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平成 21年度水産関係公共事業に関する事業評価技術検討会議事概要 

 

・開会 

・橋本漁港漁場整備部長より挨拶。 

・委員の紹介の後、互選により岡安委員が座長に選出され、座長代理に中村委員が指名

された。 

・事務局より、平成 21 年度水産関係公共事業に関する評価概要と事前評価について説明。 

 

岡安座長：今、公共事業に関する事業評価について３件説明をいただきました。最初の１

件が新規の直轄事業と、それからあとの２件が補助事業ということでしたが、委

員の皆様から御意見あるいは御質問があればいただきたいと思います。 

中村委員：最初のパワーポイントのほうの費用対効果分析の概要（２）のところですが、

①から次のスライドに⑥までありますが、この便益の帰属先と費用の負担軽減先

というのは誰なのかと見ると、④の生産量の増加効果というのは、明らかに漁業

関係者の直接効果です。⑤の水産加工も漁業関係者、漁業の効果。要するに生産

者側の効果。それから、流通付加価値効果というのもある意味供給側の効果です。 

     それで、７枚目のスライドの①、②、③を見た場合に、魚群探索経費の削減と

いうのも、多分、漁業関係者の便益というか費用の削減効果。②のところが、増

殖効果というのは、増えているわけですけれども、増えた部分の一部とっている

ところが次の生産量の増加効果になっているのが、ひょっとすると含まれるのか

という気もしているのが一つ目の質問。さらに、この増殖効果というのは便益の

帰属先はどこなのかということ。基本的には消費者と生産者どちらかなんですが、

この場合、もう一つの広い意味で社会的な非市場価値の効果というものなのか。

それは③に関連するかもしれませんが、②と④がひょっとするとオーバーラップ

するかもしれないという懸念があったので教えていただければと思います。 

岡安座長：お答えいただけますでしょうか。 

整 備 課：まず、１点目のオーバーラップの部分でございますが、湧昇流漁場については、

この便益項目のイメージ図を見ていただくと、増殖機能と蝟集機能と２つに分か

れます。今回、増殖効果については、増殖機能で増えた資源のみを考えています。

生産量の増加効果については、この蝟集機能の部分のうち保護水域外で漁獲でき
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るものについて算定しておりますので、切り分けといいますか、オーバーラップ

はないということでございます。 

計 画 課：生産量増加効果については、今回は増殖機能を含まない海域での調査結果を用

いているので、生産量の増加効果というのは増殖分を含んでいないという整理で

計算しております。 

中村委員：湧昇流の漁場を整備しなくても、保護水域の外で捕れたはずです。それが整備

したことによってその分増えたという部分を指すのですか。 

整 備 課：その部分です。 

中村委員：もう一つ、基本的なことですが、これをやったことによって生産量が増えたと

いうのはある程度明確にわかるのですか。 

整 備 課：これは、周辺水域の漁場の調査結果を用いており、また整備する場所では漁獲

が上がっていないということもわかっておりますので、そこから増加効果を出し

てきたものでございます。 

     もう１点の方でございますが、今回の漁場整備については、資源の増大という

ことを大きな目的、目標としているところでございます。ですので、資源が増え

た量を価値として換算しようということで、この増殖効果と資源保護効果につい

ては、資源が増えた分を価値化するということで、将来的にといいますか、それ

については漁業者の価値になるのかもしれないですし、消費者の価値になるのか

もしれないですし、社会的な価値になるのかもしれないですし、今回、そうした

ものをきちっと評価として見て②、③の効果を換算したところでございます。 

中村委員：資源が増えたというよりも、減らなかったと言ったほうがいいんじゃないか。 

整 備 課：減らなかったということです。特に、資源保護効果についてはここでとられな

いようにしたということですので、その分の効果ということでございます。 

中村委員：くどいようですが、とられないようにしたということは、今までとられる可能

性があったところがなくなったわけですから、逆にその分、漁業者の収益が潜在

的に減っていると。 

整 備 課：そうです。 

中村委員：だからプラマイゼロじゃないかなという気もするんですけれども。そうでもな

いですか。 

整 備 課：漁業者の評価というのは④の生産量の増大効果で評価をしていて、④の部分は
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資源保護量を差し引いておりますので、明らかに減っております。また、この③

