
平成22年度（第1回）水産関係公共事業に関する事業評価技術検討会議事録

１．開会

○司会 定刻となりましたので、ただいまから平成 年度水産関係公共事業に関する事22

業評価技術検討会を開催いたします。

本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

事前に御説明させていただいたとおり、今回の検討会は来年度予算で要求予定の新規地

区の事業評価が議事に含まれていることから、非公開で開催させていただきます。なお、

来年度予算の内容が公表できる８月末以降に、本検討会の資料及び議事録は公表すること

としております。また、議事録につきましては、御本人の御了解を得た上でお名前を付し

た形で公表されることとなりますので、あらかじめ御了承願います。

それでは事務局より資料の確認をさせていただきます。

（事務局より資料の確認）

○司会 それでは、議事に入ります前に橋本漁港漁場整備部長よりごあいさつを申し上げ

ます。

○橋本漁港漁場整備部長 委員の皆様方におかれましては、御多忙中にもかかわらず、ま

た、お暑い中、事業評価の技術検討会に御出席を賜りまして、まことにありがとうござい

ます。また、日ごろより水産行政にかかわりましてさまざまな角度から御尽力を賜ってお

りますことに関しまして、この場をおかりして御礼申し上げたいと存じます。

本日の技術検討会でございますが、水産関係公共事業について、事業採択前から事業完

了後に至るまで、事業の効率性、あるいは事業実施過程における透明性の向上を図る観点

から、事前・期中・完了後に事業の評価・検証を行ってきたところでございますが、これ

らの評価につきまして、さらに技術的、専門的観点から御意見をいただき、事業の評価手

法の一層の向上を図っていくことを目的として、昨年度から本技術検討会を設置させてい

ただいたところでございます。

本日は、今司会からも説明いたしましたように、新たに着工を検討しております直轄事

業３件の事業評価につきまして、事業の評価の内容をお示しした上、これらの評価手法に

ついて御検討、御意見をいただきたいと考えているところでございます。どうぞよろしく



お願いいたします。

また、もう一つの課題といたしまして、水産基盤整備事業費用対効果分析ガイドライン

というものがございますが、この改訂についても挙げさせていただきたいと考えておりま

す。特に魚場周辺を保護水域とする場合の資源保護効果につきましては、昨年度来いろい

ろ検討を行っているところですが、３月の技術検討会におきましても委員各位よりいろい

ろ意見をいただいたところでございますので、これらを踏まえまして再度、考え方、算定

方法などを整理いたしました。これらにつきましても御意見をいただきたく、よろしくお

願いしたいと考えているところでございます。

限られた時間ではございますが、忌憚のない御意見をいただくことをお願いいたしまし

てごあいさつといたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○司会 それでは、本日は平成 年度の第１回目の会合でもありますので、出席者の皆22

