
平成 22 年度（第２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



○司会 定刻となりましたので、ただいまから平成 22 年度第２回水産関係公共事業に関

する事業評価技術検討会を開催させていただきます。

委員の皆様方におかれましては、年度末の御多忙の中お集まりいただきまして、ありが

とうございます。私、きょうの司会を務めさせていただきます、水産庁計画課の石井でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

座って失礼いたします。

初めに御説明させていただきますが、本検討会は議事内容がすべて公開となっておりま

す。委員の皆様方の御意見、御質問につきましては、議事録を取りまとめて御本人の御了

解を得た上で、皆様方のお名前を伏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。

○石井課長補佐 会議の前に、事務局から資料の確認をさせていただきます。

事務局、よろしくお願いいたします。

（配布資料の確認）

○司会 資料はよろしいでしょうか。また、会議の途中でも構いませんので、落丁等ござ

いましたら事務局にお申しつけください。

○司会 それでは早速でございますが、議事に入る前に、水産庁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 漁港部長の橋本でございます。委員各位におかれましては御多

忙の中、今回の技術検討会に御出席を賜りましたこと、心より御礼を申し上げたいと存じ

ます。また、平素より私どもの事業の推進に係りましてさまざまな御協力を賜っておりま

すことに、重ねて御礼を申し上げたいと思います。

この水産関係公共事業につきましては、事業の採択前から完了後に至るまでの事業の効

率性、あるいは事業の実施過程の透明性の向上を図るという観点から、事前、期中、完了

後に事業の評価検証等を行ってきたところでございますが、これらの事業評価につきまし

て技術的な、あるいは専門的な観点から御意見をいただき、評価手法の一層の向上を図っ

ていくことを目的としまして、昨年度からこの技術検討会を設置させていただいたという

ことでございます。

本日は事業評価を７地区、期中評価を５地区、そして完了後評価を 22 地区の計 34 地区

につきまして事業評価内容をお示しいたしました上で、これらの評価手法に対して御検討

あるいは御意見をいただきたく思っております。よろしくお願いいたします。
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また、もう一つの議題といたしまして、水産基盤整備事業費用対効果の分析をするため

のガイドラインがあるんですが、これらにつきまして今回改訂を考えております。水産基

盤ストックマネジメント事業というのがございますが、これの費用対効果に対する考え方

の整理、あるいはこれに対して漁場施設を追加するといったことについて改訂を考えてお

りまして、これらのことをお話させていただきたいと思います。

また、衛生管理面強化の効果を検討いたしました事例であるとか、あるいは保護水域設

定による資源保護効果の検討結果等についても、あわせて御報告をさせていただきたいと

思います。

限られた時間ではございますけれども、何とぞ忌憚のない御議論をいただきますように

お願いを申し上げまして、簡単ですが冒頭のあいさつとさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○司会 続きまして、出席者の皆様を御紹介させていただきます。

まず、本検討会の委員の皆様方から紹介させていただきます。座ったままでお願いいた

します。

座長でございます岡安先生でございます。

中村委員でございます。

安永委員でございます。

また、昨年８月に大臣決定されました農水省政策評価基本計画では、農水省政策評価第

三者委員会の委員は、各局長の技術検討会に参加することができると規定されておりまし

て、今般は農林水産省政策評価第三者委員会から畠山委員に御出席いただいております。

次に、水産庁側の主な出席者を紹介させていただきます。

まず、先ほどごあいさつさせていただきました橋本漁港漁場整備部長でございます。

宇賀神計画課長でございます。

高吉整備課長でございます。

岡水産施設災害対策室長でございます。

○岡水産施設災害対策室長 本田課長がちょっと所用でおくれますものですから、かわり

に参加させていただきます。よろしくお願いします。

○石井課長補佐 次に、吉塚上席漁港漁場専門官でございます。

また、きょう漁政課の担当官ほか計画課、整備課、防災漁村課の担当官、説明者を同席

させております。よろしくお願いいたします。
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○司会 それでは早速ですが、これより岡安座長より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 座長を仰せつかりました岡安でございます。よろしくお願いいたします。

