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平成２７年８月４日（火）
民主党・道民連合 広田まゆみ 委員
水産林務部長、水産局長、
水産基盤整備担当局長、水産経営課長、
水産食品振興課長
弁

要
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一 北海道の水産業の強みと課題について
現在、イタリアでは、ミラノ国際博覧会が開催され、
世界の食糧問題などが、大きなテーマとして取り上げ
られています。
世界の人々に、安全かつ健康的な食料を持続的に供
給していくため、各国のビジョンを発信していく場と
もなっており、日本からも参加をしているところです。
しかしながら、近年、漁獲の多くが日本で消費され
ている、クロマグロの資源の減少が、国際的に問題と
なったり、また、私自身大変大好きでありますけれど
も、和食にとって必要なウナギやエビに関しても、世
界の胃袋と言うように揶揄されることもあり、残念に
思っているところです。
私としては、本来、日本が、アジアに対しても、ロ
シアに対しても、資源管理のリーダー的役割を果たし
ていくべきと考えているところであります。
（一）北海道の水産業の強みについて
世界の穀物の９割以上が、人間が直接食べるためで
はなく、食肉等のための家畜の餌として使用されるこ
とが、食物の廃棄と併せて、先ほど申し上げたミラノ
博でも、大きな問題として取り上げられる中、世界の
食糧問題を考えた場合、食料を持続的・安定的に供給
する水産業の役割は大きく、そのためには、資源管理
と、安心安全な餌の使用を前提とした、栽培漁業の発
展に私として期待するところであります。
この栽培漁業は、本道水産業の強みとなり得るのか
どうか、どのように認識されているのか伺います。
また、本道水産業の強みを、これまでの成功体験を
超えて、未来の競争に打ち勝つための視点で、しっか
り見つめ直す必要があると考えますが、所見を伺いま
す。

○

山口水産基盤整備担当局長
栽培漁業についてでありますが、本道は、国内漁業
生産量の四分の一を占めるなど、水産物供給基地とし
て重要な役割を果たしており、このような中、生産・
育成した種苗を放流したり、無給餌型の養殖を行う、
栽培漁業の生産量の割合は、昭和６２年に沿岸漁業生
産量全体の３８％であったものが、平成２５年に６９
％まで増加しているところでございます。
道としましては、本道の広大で豊かな海の生産力を
活かした栽培漁業は、計画的かつ安定した漁業生産に
大きく寄与しているほか、環境への負荷が少なく、国
内外に強い競争力を有するものと認識をしておりま
す。
このため、道では、ホタテガイやサケ・マス、マツ
カワの増養殖などの実績を踏まえ、今後とも、天然で
あることを本道水産物の強みとして、将来にわたり安
定した生産が期待できる栽培漁業の一層の推進を図っ
て参る考えであります。

（一－再）北海道水産業の強みについて
栽培漁業は、
「天然であることを本道水産物の強み」
と言うことで答えられたのですが、それは、消費者や
市場に十分認知されて、その価値や価格が、漁業者の
所得に反映できているのでしょうか。
道としては、どのように認識されているのか伺いま
す。

○

山口水産基盤整備担当局長
天然の強みに関する認識についてでありますが、一
例ではありますが、本道産のサケと需要が競合してい
る外国産の養殖サケにつきましては、これまで現地に
おきまして、過密な養殖により、水質や底質などの環
境への負荷や抗生物質の残留などが、問題とされたと
ころでございます。
そうした中、本道の秋サケは、天然魚として、中国
をはじめ、東アジアや欧米の市場でも、食の安全・安
心に対して高い評価を受けているところでございま
す。
また、道内の産地価格につきましては、本道産の秋
サケに対する諸外国からの需要が高まってきておりま
して、輸出が伸び始める前の平成１４年にはキロ当た
り２５０円であったものが、平成２５年には４４２円
となっております。

一例と言うことでご紹介がありましたが、北海道水
産物のブランディングですとか、それらの特性を活か
した強みをより戦略的・体系的に進めることが重要だ
と思います。
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（二）強みを活かした施策や人材育成のあり方につい
て
道では、これまでにも、ご議論ありましたけれども、
日本海側漁業の支援強化策なども含め、資源管理や栽
培漁業の問題や課題に対応してきたことは承知してい
ますが、今後は、日本の消費者に対しても、アジアや
欧米とは異なった、特徴的な栽培漁業の促進や資源管
理のあり方についても、日本として、北海道としての
「強み」をしっかりわかりやすく発信できるような、
そういう「強み」を活かした、新たな施策展開や人材
育成が必要と考えます。
道として、今後、栽培漁業の促進について、どのよ
うに取り組まれようとしているのか、所見を伺います。

