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○漁政課長 予定の時刻が参りましたので、ただいまから第22回水産政策審議会総会を開催さ

せていただきます。 

 私は、本日の事務局を務めます水産庁漁政課長の栗原でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、委員の出席状況について御報告いたします。 

 水産政策審議会令第８条第１項の規定によりまして、本審議会の定足数は過半数とされてお

ります。本日、出席予定の方でまだお見えでない方もいらっしゃいますが、現時点におきまし

て審議会委員20名中16名の方が出席されており、定足数は満たしておりますので、本日の審議

会は成立いたしております。 

 では、続きまして、まず配布資料の確認をさせていただきます。お手元の封筒の中の資料で

ございますが、まず一番上に議事次第がございまして、その次に資料一覧というものがござい

ます。これに基づき、ちょっと確認させていただきますが、まず資料１－１が水産政策審議会

委員名簿でございます。続く資料１－２、水産政策審議会特別委員名簿でございます。続きま

して資料２－１、水産政策審議会の概要、資料２－２、水産政策審議会の構成でございます。

続きまして資料３－１、企画部会委員・特別委員名簿（事務局案）でございます。３－２が企

画部会地球環境小委員会委員・特別委員名簿（事務局案）、３－３が資源管理分科会委員・特

別委員名簿（事務局案）で、３－４が漁港漁場整備分科会委員名簿（事務局案）、続きまして

最後ですが、資料４が分科会及び部会の調査審議一覧というふうになっております。 

 資料は以上でございますが、漏れ等はございませんでしょうか。 

 では、本日は委員改選後初めての審議会となりますので、会長が委員の皆様の互選によりま

して選任されるまでの間は、私が進行役を務めさせていただきます。 

 それでは、開会に当たりまして礒崎農林水産副大臣より御挨拶申し上げます。よろしくお願

いいたします。 

○農林水産副大臣 皆さん、こんにちは。ただいま御紹介いただきました農林水産副大臣の礒

崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、第22回水産政策審議会総会の開催に当たりまして御挨拶をさせていただきたいと思

います。 

 まず、皆様方には、大変御多忙のところ、今回お願いを申し上げまして審議会の委員をお引

き受けいただきました。そしてまた、今日は御参集賜りましたことに対して心から感謝を申し

上げます。これからどうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 
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 そして、本日の審議会は改選後の初めての開催となりますので、今後、いろいろな諸課題が

ございますので、忌憚のない意見交換をしていただきまして、日本の水産がもっともっとよく

なるように、また御尽力を賜りたいと思います。 

 今も申し上げましたけれども、我が国を取り巻く水産業は大きな課題がたくさんありまして、

非常に厳しい状況もございます。この１年間を振り返りましても、台風等の被害ですね。例え

ば北海道にも台風が上陸するようになりまして、いろいろな被害が出ておりますし、また、各

地の水産業も水害や台風等の被害も多く受けたところでございます。一方で、皆さん御承知の

とおり国際的な問題、特に資源管理の問題が大きな課題となっておりまして、サンマ、サバ、

ニホンウナギ、そして太平洋のクロマグロ、こういったものに対して国際的な資源管理への対

応もますます重要になってきているところでございます。もちろん持続的な水産資源の維持と

いうことも、これも極めて重要な課題でありますが、一方で、日本の水産業もしっかりと支え

ていかなければなりません。その辺のところのうまい組み合わせといいますか、うまい調整と

いうのはなかなか難しいところではありますが、それはやはり我々に課された大きな責務では

ないかと考えているところでございます。 

 そうした中で、農林水産省では、水産日本の復活ということを目標と掲げておりまして、所

得の向上やコスト削減に向けました浜の活力再生プランの取り組みや、特に漁船、もう戦後長

い間使っていた漁船が、今本当に更新時期に来ておりまして、やはり新しい漁船にしていかな

ければならない時期と、そういうことでもお金がかかるわけでありますけれども、そういった

時期にもなって、こういうことも積極的に進めながら、全体として水産業の構造改革を進めて

いかなければならないと思います。最近は漁業者の皆さんも、構造改革、資源管理ということ

を漁連の皆さんも言ってくださるようになっておりまして、やはり今、大きな変換点を迎えて

いるというような感じを迎えておるところでございます。 

 一方、攻めの農林水産業ということで、品質の高い我が国の水産物を外国へ売っていくと、

そういう努力も必要であると思います。今、１兆円を目指して政府はやっていますが、その一

番主力であったホタテがちょっとやられましたものですから、特に北海道の噴火湾のホタテの

被害は大きかったわけでございます。これは改善回復には４年かかるらしいですけれども、何

とかこれも早く復活して、水産物を主力とする日本の農林水産物の輸出が１兆円の目的を達し

ていきたいと考えているところでございます。 

 もう一つは、やはり2020年のオリンピック・パラリンピックということを我々も考えていか

なければなりません。日本の水産物の質というものが世界に通用する質であると、そういうこ
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とにしていかなければならないわけでございまして、流通改革、あるいは輸出拠点の整備等を