座って失礼させていただきます。

この委員会ですが、委員の皆様、それから水産庁の方々の御協力をいただきまして円滑

に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。

それでは議事に移らせていただきたいと思います。まず、議事次第の議事（１ 「水産）

関係公共事業の事業評価について」でございます。まず、資料２の事業評価制度の概要、

それから資料３－１の事前評価について、水産庁から御説明をお願いいたします。

○河本防災計画官 それでは資料２に沿いまして、事業評価制度の概要について、簡単に

御説明させていただきます。

水産関係公共事業の事業評価制度は、行政機関が行う政策の評価に関する法律、いわゆ

る政策評価法等に基づいて実施してございまして、事業評価は事前評価、期中評価、完了

後の評価の順に、各段階に分けて行ってございます。

まず事前評価ですけれども、基本的には総事業費 10 億円以上の新規に着工する地区が

対象となってございまして、今回は補助事業の７地区が該当してございます。

次に期中評価でございますが、①から④に書いてあるような条件を満たした場合に期中

の評価を実施することとしてございまして、今回は直轄事業の２地区と補助事業の３地区

の合計５地区が該当してございます。今回の期中評価の理由は、①から④のうちの④にす

べて該当するということで期中評価を実施してございます。

次に完了後の評価ですが、10 億円以上の事業について、完了後おおむね５年が経過した

時点で行うこととされておりまして、今回は 22 地区が対象となってございます。

○伊藤課長補佐 水産庁計画課の伊藤でございます。私からは事前評価につきまして、資

料３とパワーポイント等を使いまして説明させていただきます。どうぞよろしくお願いし

ます。

座って説明させていただきます。

まず、今回事前評価を行う箇所としましては、資料３－１の３枚目の平成 22 年度事前

評価一覧表がございます。補助事業について７地区、事前評価を行っております。まず、

水産物供給基盤整備事業につきましては３地区ございまして、千葉県の勝浦地区、長崎県

の長崎地区、鹿児島県の枕崎地区でございます。
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２つ目としまして、水産資源環境整備事業が４地区ございます。一覧表のとおりでござ

いますが、青森県の今別地区、同じく青森県の赤石・風合瀬地区、和歌山県の和歌浦地区、

熊本県の有明海東地区の４地区、合計７地区が事前評価の対象となっております。

本日は時間の関係等もございまして、この７地区の中から整理番号１番目の勝浦地区、

２番目の長崎地区、それと水産資源環境整備事業の５番目の赤石・風合瀬地区の３地区に

ついて御説明差し上げたいと思います。よろしくお願いします。

パワーポイントでお示ししておりますが、水産物供給基盤整備事業、千葉県・勝浦地区

についてでございます。勝浦地区につきましては、千葉県・勝浦地区にございます第３種

漁港になってございます。

当該地区の課題としましては、パワーポイントの左側にありますけれども、現状、荷さ

ばきで屋外作業が行われているということと、盛漁期になりますと非常に混雑している状

況があること。それから施設が老朽化しておりまして、施設の改良が必要になります。

お手元の参考資料４に、このパワーポイントについてまとめたものがありますので、そ

ちらもあわせてごらんいただければと思います。

荷さばきが非常に混雑している状況だということと、施設が老朽化してきたということ

で、消費者の安全・安心な水産物に対するニーズに対応するために、衛生的な水産物の取

り扱いのための施設の整備と老朽化への対応をするといったことが課題になってきたとい

うこと。

それから真ん中あたりにありますが、現状で岸壁が不足しております。特に大型漁船対

応の岸壁が不足しているという状況で、現状で作業待ちの時間が発生しているということ

ですから、岸壁の整備による、こういった作業待ちの時間の解消が求められているという

こと。

それから、当該地区は漁協の合併等を行っております。それに伴いまして市場の統合を

今後進めていくということで計画しておりまして、市場統合による当該地区での流通機能

の強化が必要になってきたということでございます。

構成でございますが 陸揚金額で約 76 億円 陸揚量は１万 9,000 ｔ 利用漁船隻数は 330、 、 、

隻となっております。また、主な漁業種類としては近海一本釣り、魚種としましてはカツ

オ、マグロ、サンマが取り扱いされているという状況になっております。

事業の目的としましては、先ほどの課題に対応するため、水産物の陸揚げから流通に至

る一貫した衛生管理の導入によって、消費者への安全・安心な水産物の供給を目指すとい
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うこと。