○
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山口水産基盤整備担当局長

栽培漁業の今後の取組についてでありますが、道で
は、栽培漁業を計画的に推進し、水産資源の維持増大
を図るため、今年４月に、
「第７次栽培漁業基本計画」
を策定したところでございます。
当計画に基づき、日本海のニシンやヒラメ、太平洋
のマツカワなど海域の特性に応じた取組を推進するほ
か、道総研水産試験場と連携しながら漁業者の期待が
大きいアサリ、バカガイ、ホヤ類などの新たな種苗生
産技術の開発や、水産技術普及指導所が漁業者へ開発
された技術の移転などを進めることとしております。
また、スケトウダラやイカ、ホッケなど回遊魚種の
生産低迷により、漁業経営が厳しい日本海地域におき
ましては、道の緊急対策事業などを活用しながら、既
存の漁業者に加え、将来を担う意欲ある担い手を対象
に、ホタテやナマコの増養殖による新たな生産体制づ
くりを進めるなど、栽培漁業を一層推進して参る考え
であります。

道の緊急対策事業などを活用しながらということで
すが、こうした試験研究や普及の体制が、本当に政策
で定めている物事を推進するために、十分かどうかに
ついては、改めて検証させて頂きたいと思います。
（三）本道水産業における環境政策について
１ 水産林務部としての環境政策、環境配慮の取り
組みについて
本道の水産業の持続的な発展のためには、「全庁的
な視点で、より高い基準での環境配慮が大切である」
と私は考えています。
例えば、従来型の直線的で、生態系の保全に、あま
り考慮してこなかった河川改修のあり方についても、
大きな見直しが、ヨーロッパ等を中心に進められるな
かで、水産林務部としても、資源管理のため、より積
極的に、こうした検討にも踏み込んでいく必要がある
と考えますが、所見を伺います。

○

中田水産局長

環境配慮の取り組みについてでありますが、水産資
源の保全のためには、河川環境などへの配慮が重要で
ありますことから、道では、これまで、治山ダムのス
リット化や河川周辺における植樹など道総研水産試験
場や地元関係機関とも連携しながら、魚類が生息する
河川環境の改善に取り組んできたところであり、治山
ダムの改良等により、サケやサクラマスによる産卵床
の増加など、一定の効果が見られたところです。
また、市町村、河川や森林の管理者、試験研究機関、
漁協、農協などで構成される協議会で、河川環境の保
全をはじめ、関連する漁業、農業、災害防止などの課
題や対策について、協議を行っているところです。
道といたしましては、今後も引き続き、地元関係者
と連携しながら、水産資源の生育環境に十分配慮した
取り組みを進めるなど、河川環境の適切な保全に取り
組んで参る考えであります。

地元関係者と連携しながらということで、注意深く、
努力はお伺いしたところでありますが、私としては、
まず、地元関係者と連携、現場対応ということは大事
でありますが、水平横断的に、まず道庁内でしっかり
とした議論がなされるべきであると思います。
例えば、道の生物多様性保全計画の中では、「河川
は、森林などの陸域生態系から海域生態系に栄養分を
運ぶだけでなく、河川を遡る魚によって、海が生み出
した有機物を河川上流部や陸域生態系に戻す物質循環
の機能が認識され、この機能を回復するために、陸と
海という異なった生態間の連続性を確保することが求
められている」と、道の生物多様性保全計画に書かれ
ています。
世界的な漁業を巡る様々な議論の状況からも、河川
管理の北海道スタイルをしっかりと確立していくこと
も、私としては、様々な交渉において、北海道の水産
業の振興のためにも、側面的ではあるかもしれません
が、重要であるということを、今回は指摘をさせて頂
きたいと思います。
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２ 燃油高騰対策などについて
次に、燃油高騰対策、環境政策の中での燃油高騰対
策について伺います。
私自身は、北海道の水産業が、環境配慮においても、
どこの国、どこの地域よりも優位性があり、それが消
費者や漁業関係者以外にもしっかり説明ができ、この
ことによって、先ほども申しましたが、側面的ではあ
るかもしれませんが、中央政府の様々な外交交渉を積
極的に後押しができる、という環境整備を整えるべき
と考えております。
環境政策は、これから、グローバル化を前提として
進められている、今後の外交交渉ですとか経済交渉に
おいても、必ず、より重要な要素になってくるはずと、
私自身は考えております。
例えば、一つの視点として、先日、調査にお邪魔し
た道東地域で、影響調査に伺ったところですが、未来
の方向性は、地域の皆さんが主体的にお決めになるこ
とではありますけれども、私としては、道の果たすべ
き役割としては、単に地元の要望に応えるだけでなく、
未来を見据えた新たな視点で、水産業の現場を支援し
ていくことも重要だと認識し、こちらに帰ってきたと
ころであります。
そうした意味では、今後の漁船の老朽更新などの際
にも、環境に配慮した水産業が道東地域全体のブラン
ディングにも繋がるような対策も必要ではないかと、
私自身は考えているところです。
また、北海道全体を考えても、漁船などの省エネル
ギー、省燃油や化石燃料からの転換など、環境配慮の
取り組みも非常に重要ではないかと考えるところで
す。
水産林務部としては、燃油高騰対策として、漁船に
おける省エネルギーなど、これまで様々な取り組みが
行われて来たものと考えますが、どのような対策が行
われ、どのような成果があったのか伺います。
また、今後、どのような目標を掲げて、取組を進め
るべきと考えているのか、所見を伺います。

