、右下

の図を見ていただきますと緑の棒グラフがありますが、設定前と設定後で比べますと、単

位当たり、一網当たりの漁獲量が40から80ぐらいまで上がるということで、ある意味こ

の禁漁区設定の中、マウンド礁の周辺では増殖効果があるのかなと。 

 実際には、左下のところのグラフにありますように、赤と青の棒グラフがありますが、

これはマアジの体長を示しておりますが、重量ですけれども、一般海域とマウンド礁の海

域では1.6倍ぐらいの大きさが違うということで、こういうものを設定することによって

保護効果もあるのかなというふうなことを考えているところでございます。 

 実際に海洋の方の保護区は、非常に大きな海域の設定の議論がされていますが、私ども

の今の漁港漁場整備の分野では、小規模ながらこういう対応をさせていただいているとい

う状況でございます。 

○橋本分科会長 よろしいでしょうか。 

 お願いします。 

○山本計画課長 先ほど堀内委員の方から漁港の有効活用のお話があったんですけれども、

ちょっと御紹介だけ。 

 これは取組事例の中で、部長の吉塚の方からもありましたが、水域の有効事例のほかに

陸上の有効事例も進めておりまして、10ページを御覧ください。取組事例の10ページで

ございます。 

 これは西伊豆町の事例ですけれども、漁船の隻数が減少しているような状況も踏まえ、

陸上の施設が、用地の余裕が出てきたということで、この赤い部分に、従来網干し場とい

うことで漁港を利用してきましたけれども、こういったところで、仁科漁港の場合は産地

の直売所を建設するということで土地の活用を進めている。あるいは別の地区では、陸上

の養殖施設、こういうものに活用するという事例も増えていますので、こういうものも増

やしていきたいということで、水域に含め陸上の方の活用も積極的に図ることを考えてい

るということで、御参考までに御紹介させていただきます。 

○橋本分科会長 ありがとうございました。 

 大分御発言も出そろったかと思いますが、あと何か１つ２つございましたら、いかがで

しょうか。 

 それでは、どうも御議論いただきありがとうございました。 
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 それでは最後となりますが、議事のその他でございます。 

 事務局から何かございますでしょうか。 

○山本計画課長 ありません。 

○橋本分科会長 それでは、最後に委員の先生方から何か御質問等ございましたらお願い

いたしますが、いかがでしょうか。今後の当分科会の開催についての御意見でも結構です。

何かございませんでしょうか。 

 それでは、ほかに御意見がないようでしたら、以上をもちまして本日の分科会を終了さ

せていただきたいというふうに思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 最後に吉塚部長から御挨拶を頂きます。お願いします。 

○吉塚漁港漁場整備部長 本日は、限られた時間ではございましたが、様々な立場の委員

の皆様から貴重な意見を頂きました。 

 漁港漁場整備長期計画につきましては、現在３年目で道半ばであります。頂いた御意見

を参考にしながら、今後の漁港漁場整備の施策に生かし、漁港漁場整備長期計画の目標達

成に努めてまいりたいと考えております。 

 また、今後、現長期計画の進捗状況の変化や次期長期計画の検討を行う際にも、その御

指導を頂くこともございますので、その際はよろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

○橋本分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、今後の進行は事務局にお願いします。 

○山本計画課長 冒頭に申し上げましたように、本日の議事及び御発言につきましては、

ホームページで公表させていただくこととなります。各委員の先生には、御発言の内容に

つきまして後日改めて確認させていただきますので、よろしくお願いします。 

 今後のこの漁港漁場整備分科会につきましては、現在のところ具体的な審議予定はあり

ませんが、次期長期計画の検討などで開会が必要になりましたら、改めて案内をさせてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

 本日はお忙しい中、御参加いただきまして誠にありがとうございました。以上をもちま

して、本日の漁港漁場整備分科会を終了させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午後３時０３分閉会 
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