の資源保護効果は保護した事について評価するものであり、漁獲と保護との貨幣

化の考え方が異なり、プラスマイナスゼロという考えは当てはまりません。 

岡安座長：中村先生、よろしいでしょうか。 

中村委員：はい。 

安永委員：同じ事業のところで１点お聞きします。生産量の増大効果等々で年間蝟集量と

いう項目を挙げて、たしか周辺水域での数値に基づいて計算をしたとの説明だっ

たようですが、当該整備地域には施設がまだできていないため、蝟集量そのもの

は算定できないと思いますので、これに替わる周辺水域での蝟集量というのは、

基本的にはどういうようなプロセスを経て求められたと理解すればよろしいで

しょうか。 

整 備 課：この蝟集機能にかかわる部分については、九州西地域の既存の漁場について、

巻き網の漁獲量を調査いたしまして、その量をもとに算定しているということで

ございます。 

安永委員：ほかの漁場での漁獲量をベースにして、整備地域での数値に当てはめていると

いうことですか。 

整 備 課：そうです。 

安永委員：基本的にはそういうことでよろしいと思いますが、今後、事業の進展に伴って、

その辺の実際のところは確かな数値であるのか、整備地域においてさらに調査を

進めていただければと思います。 

岡安座長：ありがとうございました。ほかに、説明いただいたもう２つの補助事業のほう

についてはいかがでしょうか。何か御質問、御意見ございますでしょうか。 

安永委員：有明海の覆砂による効果を期待する事業についてですが、覆砂はアサリの増殖

等ではよく使われていますけれども、今回は主にタイラギを対象にしているとい

うことなので、タイラギの生活史上どの時点で関わりを持って増殖効果が期待さ

れるのか、そういうことについては調べておられるのでしょうか。 

計 画 課：有明海につきましては、過去にも覆砂事業をやってきておりまして、整備され

たエリアを継続的に調査しております。その中で、アサリ、タイラギ、さらには

サルボウなどの生息も確認されておりまして、それらの実態をもとに、今回便益

を算定しております。生まれてから漁獲までの間、覆砂を行った場所に生息する
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という考え方で、効果は算定しております。 

安永委員：それから、覆砂はやや深いところで実施されるということですが、覆砂事業実

施後の砂の安定性については、干潟域での覆砂と同様の安定性があると考えてよ

ろしいのでしょうか。 

計 画 課：この点も、試験的に一部、実態調査をしておりますので、それらを踏まえて過

去に良い漁場であった場所を選定して今回新たに事業化に至っております。砂の

安定性につきましても、浅海域と変わらないと考えております。 

岡安座長：私の方から一つ質問させていただきたいんですけれども、琵琶湖のほうと有明

海のほうと、施設の耐用年数がそれぞれ 30年と 10年という形で算定されている

んですが、それはどのあたりから出てきた値なのでしょうか。 

計 画 課：これにつきましては、過去の実態によって施設がどのくらいもっているかとい

うところも踏まえまして、それらから算定しているところでございます。有明海

の覆砂につきましては、底質の悪化の要因として浮泥、潮の干満という自然環境

の影響によるところが大きくて、実際に 10 年くらいは効果として持続している

ことから、10年ということで算定しております。琵琶湖につきましては、漁場と

して今後、人的にもきちっと漁業活動を行いながら維持管理をしていくというと

ころで、現地の実態等を踏まえて 30 年以上の効果が持続していることもござい

ますので、琵琶湖のほうでは 30年、有明海のほうでは 10年と設定させていただ

いております。 

岡安座長：ありがとうございました。この事前の評価について今伺った意見については、

また事業のほうに活かしていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

・事務局より期中評価について説明。 

 

岡安座長：以上４件御説明いただきましたが、一つ確認させていただきたいのは、今、こ

の期中評価というものが、資料３－２の１ページを見ますと全部で 10 件ありま

すが、そのうち６件につきましては、農山漁村地域整備交付金で対応ということ

で、この場では特に議論する必要がないというお話でよろしいでしょうか。 

計 画 課：最初に御説明いたしませんで、申し訳ございませんでした。本年度、期中評価

を予定している箇所につきましては、10件を予定しておりまして、その中で最初
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に説明しました水産物供給基盤整備事業につきましては、④の漁業情勢の急激な