進めまして、輸出向けのＨＡＣＣＰの対応施設の改修等、こういった課題にも的確に対応しな

がら、世界中の人にオリンピック・パラリンピックでは日本の水産物を召し上がっていただき

たいと考えているところでございます。 

 また、政府の方では、水産基本計画というものを４月に新たに閣議決定をいたしました。御

承知のとおり、農業の分野でも昨年は大改革をいたしました。細かいことは言いませんけれど

も、何のための改革かというと、農業所得を上げるための改革であります。農林水産省には、

あと水産庁、林野庁がありますけれども、こういう分野においても、やはり所得の向上という

のが持続的な農林水産業のためには絶対必要なものでございますから、この水産分野でも漁業

者の所得の向上ということを私は真剣に考えていく必要があると考えております。 

 そうしたことで、漁業経営体の育成であるとか、魚類、貝類の養殖業等の企業参入も考えて

いかなければなりませんし、また、資源管理と、先ほども言いました沖合漁業等流通改革、こ

ういうようなものの全体的なバランスを考えて、しっかりと新しい方向で水産業を考えていか

なければならないと考えております。 

 たくさんのことを申し上げさせていただきました。それだけ水産業も課題が山積いたしてお

りますので、どうか先生方のお知恵をいただきまして、我々に対して御指導賜りまして、日本

の水産業の復活といいますか、このためにまた我々も頑張ってまいりますので、先生方の御指

導を賜りたいと思います。今後とも、非常に御苦労をおかけいたしますけれども、いろいろと

また御指導賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、私の御挨拶といたしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。（拍手） 

○漁政課長 どうもありがとうございました。 

 委員の皆様にはまことに恐縮ではございますが、礒崎副大臣におかれましては、次の公務の

関係で、ここで御退席をさせていただきます。 

○農林水産副大臣 どうもありがとうございました。 

○漁政課長 また、長谷成人水産庁長官におきましても、公務の関係で、ここで御退席をさせ

ていただきます。 

（農林水産副大臣、水産庁長官 退室） 

○漁政課長 では、報道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、

いらっしゃいましたら、ここで御退席の方をお願いいたします。 

 それでは、先ほども申し上げましたが、本日は委員改選後初めての審議会となりますので、
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私の方から資料１－１の委員名簿に沿いまして委員の皆様方を御紹介させていただきたいと思

います。 

 名簿の順に御紹介申し上げますけれども、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。 

 それでは、御紹介申し上げます。 

 大森敏弘委員でございます。 

 亀谷寿朗委員でございます。 

 嘉山定晃委員でございます。 

 姜明子委員でございます。 

 佐藤安紀子委員でございます。 

 田中栄次委員でございます。 

 中田英昭委員でございます。 

 橋本博之委員でございます。 

 浜田峰子委員でございます。 

 平野澄子委員でございます。 

 水越和幸委員でございます。 

 南山金光委員でございます。 

 盛合敏子委員でございます。 

 栁内克之委員でございます。 

 山川卓委員でございます。 

 山下東子委員でございます。 

 山本勇委員でございます。 

 なお、片石温美委員、東村玲子委員、細川良範委員におかれましては、本日御欠席となって

おります。東村委員と細川委員は出席の御予定でございましたが、お遅れのようでございます。 

 次に、特別委員でございますけれども、本日の総会には御出席をお願いしてございませんが、

お配りしております資料１－２の皆様方に御就任いただいております。後ほど御説明いたしま

す、それぞれの分科会ないし部会における審議の際には御出席をお願いすることとしておりま

す。 

 引き続きまして、水産庁側の出席者の紹介をさせていただきます。 

 長官は、先ほど退席いたしました長谷でございます。 



 
 

