
 

 

令和３年度水産審議会 栽培・養殖・流通部会の概要 

 

開 催 日：令和４年３月25日（金）（書面開催） 

出席委員：10名（書面出席10名） 

 

議題 

議案１ 協議事項 副部会長選任について          

議案２ 協議事項 令和３年度種苗生産結果及び令和４年度種苗生産等計画（案）について 

議案３ 協議事項 令和４年度魚類養殖にかかる対応策（案）について 

議案４ 協議事項 令和３年度藻類養殖事業結果及び令和４年度藻類養殖事業計画（案）について 

議案５ 協議事項 「第８次水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本 

計画（案）」について       

議案６ 報告事項 香川県水産業基本計画の進行管理について 

        
 

会議概要 

  今般の部会については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参集による会議

開催を中止し、書面により開催した。 

書面開催の方法 

  令和４年３月18日（金）   審議資料を郵送により全委員へ送付。 

      ３月25日（金）まで 各委員から「令和３年度水産審議会栽培・養殖・流通部会議事 

回答書」の提出。 

      ４月19日（火）   「決議結果及びご意見に対する事務局からの説明・回答」を全

委員へ送付。 

会議の結果及び意見について 

 議案１ 協議事項 副部会長選任について 

集計した結果、小濱委員が副部会長に選任された。 

議案２ 協議事項 令和３年度種苗生産結果及び令和４年度種苗生産等計画（案）について 

（賛成10、反対０） 

前年度からの変更点：放流用及び養殖用クルマエビ種苗の大きさ（60ｍｍ）について、海

水温上昇前に取り上げて放流を行うため、「50～60ｍｍ」に変更し、一部従来

と比べ早期に配布する予定。 

議案３ 協議事項 令和４年度魚類養殖にかかる対応策（案）について 

（賛成９、反対０、未記入１） 

主な内容：前年度からの変更点として、天然種苗依存から人工種苗活用を含む種苗確保

の安定化に向けた検討、情報収集を追記した。 

議案４ 協議事項 令和３年度藻類養殖事業結果及び令和４年度藻類養殖事業計画（案）について 

    （賛成10、反対０） 

主な内容：クロノリ食害対策試験（志度湾地区）、財田川でのアオノリ養殖適地選定試験、

アオノリ採苗試験（水産試験場）の結果を報告した。 

議案５ 協議事項 「第８次水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本 

計画（案）」について 

    （賛成10、反対０） 

主な内容：次期栽培漁業基本計画（R4～R8年度）について、令和４年度中に策定予

定。このことについて、計画概要、本文（案）、香川県の栽培漁業の現状

と今後（レポート）を中心に資料を提示した。 

資料 2 



 
 

議案６ 報告事項 香川県水産業基本計画の進行管理について 

主な内容：令和３年度に策定した香川県水産業基本計画との整合性を図りつつ、以下の

指標について進行管理を実施。基本計画に基づいて水産業の栽培・養殖・流

通各部門の施策・事業を展開していく予定。 

 

 

  

指   標 計画策定時 ７年度 

(目標値) 

３年度 

(実績値) 

オリーブ水産物の生産尾数 

（累計） 

万尾  130 H28～R2年度累計   141.0    26.9 

クロノリ1柵あたりの生産枚数 枚/柵 4,547 H28～R2年度平均 4,600 3,748 

キジハタ種苗生産尾数 

（累計） 

千尾  658 H28～R2年度累計  686   181 

魚介類の増殖技術の開発件数

（累計） 

件   0 H28～R2年度累計   3    1 

県民1人あたり魚介類（生鮮・

加工）購入金額 

円 30,895 H28～R2年度平均 31,000 未公表 

水産エコラベル等認証取得件数

（累計） 

件   2 H28～R2年度累計   10    1 



 
 

令和３年度水産審議会 漁港・漁場整備部会の概要 

 

開 催 日：令和４年３月15日（火）（書面開催） 

出席委員：７名（書面出席 ７名） 

 

議題 

議案１ 報告事項 圏域総合水産基盤整備事業計画（案）について 

議案２ 報告事項 香川県水産業基本計画の進行管理について 

議案３ 報告事項 令和３年度漁港及び漁場整備事業の実施状況について 

議案４ 報告事項 令和３年度播磨灘東讃地区増殖場造成箇所マコガレイ稚魚生息状況調査に

ついて 

議案５ 報告事項 令和３年度水産多面的機能発揮対策事業の実施状況について 

議案６ 協議事項 令和４年度漁港及び漁場整備事業の計画について 

議案７ 協議事項 令和４年度水産多面的機能発揮対策事業の計画について 

 

会議概要 

 今般の部会については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参集による会議

開催を中止し、書面により開催した。 

書面開催の方法 

  令和４年３月７日（月）    審議資料を郵送により全委員へ送付 

      ３月14日（月）まで  各委員から「令和３年度水産審議会漁港・漁場整備部会 議事

回答書」の提出。意見のあったものについては報告を行った。 

 

会議の結果及び意見について 

議案１ 報告事項 圏域総合水産基盤整備事業計画（案）について 

    （賛成７、反対０） 

      事務局で作成した「圏域総合水産基盤整備事業計画（案）」の内容について、漁港

管理者である市町へ意見照会を行い、市町からの意見に沿って内容を修正した上で、

国へ提出することが報告された。 

 

議案２ 報告事項 香川県水産業基本計画の進行管理について 

    （賛成７、反対０） 

    基本方針２「未来へつなぐ水産基盤と漁場環境の創造」の各指標の実績は次のとおり 

    指標 計画策定時 ３年度 

（実績値） 

藻場造成面積 ha 124 R2年度 125 

海ごみ回収事業を実施する活動組織の増加 組織 6 R2年度 4 

漁港海岸保全施設の整備延長 m 375 R2年度 450 

防災意識向上のための講習会の開催（累計） 回 4 H28～R2年度累計 0 

 