変化等により見直しの必要性が生じた事業ということで、事業評価をさせていた

だいております。 

     そのほかの、漁村総合整備事業の６件と海岸保全施設整備事業の１件につきま

しては、ある程度時間が経過したことにより基準に達したために行う評価となっ

ております。 

     先ほどおっしゃられましたように、そのうち漁村総合整備事業につきましては、

次年度より農山漁村地域整備交付金というもので対応されるということです。交

付金というのはある程度事業主体、都道府県の御意思により進めていただく事業

となっておりますので、国としては何らかの方針を示すということはしないとい

うことになっておりまして、単純に点検項目を点検しただけというものでござい

ましたので、特に事例としてはお示ししなかったところでございます。 

岡安座長：わかりました。ありがとうございます。 

 それともう１件、補助事業に関しましては、都道府県というか実施主体におき

まして、それぞれ期中評価等を、例えばこの 10件なら 10件に関して個別にそれ

ぞれ事業主体でやられていると理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。 

計 画 課：事業主体におきまして、事業評価制度は広く浸透されてきておりますが、実施

しているところと実施していないところがございます。今回御紹介したところの

地区につきましては長崎県の万葉地区だけが期中の評価を行っております。 

防災漁村課：海岸事業につきましても同様でございまして、各県まちまちでございます。 

岡安座長：わかりました。 

     この期中評価に関しましては、こちらで検討することがないものというのは漁

村総合整備事業の６件が該当していて、それ以外の４件に関しては、今、すべて

説明をいただいたということですね。 

     そうしましたら、この４件につきまして、どちらからでも結構ですので、御質

問、御意見等ございましたら、委員の先生、よろしくお願いいたします。 

関委員：すみません。遅れまして失礼いたしました。 

     質問というか、これはわかれば教えていただきたいことなんですけれども、焼

津はいいのですが、その前半の３地区なのですけれども、漁業者数がところによ

っては半分近く減っているという状況なわけですが、その半減した中身が知りた
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くて、高齢化率とか、20 代、30 代という若手の人たちがどのぐらいいるのかと

いう状況が概要的にわかれば教えていただきたいのと、急激な変化で必ずこうい

うふうに漁業者数が半減とか、隻数が減少とか、金額がという話になるんですけ

れども、難しいことだとは思うんですが、なぜそこまで予測がずれるのか、その

ずれた理由ですよね。急激な変化といっても、その変化の背景というのがどうな

っているかというのは、この数字だけ見るとわからないので知りたいところなん

ですけれども、わかれば教えてください。 

計 画 課：まず１点目の、急激な変化というのがどういう要因で起きているかというとこ

ろでございます。ご質問の高齢化率等についての数字は現在持ち合わせておりま

せんが、それぞれの状況についてご説明させていただければと思います。高千地

区につきましては、やはり高齢化というものが一番大きなものでございます。一

方で、新規の組合員の加入というのも毎年増えてきております。さらには大型定

置網の新たな参入というところもございまして、全体的には数字は減っているん

ですが、新たな漁業形態等も踏まえて、計画の見直しをするべきであろうという

ことになってございます。 

     次の馬島地区についてでございますが、こちらも漁業者数というのが大きく減

っているところでございますが、組合員数で見るとほとんど増減はありません。

こちらはお手伝いさんなどの減少が大きいのかなと考えております。ここの地区

につきましては、実際、組合員数は変わっていないこともございまして、本土で

働いていた方が戻ってきたりとか、世代交代が非常に進んでいる地区でございま

すので、減ってはいますけれども、今後はこの数字を現状維持していくものと考

えております。 

     最後の万葉地区についてでございますけれども、こちらも馬島と同じく、お手

伝いさんの方が減っているという実情がございまして、組合員数については余り

変わってございません。そういったことで、施設の規模を考えるときには、もち

ろんお手伝いさんも含め計画を考えるところでございますが、現状の組合員数等

を踏まえて、今回の見直しに至ったというところになります。 

     ここでも後継者対策というものに非常に力を入れておりまして、漁業体験とか、

いろんな施策というものをこれから打ち出していこうと考えているところでご

ざいますので、今の段階では減少はしているのですけれども、将来的にはまだま
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だ期待の大きい地区であるという認識でございます。 