様を座席の順に御紹介させていただきます。

（委員、水産庁出席者の紹介）

○司会 それでは、早速でございますが、これより岡安座長に議事の進行をお願いいたし

ます。岡安座長、よろしくお願いいたします。

○岡安座長 今回座長を務めさせていただきます岡安です。委員の皆様方並びに水産庁の

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ので、どうぞよろし

くお願いいたします。

２．平成 年度水産関係公共事業に関する事業評価について22

○岡安座長 それでは早速議事に移らせていただきたいと思います。まず議題１の水産関

係公共事業の事業評価についてでございますが、先に担当者から御説明いただいた後、委

員の皆様から意見をいただきたいと思いますので、水産庁の担当の方、説明をよろしくお

願いいたします。

（水産関係公共事業の事業評価について水産庁より説明）

○岡安座長 ありがとうございました。

、 、 。それでは ただいまの説明を受けまして各委員の御意見 御質問を伺いたいと思います

お気づきの点がありましたら、御意見、御質問等をいただければと思います。よろしくお

願いいたします。

○安永委員 一つ目のフロンティア漁場整備事業でお伺いしたいのですが、今回、効果算



定方法の数式その他を水産庁で整理されて、大変分かり易くなっていることは結構だと思

います。ただ、１点確認させていただきたいのは、蝟集資源量の算定に当たって、年間期

待漁獲量を漁獲率で割り戻して求めるという表現がとられています。年間期待漁獲量につ

いては、時間的な単位は年間ということですが、空間的な単位はどう理解したらよろしい

でしょうか。例えば事業規模当たりとか、そういう単位があると思うのですが。

○金田整備課課長補佐 年間期待漁獲量は、先生がおっしゃるとおり、事業規模当たりで

考えておりまして、今回の出し方としては空ｍ立米当たりの漁獲量に魚礁の有効体積を掛

け合わせて年間期待漁獲量を出すということで、事業ごとに年間期待漁獲量を出すという

やり方をしています。

○安永委員 専門にやっておられる方はこの言葉だけで分かるかと思うのですが、表に出

る資料であれば、空間的な単位表現を加えておいていただいたほうがより一般的に分かり

。 、 、易くなるのではないかと思います 例えば 計画されている施設における年間期待漁獲量

というような表現のほうが直接的な表現で分かり易くなるのではという意見です。

○金田整備課課長補佐 ありがとうございます。

○岡安座長 どうもありがとうございます。

、 、○関委員 効果の出し方 水産のほうはよく分からないので教えていただきたいのですが

資源保護効果というのがあって、保護資源量というのが蝟集量を掛けるということで計算

で出ているのですが、このときに見ているのは、例えば隠岐であればまあじ・まさば・ま

いわしという対象魚についてのみを見るということでいいのでしょうか。

○金田整備課課長補佐 基本的には対象魚がいますので、それについてということで、そ

れぞれの計算のやり方がありますが、一般的には対象魚ということです。この漁場整備に

ついては、対象魚があじ・さば・いわしとなっているのですが、まき網においては他の魚

も混獲されるということで、この漁場整備についてはその魚についても保護効果があつと

いうことで算定させていただいているところでございます。

○関委員 もう一つ教えてほしいのですが、滞留する期間が 日ということで出してい62

るということですが、どういう根拠でそういう日にちが出てくるのでしょうか。

、 、 、○金田整備課課長補佐 根拠といたしましては 対象魚について 特にあじになりますが

あじについて、佐渡の調査の結果から魚礁に滞留している期間を調査したところ、おおむ

ね２カ月間魚礁にいつくことが分かったことから、２カ月間保護水域の範囲で守られると

いうことで２カ月間としております。
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○岡安座長 よろしいですか。

○関委員 はい。

○安永委員 長崎漁港の御説明では衛生管理に関していろいろな事業計画が組み込まれて

、 、 。 、いるということで このこと自体は大変分かり易く よろしいことだと思います ただし

御説明の中で、水揚げ時間と競りの時間の間隔がかなりあるので、その間に品質が劣化す

るという問題があるというお話があったのですが、時間そのものの調整は現状では不可能

だということが前提になるのですか。例えば水揚げ時間の２時というのは、操業時間の都

合で、これをおくらせることはそもそも難しいと理解すればよろしいのですか。

○内田整備課専門官 魚種によって状況は違うのですが、例えば沿岸物の水揚げは競りに

近い時間に漁船が集まって水揚げをし、水揚げから競りまでの時間がかからないように、

漁業者も工夫しておりますが、まき網は水揚げ時間が長く、漁船数が多ければ、奪い合い

になって、とにかく６時に間に合わないことには競りにかけられないので、なるべく６時

に近い時間に揚げたいけれども、順番待ちというものもあって、確実に水揚げしようと思

うと２時から始める船もあるという状況になっております。

○安永委員 分かりました。

それと関連して、それらの問題をクリアするために温度管理施設とか、海水の清浄化施

設が想定されているのですが、水揚げされた魚の温度管理については具体的にどうされる

のか、今回の説明だけでは私は理解できないのですが、技術的にはクリアされているので

しょうか。

○内田整備課専門官 現地でどのような工法をとるのかで、その後の維持管理費も随分変

わってくるのですが、一番いいのは低温室を設けてその中に水揚げされたものを一時保管

しておく、もしくは閉鎖型といいますか、全部を仕切って市場自体を温度管理してしまう

、 、というやり方もございますし 現況ではただ単に放っておくということもしていませんで

頑張って氷をかけたり等々、漁業者さんは努力しているのですが、何分にも量が多いとい

うことで、どのようなもので解決していくかはこれからも地元と話し合っていきますが、

例えば低温室のようなものを設けて解決していけばいいのではないかとは思っておりま

す。

○岡安座長 ありがとうございます。

中村先生はどうですか。

○中村委員 便益をはかるのは非常に難しいと思いますが、幾つかあって、最後の枕崎の
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ところで－９ｍのところの待機時間が削減されるということが、時間をどう費用に換算し