それから岸壁、橋梁につきまして耐震化を図りまして、災害が発生した際に緊急物資の

輸送であるとか、避難のための災害の拠点機能の確保を目指すということで、事業を検討

してきたところでございます。

事業内容としましては、赤枠で引き出してございますけれども、マイナス６ｍ岸壁の改

良、それからマイナス６ｍ泊地のしゅんせつと臨港道路の改良、橋梁の耐震化ということ

で事業計画をつくっておるところでございます。

事業期間は平成 23 年から平成 30 年までとなってございます。

事業の効果としましては、岸壁口の整備によりまして漁船の待ち時間、作業待ちの時間

の解消による生産性の向上。それから荷さばき所の整備によりまして、衛生管理された水

産物の取り扱いが行われるということで、漁獲物の付加価値向上。それから岸壁、橋梁の

耐震化によりまして、救援物資の輸送コストの低減が期待されているところでございます。

また、そのほかで貨幣化困難な項目としましては、ブランド化による地域への経済波及

効果、あるいは当該地区で実施しております朝市の開催による、都市との交流機能促進と

いった効果が考えられるということでございます。

そういった貨幣化できる部分につきまして、コストと便益につきまして比較したところ、

事業評価一覧表の４枚目の千葉県勝浦市の勝浦地区の事前評価書がございますが、Ｂ／Ｃ

に直しますと 5.65 ということで、１を大きく超えているという状況で、経済効果につい

ても期待できるところから、この事業の実施については妥当であると判断しているところ

でございます。

続きまして、長崎県の長崎地区について説明させていただきます。こちらが長崎地区の

整備概要について取りまとめたものでございます。長崎漁港は特定第３種漁港でございま

して、長崎県長崎市に位置しております。

港勢としましては、陸揚金額で約 234 億円、陸揚量で約８万 7,000 ｔ、利用漁船が 1,117

隻、主な漁業種類は旋網、以西底びき網等でございます。主な魚種はアジ、サバ、ブリで

ございます。

当該の長崎漁港は２地区に分かれてございまして、三重地区、長崎地区がございます。

先ほど申しましたとおり東シナ海、あるいは五島列島周辺を主漁場とする旋網、以西底び

き網沿岸漁場の生産拠点となっております。

今回整備する目的としましては、水産物の流通拠点ということで、安全・安心な水産物
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の供給機能の強化と、あわせまして災害時の陸揚げ機能の確保を図るため、高度な衛生管

理に対応するということと、岸壁の耐震化とあわせまして、荷さばき所を一体的に整備す

ることによりまして、安全・安心で確実な水産物の流通を行うということでございます。

陸上交通につきましても、臨港道路の改良等を行うことによって確保していくというこ

とでございます。

事業内容としましては、防波堤等外郭施設が約 280 ｍ、係留施設は約 3,100 ｍ、水域は

合計で 6,000 ｍ 。それから臨港道路等の基礎施設については約１万 4,000 ｍ、衛生管理型2

の荷さばき所として２棟について事業を行うこととしております。

総事業費は 293 億 5,500 万円で、事業主体が長崎県でございまして、事業期間は平成 23

年から平成 32 年を予定しているところでございます。

貨幣化できるものの事業効果としましては、岸壁の耐震化による災害時の漁獲物の安定

供給が行われることによる効果ということで、施設が被災した場合の復旧までの期間、当

該地区での水揚げが困難になることから、それが継続されるということで便益として算出

しております。

また、荷さばき所の整備効果としましては、漁獲物に対する付加価値向上の効果を便益

として算定しております。

それから道路の改良に伴いましては、車両の所要時間、交通時間の削減による効果が期

待されるということでございます。

貨幣化困難なものとしましては、当該地区への水産物のブランド化による販路拡大の効

果。それから輸出を拡大していくといった効果が考えられるというのが、今回は貨幣化困

難ということで便益の中には含んでおりません。

費用便益につきましては、便益が 314 億 5,200 万円、コストが 259 億 5,100 万円という

ことで、Ｂ／Ｃを算出しますと 1.21 となっておりまして１を超えていることから、事業

の実施については妥当であると判断しているところでございます。

続きまして水産環境整備事業ということで、青森県の赤石・風合瀬地区でございます。

当該地区は青森県西部に位置しておりまして、鯵ヶ沢町、深浦町の地区になっております。

これら両町ともに水産業が基幹産業となっている地域でございます。

事業主体は青森県ということで、事業費は 14 億円で、事業期間は平成 23 年から 29 年

を予定しているところでございます。

ここの漁業情勢でございますけれども、地区内の陸揚金額は約 30 億円、陸揚量は 6,000
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ｔでございまして、この漁場を主に利用している漁船の数は 1,052 隻となっております。