     ２点目のどうして予測できなかったかというところでございますが、当初計画

時につきましては、計画時の直近のデータ、その推移から 10 年後を推計してい

るところでございます。情勢の変化というものもなかなか予測できないというの

が正直ある問題でございまして、それらを踏まえて、今回の地区につきましては、

情勢の変化で減ってきているのですけれども、今後の将来の推計という見直しも

今適切にやっているところでございます。今回の減少を予測できなかったという

のは、様々な要因によるものであるためなかなか難しいというのが正直なところ

でございます。 

岡安座長：その他、御質問等ございますでしょうか。 

安永委員：今の話に出ました新潟の佐渡の高千地区では、定置網の参入に備えた残事業を

進めたいというお話のようでしたが、定置網漁業も、私が見聞きするところでは

人手不足で経営が難しくなっているところが全国的に多いということのようで

す。高千地区では定置網漁業が新たに参入されるということについて、一定の経

営上の見通し、見込みがあるというような情報を、どういう魚種を対象にするか

ということを含めて、お持ちであれば聞かせていただければと思います。 

計 画 課：定置網の参入につきましてでございますが、実際参入したのは平成 20年の３月、

おおむね２年くらい前からここの地区でやってございます。なぜここかというと

ころですけれども、地域的なものとか、背後の用地が十分あるといったことから

参入してきているのだろうと思っております。 

     対象種につきましては、ブリなどを考えており、今も実際漁獲はしています。

ブリでございますと、同じ佐渡の両津の市場のほうへ持っていったりとか、また

一方で富山の氷見のほうに持っていったりということで、経営状況は現時点では

非常に安定していると聞いています。さらに定置網業者につきましては、背後の

用地に自分たちが漁獲してきたもの用に加工場を建設する予定と聞いておりま

すので、さらなる飛躍が期待されております。 

岡安座長：私から１点お伺いしたいんですが、馬島地区の変更で、外郭施設が一部なくな

っていることに対する影響は特にないということなのでしょうか。天日加工の干

し場の左側にある防波堤を見直しすることで、逆に静穏度が悪くなるということ

はないでしょうか。 
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計 画 課：スライドの左の図の赤いところだと思うのですけれども、用地から手前の部分