たのか、何か使われたのか。

○米山計画課計画官 参考資料４の ページ、最後のページをごらんいただければと思10

いますが、こちらを使って補足させていただければと思います。

先ほど御説明した算出データが①、②、③と整理されておりまして、待機時間の解消の

効果ですが、①日数というのは、漁協から資料をいただきまして、入港実績でどのぐらい

待っているのか、入港した日と出ていった日は日誌に残っておりますので、平均４日間で

水揚げされますので、７日、８日いるということはそれだけ待たされて陸揚げしたという

ことで、日報みたいなものから算出しております。

時間単価につきましては、１日の経費ということで、③で１日当たり 万の経費がか350

350かる まき網船はかなりの人数と燃油も使いますので 漁協からヒアリングしたところ。 、 、

万ぐらいは最低かかっているのではないかということで、ヒアリングから１日当たりの経

費を算出して、日数を掛けて算出しております。

○中村委員 もう一つは、先ほどの長崎でもあったのですが、これも非常に難しいところ

で、衛生管理施設整備による魚価の下落防止効果というのがありましたが、８％とおっし

ゃいましたね。それは魚価を構成する、例えば のうち８の部分を衛生管理面が占めて100

いるという意味で８を掛けたのですか。

○米山計画課計画官 そうです。

○中村委員 それだったら全くゼロから８％上がるということを意味していて、衛生管理

がなかったら例えば２％ぐらいに落ちてしまうのが８％に戻るのであれば６ではないかと

いう気がするのですが。衛生管理をやらなかったら腐って全くだめだったら価格のウエー

トはゼロになりますが、そこを基準にして８％をフルにウエートとして用いることができ

るのであれば８を掛けていいと思いますが、そうでなければ掛ける率が高いような気もし

ますが。

○米山計画課計画官 ここは詳細な手法を提示していなくて、口頭で恐縮ですが、いわゆ

るＡＨＰ法という方法で、御説明があったとおりですが、価格に占める要素の部分で、長

崎も枕崎もそれぞれ調査をしたところ、もうちょっと高かったのですが、８というのは他

の調査も含めて最低８から ぐらいではないかというデータが得られております。そこ10

で、便宜的に８ という値を今回は使って算出しております。%

おっしゃるように、ウィズアウト・ウィズの関係で言うと、やらなかったらどうなるの
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かということで、やらなかったらゼロになるのかという議論はあると思いますが、価格の

形成というものが、ウィズアウト・ウィズの関係の指標ではないものですから、一概にそ

こが変動するというわけではなくて、水産物においてはどのぐらいの価格形成が占めるか

という指標でしかございません。３月にもこの効果をガイドラインに載せるか否かのとき

に御議論させていただいておりますが、衛生管理を一生懸命取り組んでも便益が出てこな

いということで、そういう方法で今回算出しているということで、資料がないので説明不

足の点があろうかと思いますが、ご了承ください。

○中村委員 これは評価の仕方とはちょっと違うのですが、費用対効果そのものの考え方

というか、政策への用い方として、この場合は整備にかかった費用と、便益というのは社

会的な便益というよりも、漁業をなりわいとしている人に対して帰着するのがほとんどの

便益だと思うわけです。その便益というのは収入関係で、費用が削減されるということは

逆に言うと収入は実質的にふえているわけですが、コストが減っているということで、そ

れから収入がふえるということがあって、収入がふえるということも大事なのですが、こ

れをやったことによって直接効果としての付加価値がどれだけふえるかということも僕は

非常に大事だと思います。

収入がふえて、確かにコストも減った。そうすると、その間の付加価値がどれだけネッ

トで変化するか。さらに、もっと大事なのは、その付加価値がどこへ分配されていくかと

いうのは、僕は政策的な見地からも非常に重要だと思います。公共事業として整備したも

のが、漁場整備にかかわる、なりわいとしている人に対してきちっと分配されているのか

どうか、費用が減って収入がふえた結果付加価値はふえる。その付加価値が荷主であった

、 、 、り 従業者であったり 資本を提供している人たちに対してきちっと分配されているのか

富の分配の仕方というのも政策的な意味で非常に重要なものだと思います。

会社でもそうですが、非常に売上がふえました、リストラをやってコストが下がりまし

た。それでふえた付加価値はどこに行ったか。全部社長の懐に入っている。それでは困る

ので、貢献した人たち、もちろん間接効果としては周辺の人とか、消費者もそうですが、

付加価値が消費者に分配されるということは値段で反映されるわけですが、ディストリビ

ューションというか、アロケーションも含めた、そういうところまで費用対効果の分析を

やっていったほうがいいと思います。

費用対効果で２倍を大きく超えている。通常、よほどひどい公共工事でない限り、全然

人が使わないとか、タヌキしかいないのでなければ、大体１を超えるのですが、２を大き
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く上回っている場合、 だったら 分、 だったら 分は厳密に言うと付加価2.37 1.37 3.12 2.12