主な漁業種類は刺し網、底曳網、一本釣り等でございまして、漁獲される主な魚種はハタ

ハタ、ウスメバル、ヤリイカとなっております。

整備の目的としましては、ハタハタ、ウスメバル、ヤリイカにつきまして、近年、漁獲

が減少しているという傾向でございまして、これらハタハタ、ウスメバル、ヤリイカの生

息環境の改善を図るために、ハタハタの産卵場、あるいはウスメバルの保護・育成場とな

るホンダワラの藻場の造成、あるいはヤリイカの産卵場となる着定基質の造成を行い、水

産資源の増大を促進しようということで計画されております。

事業内容としましては着定基質の設置ということで、4.48ha の着定基質を設置する計画

としております。

事業効果としましては、着定基質の整備効果としまして、先ほど申しましたハタハタ、

ウスメバル、ヤリイカの漁獲量の増大ですとか、実際市場に流通された場合の流通金額の

増加効果が図られることと、ホンダワラ等の海藻の着定によりまして、水質の浄化効果が

期待されるということでございます。

また、貨幣化が困難な項目としましては、魚介類の幼稚仔の保護・育成機能による水産

資源の増産効果や、藻場による二酸化炭素の固定による大気保全効果といったものが考え

られるのではないかということでございます。

こちらにつきましても貨幣化可能な便益とコストを比較しまして、Ｂ／Ｃとしては 1.18

となりまして、費用対効果は１を超えていることから、事業の実施は妥当ということで判

断しているところでございます。

事前評価につきまして私から３地区説明しましたが、以上で終了させていただきます。

○岡安座長 どうもありがとうございました。

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が、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。

○安永委員 説明でほぼ理解はできたつもりですが、若干細かい点をさらにお聞きできれ

ばと思います。一つ目は勝浦市の事業の中で、衛生管理を念頭に置いた荷さばき施設をつ

くられるということになっているようですが、具体的な衛生管理のための施設や、期待す

る効果がどういうものなのかという点をお聞きしたい。

もう１点は、そういう施設を今後恒常的に活用していく上において、ランニングコスト

は事前に斟酌しておく必要はさほどないのかという点について教えていただければと思い
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ます。

○伊藤課長補佐 事務局から回答させていただきます。衛生管理の対応ということでござ

いまして、基本的には岸壁に屋根をかけて鳥などのふん害を防止するとか、荷さばき所も

一体として、粉じんとか鳥の侵入、あるいは車の侵入等が防止できるような施設の整備を

行っていくということで検討しております。

維持管理につきましては、施設もふえていくということで、若干管理コストは上がるか

と思いますが、それにつきましてはブランド化の推進といったもので販路拡大等を通じて、

管理コストが賄えるような形で検討していくことになると思います。

○安永委員 生鮮カツオを取り扱っている漁港ということですので、例えば温度管理のた

めのクーリング施設のようなものが想定されているのかと思ったのですけれども、エネル

ギーを要するような施設までは想定していないということでしょうか。

○伊藤課長補佐 この事業の中で冷蔵庫等を設置することになっておりますので、そうい

った部分では電気代等についてはふえていくことになると思います。

○安永委員 それは使用者側の負担ということになるわけですね。

○伊藤課長補佐 そうです、はい。

○安永委員 はい、ありがとうございます。

○畠山委員 畠山と申します。

西津軽の水産環境整備事業ですが、ここに海藻を生やして魚の産卵場をつくるというこ

とですが、着定基質ということの具体的な内容はどういうことをやるんですか。何を入れ

るということですか。

○伊藤課長補佐 着定基質としましては、藻場が生えやすいブロックを設置しまして、そ

こに藻場が生えやすいような形を想定してございます。

○畠山委員 コンクリートブロックということですか。

○伊藤課長補佐 そういったものでございます。

○畠山委員 そういったものといいますか、もちろん今までにいろんな御経験があられる

と思うんですが、例えばそういうことをやるとき、これは一つの参考になると思って、う

ちの前の写真を持ってきたんですが、これはホンダワラの生えているところですよ。何で

こんなにホンダワラが生えているかということなんですよ。これはもちろん、下に石が入

っている基質ということもあるんですけれども、この背景から、沢水がいつでも流れ落ち

てくる、鉄分ということなんですが、そういうメカニズムがかなりはっきりわかってきた
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わけですよ。