が防波堤で、港内の静穏度を確保しております。その奥のほうは護岸になりまし

て、用地を守るための施設になってございますので、そのことによって港内の静

穏度に影響を与えるものではないという施設になっております。 

岡安座長：ありがとうございます。 

関委員：馬島地区は今、進捗率は約３割となっているんですけれども、埋め立ては全然手

をつけていない状態だったのですか。 

計 画 課：はい。まだ手をつけておりません。浮桟橋だけがまだ未着手という形になって

います。 

関委員：わかりました。ありがとうございます。 

岡安座長：そのほか、御質問等はございませんか。 

中村委員：期中評価のところで、費用のほうは投下した費用だと思うんですが、便益のほ

うは毎年毎年便益が変わりますね。例えば、漁獲機会も毎年毎年、出漁に出た回

数、それは毎年変えて積み上げておられるわけですか。 

計 画 課：今回の評価につきましては、基準年を今年度、21年度ということで最新のデー

タをもって見直しをしている数値になっております。 

中村委員：整備してから便益が生まれてきますね。過去やったときに、例えば出漁回数と

かいうのはその年によって変わりますね。実際、発生した便益というのは。 

計 画 課：それについては、将来の推計の話にもなってくると思うのですが、やはり、波

がありますので、前年の過去５カ年とかのデータを踏まえて算定しております。 

中村委員：効果が現れ始めて、効果はずっと続きますよね。だから、２つの見方があって、

効果の出し方を、費用の場合だったら毎年、投下した現在価値を積み上げていく

わけですけれども、便益の場合も、過去に発生した便益が毎年多分変わってくる

と思うのです。そうすると、どの時点で基準化するかは別として、それぞれの年

年の便益が変わってくるので、それは出漁回数とか、実際の水揚高とか、あるい

は細かく言うと、生活環境は変わったといっても、整備した当時は良かったけれ

ども、だんだん摩耗してきたり悪くなってくるので、多分、便益も可変的なもの

じゃないかなというのが一つあります。 

     もう一つは、便益というのはここで終わるものではなくて、将来的に続くわけ

ですから、もちろん現在で区切ってしまうと多分便益は、逆に言うと過小評価に
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なる。もう一つ費用の方は、当然維持管理費用も入ってくるわけなので、それは

どのように考慮されているかと。その２点です。 

計 画 課：算出の方法について補足させていただきますと、期中評価、現時点の基準年を

作って、その前については変動しておりますが、その変動を事細かに毎年計上す

ると手間も非常にかかりますし、便益の期間を漁港施設は基本的に 50 年の期間

をとっておりますので、残りの約 50 年間の方が変動要因が非常に大きいので、

Ｂ／Ｃを算出するに当たっては、発生した１、２年の便益について一律に計算し

ても、実際の値とは多少変わる部分はございますけれども、Ｂ／Ｃにおいてはほ

とんど影響が生じないと判断しておりますので、実績部分についても算出は一律

の計算を行っております。 

     それから、後段の維持管理経費でございます。維持管理費についてはコストの

方に毎年度便益の効果期間分の将来のコストとして計上して計算しているとい

うことで、その辺は加味しております。 

中村委員：わかりました。また、割引率の４％とありましたけれども、今では高いのでは

ないか。便益が後になって出てくるような整備事業のときは損をします。逆に、

コストの場合は将来、非常にかかるようなコストの場合は高く割り引かれるので、

割と得というか、費用は過小評価される。両方ありますが、割引率のせいなので

何とも言えないですけれども。 

計 画 課：御指摘のとおり、今４％を全国一律で使わせていただいておりますけれども、

実勢からするともっと低い値ではないかという声は事業主体のほうからも非常

に強く受けております。４％については議論があるところですけれども、我々だ

けで決めている数値ではないので、今後、変更する機会があれば適切な値に変え

たいと担当としては考えております。 

岡安座長：いろいろと難しい問題はあろうかと思いますけれども、とりあえず現状ではこ

のような形で算定しているということで、よろしいでしょうか。 

     ほかに特にないようでしたら、先に進ませていただきたいと思います。期中の

評価につきましても、いただいた意見をまた反映させていただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

     それでは、続いて完了後評価、事後の評価のほうに移りたいと思いますので、

説明をよろしくお願いいたします。 
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・事務局より完了後の評価について説明。 

 