値に近い部分なんですね。その付加価値に近い部分がどう人々の生活というか、いろいろ

な向上に資するところがあるのかは、事後評価としても長期的には見たほうが、政策的な

見地で非常に重要なのではないかという気がします。これは評価の次の段階なので、参考

意見として聞いていただいたらいいと思います。

○岡安座長 ありがとうございます。

私から一つ確認というか、今のお話と関連するのですが、隠岐海峡地区の費用対効果分

析のお話のところで、増殖効果と資源保護効果というのは、便益の得られる対象が余りは

っきりしていない内容ということになりますね。つまり、資源がふえるということをどう

貨幣価値に換算するのかは非常に難しいところだと思いますが、通常、環境関連の事業も

そうですが、環境がよくなるということは直接的な便益としては算出しにくいと思うので

すが、仮に産地市場価格という金額を借りてきて具体的な評価の額としましたという意味

合いにとってよろしいでしょうか。

○金田整備課課長補佐 どの様な出し方をしているのかというところだと思いますが、そ

れについては生態系を保護増進するという価値、環境的な価値、社会的な価値だという様

に置いて、現時点で把握できる限りの経済的な量である保護資源量とその経済的な価値と

して産地市場価格を置いているということで、先生のお言葉をかりると産地市場価格をか

りてきてという話になろうかと思いますが、そうした認識で行っているということでござ

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。

○関委員 考えるといろいろ出てきてしまうのですが、産地市場価格で計算するときに、

産地市場価格というのは変動するものですよね。変動するもので効果をはかるのはすごく

難しいような気がするのですが、どうなんでしょうか。

○金田整備課課長補佐 保護されている中に、保護されれば生態系が維持・増進するとい

うことで、その価値についてはそこの中にいるもので価値化をしようということで、今回

はあじ・さば・いわしのたぐいになりますが、そこの価値化をどうするのだというところ

だと思います。その中にいるものについて、あじ・さば・いわしという魚類であれば産地

、 。市場価格であるキロ 円とか そういう価値に置き換えて行っていくこととしています100

、 、現在の貨幣化に直すとこういう形になるということで 数字は当然変動すると思いますが
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価値化の過程の中で産地市場価格を置いてやっているということです。単価については、