こういうものをやるとき、単に物を入れれば海藻が生えるかということ――もちろん水

産試験場を初め研究されていると思うんですが、ここは私も何回か行ったことがあります

が、例えば流れ込んでいる河川のダムの問題まで視野に入れて、こういうことを今やって

いるかということはどうでしょうかね。海は海で完結しているということで、海に何かぶ

ち込めば海藻が生えるという発想ですか。その辺はどうでしょうか。特別な、技術的な革

新のあるものをここに何か入れるという事業でしょうかね。その辺の具体的なことをちょ

っと教えていただければと思います。

○伊藤課長補佐 本事業の実施に当たりまして、青森県のほうで睦奥湾・日本海における

藻場機能調査ということで委託調査を実施しております。その中でハタハタの調査等を行

っておりまして、その結果を踏まえて、今回事業化を行ったと聞いております。

その背後の川との関係については、今、手元にデータがございませんで、ここについて

は確認させていただきたいと思います。

○畠山委員 ここは磯焼けはどうですか。磯焼け対策ということでもないんですか。

○伊藤課長補佐 最近、青森県・日本海側の沿岸にハタハタの卵、ブリコが漂着している

という状況がございます。その状況からして、藻場が全体的に不足しているのではないか

ということで、事業主体のほうで判断しているということでございまして、磯焼けという

よりも、ハタハタのブリコの漂着状況で事業化を行ったと聞いております。

○安永委員 青森県でどの程度、ここに書かれているようなハタハタの産卵場の造成とか、

ウスメバルの保護施設に関しての調査とか事業経験をお持ちなのか、私は詳しい情報は持

ってないんですが、例えばハタハタの産卵場については御承知のとおり秋田県では長いこ

と行われておりますので、基本的な技術は多分、秋田県に倣って進められるのではないか

と思うのですね。

ただ、御説明の中でわかりにくいのは、工区が赤石と風合瀬の２カ所に分かれているの

ですが、この地区の選定の理由です。各地区での増殖場の役割、造成のメリットが何なの

かというところがもう少し読めるといいのではという気がします。機械的に地区が割り振

られている感があるものですから、その点について、理解できるような説明を加えていた

だければと思います。

○伊藤課長補佐 今、スライドをお示ししておりますけれども、写真の右手が赤石地区、

左手が風合瀬地区になってございます。赤石地区につきましては水深５ｍから７ｍのとこ
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ろに、先ほど申しましたコンクリートブロックを置きまして、そこにホンダワラ等の藻場

を増殖しようということで計画しております。

基質の形状は台形になっておりまして、コンクリートブロックの上は平らのものでござ

います。これを横で１ km 程度、縦で 400 ～ 500 ｍの区間に設置するという計画になって

ございます。

風合瀬地区については若干水深が深くなっておりまして、設置予定水深は 30 ｍです。

こちらにつきましてもコンクリート性のブロック等を今予定しておりますが、若干高さが

ございまして、10 ｍ弱程度の高さのものを設置するということで、ブロックの下のほうに

はヤリイカの産卵場となるようなテーブル状の形を設置しておりまして、コンクリートの

上部にホンダワラの藻場が生えるような形を考えております。

あと、ブロックの中にホタテ貝を用いて餌料培養基質も設置して、魚類のえさとなるよ

うな水生生物の生息を促すようなものを設置する予定をしておるところでございます。

赤石地区につきましては浅場ということで、ハタハタの卵塊を付着させます。風合瀬地

区は、ハタハタというよりもウスメバルとかヤリイカの生息場ということで計画している

ところでございます。

○安永委員 わかりました。

○畠山委員 課長補佐は専門ではないので、そういう報告を受けているということですか

ら、直接的な質問をしてもお答えは難しいと思いますが、そもそも水産庁の大方針として、

今までと同じようにコンクリートのブロックをぶち込めば、そこに海藻が生えて魚がつく

という発想から、なかなか脱していないような感じを受けるんです。

海というのは海だけで存在するわけじゃなくて、例えば来月本が出ますが、京都の地球

総合研究所が発表しましたように、オホーツク、三陸沖の外洋の生物生産も、アムール川

のフルボ酸鉄が関与しているということははっきりしたわけですよ。ですから、背景の森

林とか湿地帯、それから出てくる鉄と植物との関係を、もうちょっと考慮に入れた仕事を

していただきたいと思うわけです。

ですから、もう少し勉強していただきたいと思いますね。部長、もう少し勉強してくだ

さいよ、これ。今までのこのようなパターンでやっていけば、本当に無駄金ばっかりです

よ。同じ金使うなら、効果的なお金を使ってくださいよ。そう思って出てきているわけで

すけどね、済みません。

○橋本漁港漁場整備部長 私からもお答えをさせていただきたいと思います。全国で磯焼
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けが非常に厳しいという状況でございますので、私どももこの磯焼けに関して、各県及び