議案３ 報告事項 令和３年度漁港及び漁場整備事業の実施状況について 

    （賛成７、反対０） 

      国の交付金事業、補助事業及び県単独補助事業を合わせ約 12 億円の事業費によ

り、漁港・漁場整備、漁港の機能保全、機能強化、海岸の地震・津波対策等が実施

されたことが報告された。 

 



 
 

議案４ 報告事項 令和３年度播磨灘東讃地区増殖場造成箇所マコガレイ稚魚生息状況調査に

ついて 

    （賛成７、反対０） 

          令和２年度におこなった同じ調査に比べ、出現密度が高く、増殖場内では平均体

長がやや大きい傾向であることが報告された。 

 

議案５ 報告事項 令和３年度水産多面的機能発揮対策事業の実施状況について 

    （賛成７、反対０） 

      事業費約３千６百万円で６活動組織により、藻場の保全、干潟等の保全、海洋汚

染等の原因となる漂流、漂着物、堆積物処理が実施されたことが報告された。 

 

議案６ 協議事項 令和４年度漁港及び漁場整備事業の計画について 

    （賛成７、反対０） 

      国の交付金事業、補助事業及び県単独補助事業を合わせ約 10 億円の事業費によ

り、漁港・漁場整備、漁港の機能保全、機能強化、海岸の地震・津波対策等の事業

に取り組む計画であることが事務局から提示され、承認された。 

      漁港・漁場整備について早期完了の意見があった。 

 

議案７ 協議事項 令和４年度水産多面的機能発揮対策事業の計画について 

    （賛成７、反対０） 

          令和３年度から１活動組織増え、計７活動組織により、藻場の保全、干潟等の保

全、海洋汚染等の原因となる漂流、漂着物、堆積物処理に取り組む計画案が事務局

から提示され、承認された。 

  



 
 

令和３年度水産審議会 担い手対策部会の概要 

 

開 催 日：令和４年３月18日（金）（書面開催） 

出席委員：７名（書面出席 7名） 

 

議題 

議案１ 協議事項 副部会長の選出について          

議案２ 報告事項 令和３年度漁業の担い手確保・育成関係事業の実施結果について 

（１）事業実施状況                 

（２）香川県漁業就業者確保育成センター相談状況   

議案３ 報告事項 香川県水産業基本計画の進行管理について 

議案４ 報告事項 漁業担い手育成指針（案）について     

議案５ 報告事項 香川県漁業士認定要綱について       

議案６ 協議事項 令和４年度漁業の担い手確保・育成関係事業の実施計画について 

議案７ 審査事項 香川県漁業士の認定について        
 

会議概要 

  今般の部会については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参集による会議

開催を中止し、書面により開催した。 

書面開催の方法 

  令和４年３月８日（火）    審議資料を郵送により全委員へ送付 

      ３月 18 日（金）まで 各委員から「令和３年度水産審議会担い手対策部会 議事回答

書」の提出 

      ４月19日（火）   「決議結果及びご意見に対する事務局からの説明・回答」を全委

員へ送付 

 

会議の結果及び意見について 

 議案1 副部会長の選出について選任 

宇山委員が副部会長に選任された 

議案２ 報告事項 令和３年度漁業の担い手確保・育成関係事業の実施結果について 

以下について承認された（賛成７、反対０） 

（１）事業実施状況 

漁業の担い手を確保及び育成するため、かがわ漁業塾の実施、事業承継セミナーの

実施、香川県漁業士の活動支援及び漁協等が行う水産教室への助成を行った。 

（２）香川県漁業就業者確保育成センター相談状況 

香川県漁業就業者確保育成センターにおいて令和３年度に 13 件の就業相談を受け、

11名が就業した。 

議案３ 報告事項 香川県水産業基本計画の進行管理について 

    以下について承認された（賛成７、反対０） 

    基本方針２「未来を伴う漁業経営の育成」の各指標の実績は次のとおり 

    指標 計画策定時 ３年度 

（実績値） 

新規漁業就業者数（累計） 人 149 H28～R2年度累計 33 

漁協女性部連合会の活動回数（累計） 回 78 H28～R2年度累計 10 

 

 

 



 
 

議案４ 報告事項 漁業担い手育成指針（案）について 

    以下について承認された（賛成７、反対０）。 

令和３年度に策定した香川県水産業基本計画との整合性を図りつつ、漁業担い手の確保・

育成のための基本的な考え方を示した方針を作成した。 

議案５ 報告事項 香川県漁業士認定要綱について 

    以下について承認された（賛成７、反対０）。 

新規就業者を育成する立場の者による判断に基づいて認定したく、香川県水産審議会へ

の諮問方式から、担い手専門部会である香川県水産審議会担い手対策部会での意見徴収方

式に変更する。 

改正内容 

・ 漁業士認定の際、香川県水産審議会への諮問・答申の手続きを廃止し、香川県水産審

議会担い手部会での意見徴収後に県で認定する。なお、認定時の決裁に部会の議事録を

添付する。 

・ 認定解除についても、認定解除申請書の提出と部会での意見徴収で可能とする。 

議案６ 協議事項 令和４年度漁業の担い手確保・育成関係事業の実施計画について 

    以下について承認された（賛成７、反対０）。 

漁業の担い手を確保及び育成するため、かがわ漁業塾の実施、事業承継セミナーの実施、

香川県漁業士の活動支援及び漁協等が行う水産教室への助成を行う。 

議案７ 審査事項 香川県漁業士の認定について 

     承認７名、不承認０名の結果、出席者の過半数の承認を得たため、知事から推薦のあった

３名が香川県漁業士に認定された。 

 