やたらに高いということであれば見直す必要があるかもしれませんが、一番川上側の価値

である産地市場価格を用いているので、適用できるのかなと考えております。

○米山計画課計画官 それから、できるだけ平均をとろうということで、５年ぐらいのト

レンドをとっておりますので、かなり変動部分は抑えられて算出しております。

○岡安座長 ありがとうございます。

○安永委員 枕崎の事業については、水揚げのスピードアップを図るという点では適切な

事業計画だと思うのですが、水揚げがスピードアップされた後の水揚げ物の地元業者の受

け入れ能力とか、冷凍物であれば冷凍庫での保管能力とか、後背地域の収容機能との関連

という点では、十分対処できると理解してよろしいですか。

○米山計画課計画官 先ほどの便益を見ていただいても分かるとおり、待ち時間が減ると

か、従来から足りなくて焼津から持ってきている運送コストで算出しておりますので、こ

の整備によって背後を含めた加工団地での取扱量がふえるという仮定は置いていないとこ

ろです。適切に、効率的に、早く処理されるという便益と、遠くから持ってくる必要がな

くなるという便益で算出しております。

、 、 、 、冷蔵庫については 背後に５社ぐらいの大きな冷蔵庫 また どんどん設備投資もして

その時々のニーズに対応した投資がなされていると聞いておりますので、その辺について

も大丈夫ですし、加工場につきましては、聞くところによりますと零細的な加工場は減っ

ているのですが、大規模なかつおぶし業者は新築したり増設して規模をふやしております

ので、そういう面では問題ないと考えております。

○岡安座長 ほかにはよろしいでしょうか。

○中村委員 評価の方法ではないのですが、費用対効果の考え方で、すべてのところで貨

幣化した主な便益項目と、貨幣化が困難な効果と、二つ挙がっています。当然すべての効

果が貨幣化できるとは限らないのですが、例えば枕崎で見ると、背後のかつお加工の団地

の活性化の効果とか、国際競争力の向上、長崎で見ると漁業外産業への経済波及効果、二

分法で考えると、貨幣化ができた主な便益項目はほとんどが直接効果に近いですね。貨幣

化が困難な効果というのは、確かに貨幣化が困難な効果もあるのですが、よく見ると投資

による間接効果ですね。

そうすると、費用便益の場合は、２を大きく上回ってはいますが、直接効果を主体とし

た便益を見たのであって、前回の会議で議論になった産業連関表などを使えば、貨幣化が
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困難な効果のうち幾つかは貨幣化が可能になるものもあると思います。背後の加工団地の

活性化効果というのは、そこでの売上がどう変化するかとか、連関表でちょっと工夫すれ

ば波及効果につなぐこともできるでしょうし、国際競争力の向上の効果は、例えば前の年

の輸出した単価とか、それが相対的にどう変わったかを見れば、ほかの地域との価格競争

力を見ることもできるし、修学旅行の受け入れというのは、ふえた減ったというのと自治

体の努力でも見られるし、新しい産業への雇用効果というのはちょっと難しいかもしれま

せんが、かなりの部分はいけるのではないかという気がします。

長崎漁港産水産物のブランド化というのも、ブランド化した商品の数とその売上高を考

えれば効果になるし、それは投資の効果ですから、波及効果についても前回議論した産業

連関表を使えばもう少し、間接効果も含めて、さっきの意見ではありませんが、単にスポ

ット的な漁場に対する整備というものが、それだけでなくて、例えば枕崎市全域とか、長

崎地域全域の直接・間接の所得を向上させる。多分、魚の部類は圧倒的に多くが県外、国

外に出ていっているわけですから、その地域に対して所得を生み出しているわけですね。

そうすると単に漁場の整備によってどれだけ魚が獲れて収入が上がったかだけでなくて、

その地域全体、面的なところで、広い意味で経済にとってプラスの活性化になるというと

ころもあるということは言及したほうが。

産業振興をやった場合、その地域の所得がどうふえるかというのと同じで、漁業だから

といって漁業だけに帰着するわけではないわけで、観光振興もそうで、裾野が広いとか、

自動車産業を振興する、ＩＴを振興すると同じように、スポット的なところで漁場整備、

漁港整備をやったことが、その地域全体に面的に経済効果が波及するのだということは、

ぜひ言及されたほうが。

農業、林業、漁業、製造業、サービス業と産業分類した中で、ほかのものは産業の波及

効果とかそういうことを言われるのに、漁業とか農業、林業は、その業種だけを何とかし

ているというイメージがあるので、地域全体の産業振興にも資するというところを、別に

道路をつくるのが悪いわけではありませんが、道路をつくる、舗装するとか、空港をつく

るというものではなくて、その地域全体の活性化に資するということを、ぜひ費用対効果

をする中で触れられたほうがいいと思います。

○米山計画課計画官 先ほどの御示唆、地域にどう分配されるかにつながるアドバイスだ

ったかと思います。ありがとうございます。

この辺の予測とか将来推計が、間接効果ということもあって、実施する前に算出するの
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は非常に難しいということで、今できる算出方法で行っております。御指摘のとおり、３

月に入れた産業連関を用いれば幾つかの部分は反映することができるのですが、今回、時

間との兼ね合いもございまして、産業連関で分析することができておりません。今後そう

いうことも課題に検討していくとともに、御示唆のありました背後、面的な広がりも含め

た波及ということは評価書のどこかに反映できるように、検討していきたいと思います。

○岡安座長 ありがとうございました。

それぞれの便益の算出の方法等で幾つか最初に御意見をいただきまして、一般に分かり

にくい部分が多少残っているようですから、そういうところは説明をよろしくお願いいた

しますということと、特に中村先生からいただきました便益の事後評価の問題とか、政策

評価の問題、あるいは地域全体の産業活性化連関の問題、そういうことも、今後事業を進

めていって、結果としてどうなのだろうかということを少しまとめていただけるとよろし

いかと思いますが、そんなところでいかがでしょうか。

そのほか、いただきました御意見、たくさんございますので、事業の評価に生かしてい

ただければと思います。

３．水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドラインについて

○岡安座長 それでは、よろしければ次の議事に移らせていただきたいと思います。議題

２の水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドラインについてでございますが、本課題に

ついても担当の方からまず説明いただきまして、委員の皆様から御意見、御質問等をいた

だきたいと思います。

それでは、担当の方、よろしくお願いいたします。

（水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン改定案について水産庁より説明）

○岡安座長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの説明を受けまして、委員の先生方の御意見、御質問を伺いたいと