- 5 - 

 それから、水産庁次長の山口でございますが、出席を予定しておりましたが、急遽別の用務

が入ったため、本日は恐縮ながら欠席とさせていただいております。 

 続きまして、漁政部長の森でございます。 

 資源管理部長の神谷でございます。 

 増殖推進部長の保科でございます。 

 漁港漁場整備部長の岡でございます。 

 続きまして、企画課長の藤田でございます。 

 水産経営課長の清水でございます。 

 加工流通課長の永井でございます。 

 続きまして、漁業調整課長の黒萩でございます。 

 続きまして、研究指導課長の井上でございます。 

 栽培養殖課長の伊佐でございます。 

 計画課長の吉塚でございます。 

 では、続きまして、新しく委員に御就任いただいた方もおられますので、水産政策審議会の

概要につきまして御説明いたします。 

 資料の方は、資料ナンバー２－１をご覧ください。 

 この水産政策審議会は、水産基本法に基づいて設置されている審議会でございます。 

 水産基本法の規定によります審議事項の他に、漁業法、あるいは漁港漁場整備法などの水産

関係の法令の規定によりまして、その権限に属せられた事項を処理することとなっております。

委員の皆様は農林水産大臣が任命をいたしまして、任期の方は２年となってございます。 

 また、審議会の会長は委員の互選により選任し、会長代理は会長が指名いたします。 

 特別委員につきましては、学識経験者の中から農林水産大臣が任命いたします。 

 この水産政策審議会には、分科会として資源管理分科会と漁港漁場整備分科会の２つの分科

会、部会といたしまして企画部会がございます。それぞれの分科会、部会の審議内容等につき

ましては、併せてお配りしています資料２－２で御確認いただきたいと存じます。 

 議事につきましては、定足数は委員の過半数、議決については出席委員の過半数とされてお

ります。また、この会議は原則として公開となっております。 

 簡単ではございますけれども、以上が水産政策審議会の概要でございます。 

 それでは、これより議事に入りたいと思います。 

 まず、ちょっとお断り申し上げますが、本日の会場は、皆様の前にマイクの方が設置されて
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ございません。したがいまして、御発言の際には事務局の方でマイクをお持ちいたしますので、

挙手をいただきまして、それから御発言の方をよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 既に御案内しておりますとおり、この審議会総会が終わりましたら、この後14時から、この

会場で引き続き企画部会を開催させていただきます。さらに、15時からは、同じここの会場で

資源管理分科会を開催させていただきます。このように、本日は大変立て込んだ予定となって

おりまして大変恐縮ではございますが、議事進行への御協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 後ほど互選により選任されます会長から、皆様方には分科会ないし部会への所属について御

委嘱があろうかと思いますけれども、分科会への所属となられました委員におかれましては、

この総会の終了後につきましてもよろしくお願いいたします。 

 では、初めに協議事項の（１）、会長の選任についてでございますが、先ほど概要説明で申

し上げましたとおり、会長の選任につきましては、水産政策審議会令第４条第１項の規定によ

りまして委員の互選によることとされておりますけれども、いかがいたしましょうか。 

 大森委員、お願いいたします。 

○大森委員 これまで本審議会の会長代理を長く務めていらっしゃいました山川卓委員に会長

をお願いしてはと思います。 

○漁政課長 ありがとうございました。 

 ただいま大森委員から、山川委員を推薦する御発言がございましたが、その他、御発言あり

ませんでしょうか。 

 では、その他御意見がないようですので、山川委員を会長に選任することとしてよろしゅう

ございますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○漁政課長 ありがとうございました。 

 それでは、山川委員に御就任いただき、これからの議事進行をお願いしたいと思います。 

 山川委員、どうぞ会長の席の方に御移動をお願いいたします。 

 では、よろしくお願いいたします。 

○山川会長 山川でございます。ただいま皆様から会長を仰せつかりました。よろしくお願い

いたします。 

 今後、委員の皆様方並びに水産庁の事務局の方々の御協力をいただきまして、円滑に議事を

進めてまいりたいと思います。就任に当たりまして一言御挨拶申し上げさせていただきたいと
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思います。 