各漁業者の方たちと一緒に、磯焼け全国会議というのを６年ぐらい続けてまいっておりま

す。

その中で今、畠山委員がおっしゃいました鉄や養分といったものと、あるいは食害の問

題といったものを現場現場で議論をさせていただいて、それらを事業に戻すという意味で、

数年前から公共事業でも磯焼けがひどいところでは、基板に対して今おっしゃっていただ

いたような、ふ化したほうがいいと考えられるものは産みつけるということもできるよう

な仕組みを考えたりしておるところであります。

また、青森県の研究所は全国会議の中でもかなり一生懸命なメンバーの中の１人として、

これらの議論に参画していただいておりまして、当然これらの事業を実施する際に、周辺

で磯焼け等が顕著なところがあればおっしゃるとおり、基板を置いても何も生えないとい

うことが考えられますので、モニタリング等をよくやりながら、どういう状況かというの

を見ながら、必要な措置をとれるようなことは考えていかなければいないのかなと思って

おります。

私ども今、製鉄メーカー等とも研究も一部やらせていただいておりますが、いろいろな

御意見があるので、それらが現場にどのように適合するのかというのを、いろいろ今後と

も勉強していきたいと思っております。御指導ありがとうございました。

○岡安座長 ほかに御意見等ございますでしょうか。

１点、最初の勝浦とか長崎のほうで、防災のコストみたいなものを見積もられていたん

ですが、具体的にどのような形のベネフィットがあるとお考えなのか、ちょっと説明いた

だけますでしょうか。

○伊藤課長補佐 勝浦の場合は防災拠点漁港として、地域防災計画の中に勝浦漁港が位置

づけられております。現状では耐震強化された岸壁が整備されておりませんで、もし災害

時に緊急物資の運搬を行う場合は、一度鴨川に物資を揚げまして、そこからヘリコプター

なりトラックで陸送するような形を今、想定しております。

勝浦漁港におきまして耐震強化された岸壁ができたら、直接そこに物資を持ってこられ

るということで、陸送とかヘリコプターを使った物資輸送の経費が軽減されるというとこ

ろで、コストについて今回便益として計算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。

そのほか、委員の皆様方から御質問等ございますか。
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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。この件に関しまして、委員か

ら出させていただいた件を事前評価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。

続いて、資料３－２の期中評価に移りたいと思います。まず直轄事業について水産庁か

ら御説明いただいて、各委員から御意見、御質問を伺いたいと思います。

それでは、説明をよろしくお願いいたします。

○森課長補佐 水産庁整備課の森と申します。私のほうから、期中の評価のうちの直轄事

業分の説明をさせていただきたいと思います。資料の準備ができるまで、ちょっとお待ち

いただければと思います。

資料はお手元の資料３－２をごらんいただければと思うんですが、１枚めくっていただ

きますと、先ほどの事前評価のときと同じように、対象とした政策等がフォーマットで並

んでおります。今回、期中の評価にかけるのは直轄、補助合わせて５地区ということで、

うち直轄の特定漁港漁場整備事業に当たるものが２地区となってございます。

飛びまして、右のページの７に政策評価の結果という欄がございます。こちらのほうに、

その評価実施箇所数という表がありまして、補助のうち１地区を中止、残りの４地区につ

いては計画の見直しということで、今回期中の評価にかけさせていただくということでご

ざいます。

また１ページおめくりいただきますと（別添１）ということで、地区別の評価書がござ

います。私のほうからは直轄ということなので、右のページのうち、整理番号１番と２番、

地区名は苫前、あと「歯舞（ハバマイ 」と書いてありますけれども、これは「歯舞（ハ）

ボマイ 」の間違いですので訂正をお願いしたいと思います。この２地区について、両方）

説明させていただければと思います。

さらに１ページおめくりいただきますと、苫前地区の事業評価書のフォーマットを示し

てございます。説明は、前のほうにパワーポイントの資料を出しております。こちらのほ

うを中心に説明させていただきたいと思いますので、両方を見比べながら説明を聞いてい

ただければと思います。

それから、先ほどの参考資料４の事業概要図のほうですけれども、こちらのほうはペー

ジ数が入ってなくて申しわけないんですが、表紙から８枚めくっていただきますと特定漁

港漁場整備事業、苫前地区の事業概要図が出てきますので、先ほどの事業評価書、こちら

の概要図とあわせて見比べいただきながら、説明を聞いていただければと思います。
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では説明に入らせていただきます。苫前漁港、事業概要図及び前のパワーポイントに位