思いますが、どなたか、ございますでしょうか。

○安永委員 今回の改訂案の前提となります前回の論議を踏まえた検討事項につきまして

は大変分かり易い案を出されておりますので、その点はよろしいと思います。ただし、例

えば保護水域の設定で、施設の前後どのぐらいの範囲を設定したらよいのかについて、ま

あじではある程度データも取れていますし、滞留期間についてもかなり具体的な数値が得

られるようになっていますが、そのほかの対象魚のさばとかまいわし等については十分な
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データが得られていない段階にありますので、こういう点については引き続き調査を継続

し、知見を蓄積していく努力をしていただければという意見でございます。

○岡安座長 資源保護効果について、他の効果との違いというところ、生産量の増加効果

あるいは増殖効果との違いということで、資源保護については、成長については算定しな

いという書き方をされているのですが、２カ月間保護しておけば、通常の場合であれば成

長するだろうと思うのですが、そこはあえて算出しないということでしょうか。

○米山計画課計画官 増殖効果と算定のときに分からなくなるといけないので、実際に魚

が滞留すれば、その間増加するのですが、ここではあくまでも特に資源保護効果の算定上

の取り扱いということで、増分ではなくて、把握しているそこの海域での資源量のみを算

定することにしております。 日とか、そういう単位であれば、本体の魚の量に比べま62

すと非常に少ないということも考えられますので、今回は便宜的に、計算し易くなるとい

うことで、そういう扱いにさせていただいております。

○岡安座長 分かりました。ありがとうございます。

その他、お気づきの点ございますか。

○関委員 蝟集とか滞留する期間、さっき、あじだったら佐渡でやったもので 日間、62

そういう値は主な魚種ごとに原単位みたいなものをつくっていくのか、その都度いろいろ

なところから引っ張ってきて計算しなければいけないのか、その辺が知りたいのですが。

○米山計画課計画官 今回ガイドラインに位置づけるということで、どの対象種にしか使

えないという限定ではありません。分かれば使えるという位置づけにさせていただいてお

ります。御指摘のように、まだまだ知見がないというのが現状で、当面は御指摘のように

使うときに調べるなり、既存の文献を調べて使わざるを得ないというのが正直なところで

ございますが、こういう効果を出すことによって知見もどんどん今後ふえていくと考えて

おりますので、そうなれば多魚種に使っていけるのではないかと考えております。

○岡安座長 ありがとうございます。

ほかにはございませんか。

ないようでしたらまとめをさせていただければと思いますが、新しい算定の方法でござ

いますので、いろいろ分かりにくい部分が出てきているかとは思います。前回からかなり

手を入れていただきまして、分かり易いように改訂していただいていると思いますが、今

御意見をいただいた内容も含めて、どこまでやれば皆さんが納得していただける程度に分

かり易くなるかというのは難しいところもあると思いますが、また、今後ガイドラインを
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整備し続けていただけるものと思いますが、現在の形が最終形ということでもないと思い

ますので、また機会を見て意見を聞いていただくことがあればよろしいかと思います。今

回各委員から出ました御意見も参考にして今年度のガイドラインを改訂していただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。

４．その他

○岡安座長 ２番目の議題を終わりまして、最後にその他の議題がございますが、何かご

ざいますでしょうか。

○事務局 特にございません。

○岡安座長 それでは、これで予定していた議事が終了となります。以後の進行について

は司会にお返ししたいと思います。

○司会 座長、どうもありがとうございました。

本日は長時間にわたり熱心な御審議、大変お疲れさまでございました。今後、委員の皆

様方の御示唆、御意見を踏まえて、再度修正及び精査した上で評価結果を取りまとめ、８

月末以降公表したいと考えております。また、ガイドラインにつきましても、御意見を踏

まえて速やかに改訂していきたいと思います。

これをもちまして平成 年度水産関係公共事業に関する事業評価技術検討会を閉会い22

たします。今日は本当にありがとうございました。