岡安座長：ありがとうございました。 

 事後の評価につきましては、全 34 件のうち各カテゴリーごとに１件ずつ代表

として選んでいただいて、４件説明いただきましたが、これについて御質問、御

意見等ございますでしょうか。 

関委員：漁村総合整備の鈴地区なのですけれども、集落排水をやっているということで、

これは今、接続率はどういうふうになっているでしょうか。 

防災漁村課：接続率としましては、現在、40くらいという形になっております。ここ最近、

伸び率がちょっと落ちていますけれども、市町村さんも個人宅に訪問もしまして、

積極的には接続率を上げようとしているところでございます。 

関委員：ありがとうございます。 

岡安座長：そのほかに御意見ございますでしょうか。 

安永委員：茨城県の鹿島灘北部地区の評価では、魚礁群の設置により生産増大が図られて

いるという説明があったのですが、具体的な効果の内容が、文章からではわかり

にくいので、どのような漁業種類あるいは対象魚種で効果が高かったということ

についての情報はないのでしょうか。 

計 画 課：事業の効果につきましては、この鹿島灘北部地区の魚礁を設置した海域で標本

船調査を行っております。その中で、対象とする漁業種類、魚種の漁獲量を把握

しておりまして、ヒラメやカレイ類などの漁獲が確認され、事業効果として算出

しているところでございます。 

岡安座長：ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。 

     先ほど最後に、この事後の評価の中には事前に費用便益の調査をしていないも

のがかなりあるというお話だったのですが、そのときの当初の事業の効果という

のは、Ｂ／Ｃではない何か別の尺度で計画をされて、現在Ｂ／Ｃで求め直すとこ

ういう形でありましたということだと理解してよろしいんですかね。比較的数字

が安定しているというと偶然なのかもしれませんが、どの事業も大体 1.0 以上、

1.5 未満ぐらいの形でうまくおさまっているので、非常に効果的な投資がなされ

たのかなとは思うんですが。当初、ただやみくもに多分やられていたわけじゃな
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いだろうと思いますので、その当時のそういう検討というのが何でされていたん

でしょうか。 

計 画 課：評価制度が、平成９年ぐらいから作り始めて 14年から本格的に導入したという

経緯がございます。では、それまでどういうふうに事業採択していたかと言いま

すと、その事業の効果、目的をきちんと精査した上で公共事業、国として補助す

るものかを適切に判断して決めておりました。また、内容についてより効果がで

るように、いろいろ創意工夫をして事業を推進してきております。その結果、や

はり今の整備のやり方も従前も変わらず効果が十分でるように努力しておりま

すので、その結果だけみると偶然のようにも見えますが１を超えているという結

果が得られているのではなかろうかと考えております。 

岡安座長：形式的にはこういう形で残ってはいないというか、こういう規定された表のよ

うな形にはなっていないけれども、何かしらのそういう評価が行われていて、そ

の結果、当然、うまく事業評価できていたということですか。 

計 画 課：そう理解いただければと思います。貨幣化するような判断項目は当時なかった

けれど、それが最近、いろいろ手法を開発して費用対効果を、事業採択に当たっ

ての一つの項目として取り入れることができるようになったという背景がござ

います。当時はまだそこまで技術ができていなかったので、それ以外の項目で判

断していたということでございます。 

岡安座長：ありがとうございました。 

     ほかに御質問、御意見等ございますか。よろしいでしょうか。そうしましたら、

事後の評価になりましたけれども、また、今の意見等を踏まえて事業に生かして

いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

・事務局より水産基盤整備事業費用対効果ガイドラインについて説明。 

 

岡安座長：ありがとうございました。 

 ４点ほど説明いただきましたが、これに対しまして御意見、御質問等ございま

したらよろしくお願いいたします。 

関委員：意見というか質問なんですが、今この事業評価の手法の話がいっぱい出てきたわ

けですけれども、この事業評価というのは、事業の主体者が国民に対してその事
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業のやる意味を説明するということですよね。それは間違いないですよね。 