置図を示しておりますが、北海道の中でも北西部、留萌管内の中央部ぐらいに位置してお

ります。前のほうの図には出ているんですが、沖のほうに日本海北部最大の漁場である武

蔵堆を抱えておりまして、こちらを主な漁場とする道内外のイカ釣り漁業であるとか、エ

ビの桁曳き網漁業ですとか、それに加えて沿岸や養殖漁業の生産拠点漁港といたしまして、

北海道北部で唯一の第３種漁港として、非常に重要な役割を占めているところでございま

す。

さらに、全国の消費地へ出荷する水産物の陸揚げの拠点、及び北海道内外、特にホタテ

に関してはオホーツクが有名ですが、そちらへ種苗を供給する拠点としても機能が発揮さ

れておりまして、日本海北部有数の水産物流通拠点漁港として、これまでも整備している

ところでございます。

地理的には先ほど来申し上げておりますとおり、北部唯一ともに、最北端の第３種漁港

でありまして、天売・焼尻島というのがあるんですが、それを除きますと、先ほど申し上

げた武蔵堆という漁場から距離的にも一番近いところになっておりまして、そういった意

味でも拠点として非常に重要視されているところでございます。

さらに留萌管内の状況を申し上げますと、平成 16 年に管内に４つあった漁協が合併を

いたしまして、組織強化が目的の合併ではあったんですが、それ以降、特に水産物の品質

や衛生管理の取り組みを向上させることを強化させているという、状況の変化があるとこ

ろでございます。

次に、漁港の役割は先ほど述べたとおりですが、下のほうに漁港の整備の変遷が書いて

おります。苫前漁港自体は昭和 26 年に漁港指定されました。当時は第２種だったんです

が、重要性ということも含めまして、昭和 37 年に第３種に種別変更して、以降現在やっ

ている事業といたしましては平成 14 年度に新規採択をいたしまして、今回、重要な変更

に伴う期中の評価というところをかけさせていただくということでございます。

続きまして、苫前漁港の概要ということで次に示してございます。平成 20 年の港勢い

ということで、パワーポイントの右上に書いてあります。利用漁船隻数は 224 隻とありま

すけれども、これは地元と、先ほど言った、地元内外のイカ釣り漁船が入るということも

ございますし、外来の利用漁船も含めた数字となっております。

地元漁船については、傾向としましてはここ数年、横ばいもしくはちょっと減りつつあ

るという状況はありますが、外来船は非常に増加している傾向にあります。細かいところ
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につきましては後ほどまた御説明させていただきますが、そういった意味で、全体として

の漁船隻数としては横ばい、もしくは少し上がりぎみといったところがございます。

さらに、漁獲量、漁獲高というところで前に数字が示してありますが、こちらについて

もおおむねここ 10 年ぐらいの傾向を見ますと横ばい、もしくはわずかにふえているとい

うことになっています。

主な魚種としてはイカ、エビ、ホタテなどと書いていまして、まさに右下の円グラフに

示していますが、先ほど来話に出ているホタテガイが半数近くを占めております。あとは、

これも先ほどお話した内外のイカ釣りが入ってくるということで、イカの生産も高い。さ

らにはエビも 10 ％を超えているということで、主要の魚種となっております。

続いて事業の必要性でございますが、今回の事業の大まかな役割を３つ前に挙げさせて

いただいております。一つは、ずっと話に出ていますイカ釣り漁船の対応ということです。

先ほど、まさにイカ釣り漁船の外来船が特に増えてきたという話をしております。外来船

が増えてきたのに対して、どうも漁港の施設が急速に手狭になってきているというところ

がございまして、ここの受け入れをしないと、もともと地元の漁船も輻輳して、近年非常

に使いづらい状況があって、イカ釣り漁船の受け入れ能力の向上を図る必要があるのでは

ないかということで、これの効果については後ほど述べさせていただきます。

２つ目は下のほうにあるんですが、水産物陸揚げ、荷さばきと書いています。先ほど平

成 16 年に北るもい漁協ということで４漁協が合併したという話をいたしましたが、それ

に伴いまして衛生管理対策の取り組みを強力に推進するようになったということを、先ほ

ど説明いたしました。

こうした高度衛生管理に対する総合的な対策ということで、もちろん漁協のほうでも独

自に荷さばき所の改修を行うなど、積極的に近年、ここ１～２年含めまして衛生管理に取

り組んでいるところでございますが、これに呼応する形で、水産基盤整備事業としても施

設の改修――特にこちらの絵にかいていますように、屋根つき岸壁であるとか、そういう

施設の必要があるということでございます。

３つ目は右上にあるんですけれども、ホタテ種苗の品質向上が書かれています。ホタテ

についてはオホーツクでありますとか、東北地方にも稚貝であるとか半成貝を出している

ところでございますが、こちらも非常に扱い量がふえてきています。右上に小さい図があ

りまして、後ほどまた細かい話は効果のところでさせていただきますが、ここも非常に手

狭になっていて、どうも生残率が悪くなったという状況がありますので、ここを解消する
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ような施設の整備が必要ではないかというところが、事業の必要性の主な３つとして挙げ