津坂水産経営課長
燃油高騰対策などについてでありますが、 漁業に
使用するＡ重油の価格が、平成２０年８月に１リット
ル当たり、１２５円と高騰したため、国は、国と漁業
者が積み立てを行い、燃油が一定の価格を超えた場合
に補填を受ける「漁業経営セーフティーネット構築事
業」を創設した結果、燃油使用量の約９割が事業の対
象となったところであります。
また、省エネ型の船外機やエンジン、ＬＥＤ設備な
どの導入にも支援を行った結果、船外機は、累計で約
４，５００台が導入され、漁業経営の安定と省エネ操
業の推進が図られてきたところであります。
今後につきましては、引き続き、漁業者の負担をよ
り軽減するため、漁業団体と連携し、単年度事業とな
っている、省エネ機器導入事業の継続や「セーフティ
ーネット事業」における、国の負担割合を増やす拡充
強化を国へ要請するなど、燃油の高騰対策に取り組ん
で参りたいと考えております。

３ ブランディングのための環境政策について
北海道の水産業のブランディングのための環境政策
について、再度伺いたいと思いますが、繰り返しにな
りますが、水産業、とりわけ本道の水産業の持続的な
発展のためには、環境配慮が重要であると考えていま
す。
当面の厳しい競争に打ち勝つためのブランディング
としても、環境配慮が重要であると考えています。
道として、どのように考え、どのように取り組んで
いく考えか、改めて伺います。
また、先月１７日には、知床世界自然遺産登録１０
周年を迎えました。
知床世界自然遺産登録やその後の管理計画の策定に
あたり、水産林務部として、どのような役割を果たし
てきて、今後、どのように取り組んでいこうと考えて
いるのか、併せて所見を伺います。

○

二 道産食品の輸出拡大について
（一）水産加工施設における課題などについて
道産食品の輸出拡大に向け水産加工業を支援するた
めには、相手国が求める衛生管理基準を満たした、水
産加工施設が必要であると認識していますが、どのよ
うな課題があるのか伺います。
また、今後、加工施設の衛生管理の向上などに向け、
道として、法制度あるいは技術開発について、どのよ

○

山崎水産林務部長
本道水産業と環境についてでありますが、道といた
しましては、北海道の強みである天然の水産物を安定
的に供給していくためには、資源管理の取組と合わせ、
栽培漁業の振興が重要であると考えているところであ
ります。
また、欧米を中心に、環境への配慮と水産資源の持
続可能な利用を実現した漁業を認証する、エコラベル
の普及が進んできており、平成２５年には、北海道漁
業協同組合連合会が、イギリスのＭＳＣ認証をほたて
がい漁業で取得したところであり、エコラベルの取得
は、国際競争力の強化に繋がりますことから、今後と
も、取得に対して支援して参る考えであります。
次に、知床世界遺産の登録や管理計画の策定にあた
りましては、漁業者など地域関係者との協議・調整を
行い、これまで行ってきた、スケトウダラの禁漁区や
禁漁期間などの資源管理の取組や、治山ダムの切り下
げなどによるサケ類の産卵環境の改善と防災機能維持
の両立を図ったところであります。
道といたしましては、今後とも、地元関係者と協議
を行いながら、海洋生態系の保全と持続的な漁業の営
みの両立が図られるよう、取り組んでまいる考えであ
ります。
○