     その前提の上に立って、やっぱり事業評価をしなきゃいけない自治体の方々が

いて、それを判断する国民がいるわけですから、やる人がわかりやすい、それか

ら見る人がわかりやすいものであることが、まず前提条件じゃないかなという気

がしています。 

その前提で、一つは衛生管理について、衛生管理をやったからといって、それ

が商品の価格にプラスになるというのは、本当に難しいことですね。だけれども、

今ＣＶＭとかでやって８～10％という数字が出たのですが、例えばこれを実態調

査をその都度その地域でやるというのは余り現実的ではないような気がするの

です。この８～10％の数字というのを水産庁の定めた定数みたいにすることがで

きるのか、お聞きしたいところです。 

     もう一つは産業連関についてですが、専門家の方にお聞きしたいことですけれ

ども、例えば漁村のような小さい地区ごとに地域のＧＤＰを出すといったときに、

それは全部足し合わせていったら、国のＧＤＰとの関係というのがどうなるのか

ということです。 

     もう一つは、手法として、みんなが使いこなせるのか。どのぐらいまではしょ

ったやり方をしても信憑性のある数字が出るのかどうかというのが、専門家の方

に聞きたいところです。 

     さらに、便益を出すことに対して予算を組まなきゃならないようなことが起こ

るとしたら、それは本末転倒じゃないかなということ。産業連関でも他でもいろ

んなやり方がありますから、選択肢の一つとして挙げるということでしょうか。

ガイドラインにこういうものを位置づけるということは、県とか市町村の自治体

の人たちから見ると、これをやらなきゃいけないんじゃないかと思ってしまいま

す。だから、自分たちのやりやすい方法を選択し、きちんとした数字が出ればい

いのですよということは必ず浸透させてほしい。産業連関を出した意図をきちん

と浸透させて、あまり自治体とかに混乱を来すようなことのないような配慮をぜ

ひお願いしたいと思います。 

計 画 課：ありがとうございます。いろいろいただきましたけれども、まず衛生管理の点

について補足させていただければと思います。衛生管理も御指摘のとおり、現状

ですと、取り組んでもＢ／Ｃ、全くＢに計上できていない現実があります。これ
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では衛生管理の対策が進まない。そこで、今いろいろなデータをお示ししたとこ

ろですが、ここでまさにご指摘の議論をしていただきたいと思います。国として

一番後押しできる数字は、先ほど御説明しましたように、消費安全局、全国をモ

ニターにした結果、こちらは８％という結果が出ております。いろいろ議論ある

と思いますが、こういう値を国としての値として推奨というか、示しつつ、あと

は実態を踏まえて、地域の実情に合った数値を使って計算をしていただきたいと

思っております。我々もこれで 100％だとは思っていませんで、今後もこういう

調査なり分析は引き続き続けていきたいと考えております。 

     参考ですが、山口の仙崎地域の調査事例は委託せず、職員が自力でやっている

ということでございます。 

     産業連関については、御指摘のように過度の負担を強いるというのは本末転倒

だと思っておりますので、ここに示しておりますように、あくまでも選択制とい

うことは浸透させていきたいと思っております。 

中村委員：今の御質問について小地域で産業連関分析をやっても、全国に対する影響は余

りないのではないか、全くそのとおりです。小地域で計算したときは、むしろほ

かの地域からの影響のほうが大きいので、日本全体をマクロとして見るというよ

りも、むしろその地域にとって、経済にとって漁業がどういうインパクトを与え

るかを見るときに有効です。 

     それから、産業連関表は、あくまで需要が増えたときにどうなるかを分析する

のに合っています。その際、非常に広範なデータを使うので、どうしてもアップ

・ツー・デートが遅れています。今でもまだ 2005 年表すら出ていない地域もあ

りますので、そういったアップ・ツー・デートをどうするかということが一つの

問題です。 

     あと、都道府県の人が使えるかどうかということは、いろんなガイドラインと

かガイドブックがこの分野でも出ていますので、市町村というよりも都道府県の

方にその気があれば、それはそんな難しいことではありません。簡単なソフトも

ありますので、基本的なロジックがわかっておればどなたもできると思っていま

す。ただ、使い方はやっぱり便利なだけに気をつけておかないといけない気がし

ます。 

計 画 課：今中村先生からお話しありましたように、都道府県でできるように我々も、こ
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のガイドラインではないですけれども、産業連関をやるためのマニュアルみたい