 先ほども礒崎副大臣の方からもいろいろと御挨拶の中で、水産業のいろいろな課題に関する

お話がございました。最近はマイワシが力強い資源回復基調を示していて、明るい話題もある

わけでございますけれども、一方でスルメイカですとかサンマですとか、ちょっと低調な資源

もございまして、今後予断を許さないというような、そういう状況もございます。それから、

我が国周辺諸国による、例えば東北・北海道沖の公海での漁獲圧の高まり、あるいは東シナ海

とか、そういったところでも周辺諸国の漁獲圧が高まっている。そういう中でいかに資源を国

際的に協調的に利用しながら管理しながら有効利用していくかとか、いろいろな課題がござい

ます。先ほども礒崎副大臣からも、クロマグロのお話もございました。国際的にも、それから

国内的にも、どういうふうにこのクロマグロの資源管理を進めていくのかというようなこと、

非常に重要な局面に立っているんじゃないかなというふうに感じております。 

 それから、一方、水産物の消費・流通といったようなものに目を向けてみますと、近年、若

者を中心として、いわゆる魚食離れというんですか、そういったものが顕著になっているよう

なことが叫ばれていますし、それから、将来の水産業を担っていく後継者の問題ですね。いろ

いろな問題があろうかというふうに考えております。 

 そういう中で、この４月には、昨年来企画部会の委員の方々を中心としまして審議、議論し

ていただいていた新たな資源管理計画、それがこの４月に閣議決定されたというようなことが

ございまして、その中で基本的な方向としまして、産業としての生産性の向上と所得の増大に

よる漁業の成長産業化、あるいは、その前提となる資源管理の高度化等を図るために必要な施

策の総合的かつ計画的な実施、こういったものを通じて、最終的には水産資源の持続的な形で

のフル活用による国民に対する水産物の安定的な供給と漁村地域の維持・発展、こうしたこと

を中心としまして、今現在、この水産基本計画に基づいた施策が展開されているというような、

そういう状況にございます。 

 そういうことで、この水産政策審議会での御議論の内容が、今後水産業をどういった方向に

向けていくのか、そういったところに非常に重要な意味を持ってくるというふうに考えており

ますので、委員の皆様方におかれましては、活発な御議論をいただきまして、そして有効な審

議に努めてまいれればというふうに考えておりますので、皆様、よろしく御協力くださいます

ようお願いいたします。 

 では、座りまして議事を進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 では、協議事項の（２）の会長代理の指名についてでございますけれども、水産政策審議会
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令第４条第３項の規定によりますと、「会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委

員が、その職務を代理する」とされております。つきましては、私の方からは田中栄次委員に

会長代理をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山川会長 では、田中委員におかれましては、よろしくお願いいたします。 

 次に、協議事項の３点目の（３）、分科会及び部会に属すべき委員・特別委員の指名につい

てです。 

 私といたしましては、資料３として分科会及び部会ごとの事務局案が配布されておりますけ

れども、この事務局案のとおりにしたいと考えておりますが、御異論ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○山川会長 ありがとうございます。それでは、そのようにお願いいたします。 

 それから、先ほども事務局からも御説明がありましたように、この後、企画部会、資源管理

分科会の開催が予定されておりますので、両分科会の所属となられました委員の方におかれま

しては、この後もよろしくお願いいたします。 

 続きまして、報告事項に入りたいと思います。 

 事務局より報告事項があります。分科会及び部会の調査審議についてということで、事務局

から報告をよろしくお願いいたします。 

○漁政課長 それでは、事務局の方から御報告をさせていただきます。 

 お手元の資料ナンバー、資料４の分科会及び部会の調査審議一覧という資料をご覧ください。 

 前回、この審議会総会は今年の４月14日に開催されました。それ以降に分科会及び部会で行

われました調査審議の内容につきまして御報告を申し上げます。 

 まず、資源管理分科会につきましては、５月30日に海洋生物資源の保存及び管理に関する法

律に基づく基本計画の検討など、資源管理分科会の所掌に属します各個別法に基づく事項につ

きまして調査審議をいただきました。 

 また、企画部会につきましては、同じく５月30日に内水面漁業の振興に関する基本方針の変

更及び第７次栽培漁業基本方針の変更につきまして調査審議をいただきました。 

 事務局から報告は以上でございます。 

○山川会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御報告に関しまして、何か御質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いい

たします。 
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 よろしいですか。 

 では、特に御発言がなければ、その他に移りたいと思います。その他ということですけれど

も、何かございますでしょうか。 

 それぞれの分科会については、これから何回も年間開催される予定でございますけれども、

この水産政策審議会の総会は、それほど頻繁に開かれるわけではございませんので、この機会

に、何かこの全体の総会の中でこれは言っておきたいとか、そういったことがございましたら

よろしくお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 特にございませんでしたら、事務局から何かありますでしょうか。 

○漁政課長 最後に御案内申し上げます。 

 先ほど御説明いたしましたとおり、この後、14時からは、この会場におきまして企画部会を

開催いたしますので、企画部会の所属の委員におかれましては、引き続きよろしくお願いいた

します。 

 また、その後、15時から、同じこの会場で資源管理分科会を開催いたします。資源管理分科

会の所属委員におかれましては、少々お時間をお待ちいただくことになりますけれども、何と

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 なお、この資源管理分科会の開始時間までお待ちいただくための控室といたしまして、８階

の水産庁中央会議室を開放してございます。この会場を出まして左手にお進みいただいて、中

央のエレベーターホールまで行って、上の８階までお上がりいただきますと、そのエレベータ

ーホールを降りて正面にすぐございますので、どうぞ御利用いただきますようよろしくお願い

申し上げます。 

 私からは以上でございます。 

○山川会長 どうもありがとうございます。 

 では、企画部会、それから資源管理分科会の委員の方、よろしくお願いいたします。 

 以上で、本日予定しておりました議事につきましては、これで全て終了いたしました。これ

をもちまして、本日の水産政策審議会総会を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 