遠藤水産食品担当課長
水産加工施設の衛生管理対策についてであります
が、ＥＵとアメリカへ水産物を輸出する際には、相手
国の求める衛生管理基準、いわゆるＨＡＣＣＰなどの
認定を受けなければならず、水産加工施設において、
ＨＡＣＣＰの認定を取得するためには、従業員の意識
の向上や加工ラインをワンウェイ化するなど、衛生管
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うな課題があると認識しているのか伺います。
また、今後、加工施設の衛生管理の向上等に向け、
どのように取り組んでいく考えか伺います。

理の高度化を図ることが課題であると認識しておりま
す。
このため、道では、ＨＡＣＣＰの取得促進と衛生管
理の意識向上のため加工事業者を対象とした講習会を
開催するとともに、平成２４年度から、ＨＡＣＣＰに
対応した水産加工施設へ改修を支援する国の事業を活
用し、これまで２６社が、衛生管理の高度化に取り組
んでいるところであり、今後も、ＥＵとアメリカへの
道産水産物の輸出拡大に向け、水産加工施設の衛生管
理対策に取り組んで参る考えでございます。

（二） 域内循環・域内消費について
次に、域内循環と域内消費について、伺いたいと思
います。
私としては、知事公約にもあるように、輸出の取り
扱い高を増やし、販路の拡大を図ることは重要ですが、
一方で、国内消費の振興も図っていく必要があると考
えます。
例えば、最近は価格が高騰していて、動向が変わっ
ているかもしれませんが、例えば、そんなふうにして
もよく言われているのは、すべてを域外に出すのでは
なく、例えば、水揚げの２０％を優秀な料理人やシェ
フを育成して、地元で観光客などに最高の状態で食べ
てもらうことや、その地域で付加価値の高い加工をす
ることが、地域の所得向上に貢献すると指摘をされて
きている状況にあります。
道としては、この域内循環・域内消費について、ど
のように認識し、どのように取り組まれようとしてい
るのか伺います。

○

遠藤水産食品担当課長
国内消費についてでありますが、本道水産業にとっ
て、最も大切なマーケットは、当然ながら、国内市場
でありますが、国内だけでは、需給バランスが変動し
やすいことから、輸出も含め販路を確保し、価格の安
定を図っていく必要があります。
しかしながら、近年のホタテガイの流通実態につい
ては、中国などからの引き合いが非常に強く、産地価
格の急騰を招き、この結果、国内市場の縮小を招いて
いることから、道漁連などと連携し、大手調味料メー
カーとタイアップした、販促活動等を行っているとこ
ろでございます。
また、地元に水揚げされた水産物を地域内で加工し
消費する、「地産地消」の取り組みは、水産物の理解
を深め消費の拡大を図る上でも大変重要であることか
ら、調理専門学校等での食育講座を開催するなど、国
内における消費拡大についても、取り組んで参る考え
でございます。

（二－再）魚食・食育について
私としては、先ほど申し上げたとおり、輸出促進と
いうのを否定する、全否定するつもりはありませんけ
れども、それが本当に、地域にとって効果があるのか
ということは検証しなければいけないと思いますし、
新たな魚食の市場というか、そういうのを作っていく
ことも必要ではないかなと思っています。
そこで、魚食・食育について伺いたいと思いますが、
私の印象では、食育、食の教育の中で、魚食に関して
は、少し弱いような印象を私としては受けております
が、魚食・食育の現状と課題について、どのように認
識をされているのか。
また、今後、どのように取り組まれようとしている
のか伺います。

○

遠藤水産食品担当課長
魚食・食育についてでありますが、世界的に健康志
向の高まりから、水産物需要が伸びるなか、国内にお
いては、水産物の消費が低迷しており、魚離れに歯止
めをかけることが課題と認識しているところです。
このことから、道としては、家庭で手軽に調理でき
る「ファストフィッシュ」製品の開発や、学校給食へ
の導入促進を図る取り組みに支援するとともに、全道
各地域で漁業者や市町村と連携して、小学生から大学
生、さらには、子育て世代のお母さんなどを対象とし
た、出前授業に取り組んできたところであります。
これらに加え、今年度は、生協との共催により、将
来を担う子供たちを対象に、魚の捌き方や調理方法の
ほか、実際に漁業現場を視察する「こどもおさかな教
室」を明後日、余市町において、開催するなどして、
魚食を通じた食育の推進に取り組んでいるところでご
ざいます。