なものは作っていきたいなと考えております。県の方でも統計の部局があるらし

くて、県レベルの単位であればできるのではないかと思っております。 

岡安座長：関先生、よろしいでしょうか。そのほかに御意見、御質問等ございますか。 

安永委員：魚礁周辺を保護水域とする場合の資源保護効果に関してですが、書かれた内容

につきましては特段問題ないと思います。ただし、先ほど五島西方沖の事前評価

の御説明のときにも発言させていただきましたように、この項目の便益額の算定

に必要な蝟集資源量、保護水域に対象魚が滞留する期間等、これらについては既

往の知見を利用するということになっておりますが、私の知る範囲内ではまだ必

ずしも知見が十分ではない面があると思いますので、さらに魚礁域での魚群の行

動性状、滞留性状という生態学的な調査を進めることによって、これらの数値の

精度を高めていくことを希望します。 

岡安座長：私も、今の漁場周辺を保護水域とする場合の資源保護効果というのにちょっと

教えていただきたいことがあるのですが、年間便益額の算定というのがＱｃ×Ｔ

×Ｐという形で６ページにあらわされているのです。これは、イメージとしては

資源を保護することによって増えた分の魚価を便益とするというイメージだっ

たらわかるのですが、蝟集の全体量×12カ月分の幾つかという滞留期間、具体的

には例えば２カ月とかということに平均単価がかかっているんですが、これはど

ういう考え方なのかというのがちょっとわからないのです。 

整 備 課：この資源保護効果については、漁場周辺を保護水域とし、守られた資源につい

てきちっと価値化をしていこうというものです。漁場により蝟集された資源につ

いて効果的に保護できるということから、こうしたものを資源保護効果として貨

幣化したものでございます。貨幣化においては、定量的に算出できる値を用いて、

算定しているということでございます。 

岡安座長：蝟集資源量というのが、例えば年間に成長する量であればそれに月数を掛けて

平均単価を掛けるというのは私は納得できるのですが、資源量総量で効果を算定

するという考えについて、詳しく説明していただければと思います。また、単位

としてどうなんだろうなという気がするのですが、いかがでしょう。 

計 画 課：そこについては、ここに漁場を造ったことによって魚がどのぐらい集まってく

るかという量を計測しまして、その魚が魚礁、漁場で滞留する期間だけ保護され
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るので、そこを掛け算で掛けてみるというのが、この資源保護効果の考え方にな

っています。ここにいるすべての魚の量にその月数を掛けているわけではなくて、

あくまでも集まってきた、そしてこの保護水域内に集まった部分のみを計算すれ

ば、先ほど説明したような増殖ですとか、生産効果とかというものと切り離した

部分を抽出できる、そういう意味からも資源保護効果を評価できるのではないか

ということで今回は整理しております。 

岡安座長：年間便益額としての単位は、基本的には円／年という単位を持っていなくては

いけないのだろうと思うのですが、㎏と月と月がキャンセルしているので、最終

的に円しか出てこないのですが、この１年間の、あるいは１カ月のという考え方

について説明していただければと思います。また、増殖しているのであれば、保

護すれば大きくなるから、成長している量を便益として算定していいのかと思っ

たのですが。今回、蝟集資源量全体をとっていることについてその考え方を説明

して頂ければと思います。 

整 備 課：そこについては、増殖分を見ているというのではなく、保護されるものについ

て今回価値化をしていこうというものです。保護水域で守られたものについて、

年間の蝟集資源量と滞留する期間もわかっていますので、そこから保護水域の中

で魚が守られるということをきちっと価値化として見たらどうかということで、

こうした年間便益額を出しております。 

     もしこういったことがない場合には、例えば漁獲されるということもあります

ので、保護されていることについてきちっと貨幣化したいと考えているところで

ございます。 

計画課長：もう少しわかりやすいように整理の仕方を工夫したいと思います。 

岡安座長：ありがとうございます。 

     意見というよりは感想なのですが、多分、これは水産庁さんとしてどのような

施策を具体的に便益という形で盛り込んでいくかということを具体化された形

なんだろうなと思っているので、そういう意味では最初の衛生管理に関しても、

もちろん世界的な流れからもすぐやっていただくことは大変結構なんだろう。そ

れを今まで便益という形で取り込めなかったから何とかしたいと。本来であれば、

例えば衛生管理におけるリスク評価みたいなのをして、衛生管理ができないとこ

れぐらい国民が損失を蒙りますよと出せればいいのでしょうが、それは直接的に
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出すのは非常に難しい。だから、こういう形で魚価に反映するような形の評価を

されようとしていると思いますので、ぜひ取り入れていただきたいなと思います。 

     ストックマネジメントに関しても、長く使っていくということで、実際に節約

というのですか、あるいは便益が生じるのであればそれはきちんと評価していた

だくと。あるいは産業連関分析に関しては、これまで直接的に漁業者さん等に便

益が生じていたものに対して、より広い地域というものに対してどういう形で公

共事業等を反映させていくかということを、具体的な形で評価していきたいとい

うお考えを多分具体化されたのだろうと思うので、そういうものに関しては国民

の皆さんの意識とも合致するであろうと思いますから、ぜひ積極的に進めていた

だきたい。 

     できれば先ほど関先生からもお話があったように、わかりやすくということと、

特に一般の方々からも評価しやすいような説明をしていただけるとありがたい

なと思いますので、よろしくお願いいたします。 

事務局：閉会 

 