（三）輸出拡大に向けた取り組みについて
域内循環・域内消費について、質問しましたけれど
も、改めまして、輸出拡大に向けた取組について、非
常に、もともと域内収支を調べますと、かなり水産加
工品が唯一と言ってもいいくらい、北海道の域内収支
で黒字、僅かではありますけど黒字になっている状況
の中で、道産食品の輸出拡大について、水産林務部と
しては、これまで、どのように取り組まれてきて、ま
た、今後どのように取り組まれようとしているのか、
伺います。

○

中田水産局長
輸出拡大に向けた取り組みについてでありますが、
道では、これまで水産物の価格安定を図るため、国内
の消費拡大と併せ、秋サケやホタテガイ、スケトウダ
ラなどの輸出促進に取り組んできたところであり、生
産者団体と連携し、中国などにおいて、量販店での販
売促進ＰＲ等を実施してきたほか、ＥＵ向けホタテガ
イの生産海域の指定や水産加工施設のＨＡＣＣＰ取得
の促進など、輸出環境の整備を進めてきたところ。
今後につきましては、これまでの東アジアを中心と
した素材提供型の輸出から、加工製品など、付加価値
の向上を図った輸出を進めていくほか、新たなニーズ
として、香港や中国で需要が伸びている活貝や生鮮魚
の輸出に取り組むとともに、アメリカやＥＵに対して
は、加工場などのＨＡＣＣＰの取得促進を継続してい
く考えであります。
また、今年度から、漁連とホクレン及び道の三者が
連携し、中国での道産水産物を使用した和食イベント
の開催や中東やＡＳＥＡＮ諸国における新たな市場開
拓による、販路の多角化などにも、取り組んで参る考
えであります。

－ 4－
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（三－再）輸出拡大に向けた取り組みについて
もう一度伺いますけれども、水産物の輸出について、
水産林務部として、数値目標等は掲げるお考えなので
しょうか。掲げるとしたら、どのような目標を争点に
されるお考えか伺います。
私自身は、単に数値、取扱い高の目標設定だけでは
なくて、せっかく知事としても、食育というか第一次
産業をしっかりとやっていこうと言っている訳ですか
ら、私としては、目標設定にあたっては､目先の取扱
い高だけではなくて、「実際の漁師さん達や地域の所
得向上にどのように取り組むのか」、あるいは、私自
身が、今ご質問させていただいた「世界に発信できる
北海道水産業の環境価値をどのように確立するのか」、
あるいは「輸入代替も含めて、大きな意味での食育、
今ある食べ物を大事にするというのではなくて、伝統
的な和食のそういうものも受け継ぎながら、北海道ら
しい食文化といいますか、そういう新たな和食の文化
を作っていくために、どう取り組むか」など、大胆な
光の当て方を変えた、北海道水産業の未来のための課
題設定も必要と考えますが、見解を伺います。

○

弁

要

旨

山崎水産林務部長
輸出拡大に向けた取り組みなどについてであります
が、道が掲げる輸出１，０００億円の実現に向け、水
産業が果たす役割は、大きいものと認識しております。
水産資源は、海洋環境の影響を受けやすく、計画ど
おり生産が行われない特性を持ち合わせております
が、道といたしましては、ＨＡＣＣＰの取得促進等に
よる、衛生管理の高度化やエコラベル認証の取得によ
る環境に配慮した 持続的漁業であることをアピール
するとともに、世界的な「和食」ブームを背景に、日
本食の素晴らしさを伝える取り組みを進め、輸出先や
品目の拡大を図るなど、輸出の促進を図って行く考え
であります。
また、産地価格や漁家経営の安定を図るためにも、
輸出の促進促は重要な役割を果たしておりますが、残
念ながら、現在、道内におきましては、海域毎の所得
に大きな差があり、特に日本海地域の対策は、喫緊の
課題と受け止めておりますことから、道といたしまし
ては、計画的かつ速効性のある漁業所得の向上を目指
し、日本海漁業の振興により、海域間格差の是正が図
られるよう、取り組んで参る考えであります。

目標を具体的に定める考えはないようなのですけれ
ども、現場サイドで、せっかく知事が、所得を増やし
ていくというところではありますけれども、第一次産
業をしっかり重視して行こうというところなので、し
っかりとした地球環境の普及ですとか、普段お持ちに
なっている課題についても具体的な予算措置をする中
で、現場を支援していくことを私としても見せていた
だけるような目標設定をお願いし、私自身も質問を通
じて勉強させて頂きたいと思います。
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