てございます。

そういった状況を踏まえて、どういう事業になるかというのをこちらに示してございま

す。事業の目的といたしましては、道内外からのイカ釣り漁船の受け入れ能力の向上を図

る、岸壁の整備。２つ目が、水産物の生産から陸揚げ、流通に至る総合的な衛生管理の導

入を目指した施設の整備。もちろん、ソフトとあわせての連携した整備になります。３つ

目といたしまして、ホタテ種苗の品質向上を図る泊地等の整備という３つを事業に挙げて

ございます。

今回、期中の評価に至った経緯といたしましては、赤で示している特に衛生管理型漁港

の取り組みを新たに取り入れることに伴いまして、計画の見直しによる重要な変更を行う

ため、期中の評価を受けるものだという整理をさせていただいております。

引き続き事業の概要、今度は図でごらんいただいているんですが、事業概要図とほぼ同

じような、これは事業変更後の要素として書かせていただいているんですけれども、繰り

返しになりますが、左上に書いてございますが、こちらに外来船の受け入れを集約させる

と。今は青い破線でくくってある、今回衛生管理対応施設とするところが現状としてある

んですが、こちらのほうにも外来船が入ってきていたり、非常に地元漁船との輻輳が見ら

れて、結果的には陸揚げなどの効率が非常に悪くなっているという状況がございますので、

特に外来船については集約して、こちらの黄色の破線のところで整備しようと考えており

ます。

下のほうの青い破線は外来船とは分けて、こちらも衛生管理対応型に特化して、付加価

値の向上を目指すと。

右のほうに紫色の破線の部分があるんですが、ここはホタテの養殖として今も使われて

いるんですが、こちらのほうを先ほどの品質向上を目指すような施設の整備を行いたいと

考えてございます。

続いて、事業の投資効果でございます。定量的な効果はここに４つ挙げてございますが、

１番に関しましては残事業の見直しということで、主な３つに分けて今後整備を行うとい

うことにしているんですが、これに伴いまして現行の計画で必要性を再度洗い直して、こ

ういう整備をするんだったら、ここの整備はこれ以上要らないではないかということを精

査した結果、5.1 億円ほどの事業コストの削減ができたということが一つ挙げられます。

２、３、４につきましては、費用対効果のＢ／ＣのＢの部分になるんですが、水産物生
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産コストの削減効果として、ここに代表として書かれていますが、岸壁及び用地整備に伴

う陸揚げ時間等の短縮等で年間 1.8 億円のベネフィットが出ると。

漁獲物付加価値化の効果といたしましては、衛生管理型施設整備に伴う魚価の下落の防

止ということで 1.4 億円。

４番の漁獲機会の増大効果といたしましては、先ほどホタテガイの話で言った種苗生残

率の向上効果を代表として挙げていますが、こちらで年間 1.7 億円といったベネフィット

が定量的な効果で挙げられるとしております。

さらに定性的な効果といたしましては、外来漁船寄港時の波及効果。外来船が入ってき

て地域に宿泊したりすることに伴う効果が、これは苫前町全体として進めている施策でも

ありまして、そういう効果が町全体への波及があるのではないかということが一つ。

２つ目は衛生管理ということで、もちろん先ほど挙げた定量的なところもあるんですが、

イメージ的な向上もありますので、そういうものによる経済効果が挙げられる。

３番目につきましては、これもほかの町とのいろんなソフト施策との連携ということに

もなるんでしょうけれども、漁港と都市との交流拠点づくりによる地域振興がさらに進め

ば、そういったことも効果に挙げられるのではないかと書いてございます。

さらに、こうした効果の概要をもう少し深く見ていきますと、先ほど言った 5.1 億円の

コストの削減ですが、こちらを具体的に前に挙げさせていただいていますが、それぞれ細

かく書いております。一番左から、下の部分の線出しになるんですが、護岸の残事業の取

りやめというところで、あとは物揚場埋め立て等、法線が変わることによってこういった

ものがなくなる。

突堤の取りやめというのは、この部分を今度は衛生管理対応ということで利用しますの

で、こちらの撤去がそもそもなくなる。

道路整備につきましても、衛生管理をするに従って、このあたりをパッケージで整理す

ることによって、当初予定していた道路整備は必要ないのではないかということがわかり

ましたので、これを含めまして、先ほど申し上げた 5.1 億円の事業コストの削減となって

おります。

続きまして、定量的な効果の２つ目として外来船の話ですけれども、先ほど来申し上げ

たとおり、外来船と地元漁船の輻輳ということがありました。それを具体的に図に描いた

のが前のところになるんですが、今度衛生管理するところが、基本的には地元船が泊まっ

ていたところですが、特に夏場のイカ釣りシーズンのピークになると、遠くは長崎あたり
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からも漁船が来ます。先ほど町の施策と言いましたが、そういう外来船に地元の方が場所

を明け渡すといった状況がありまして、整備前の図にあるとおり、係留不足により地元船

が、ちょっと不便な北の防波堤にわざわざ泊めにいかなければならないという不便がある

ところでございますが、これが整備後は両方の仕分けがしっかりとしまして、地元船も動

かないで済むし、外来船は外来船ですんなり入れるということで、こういったところで生

産コストの削減効果に加えられることにしております。

さらには、定量的な効果の３といたしまして衛生管理型の施設。こちらにつきましては

先ほど申し上げたとおり、今の状況は屋根もなく屋外での作業ということで、代表される

のは鳥のふんなどの危害の防止。あとは直射日光であるとか、冬は冬で非常に厳しい労働

条件を強いられていたわけですが、これが屋根つきになることによって、その辺の不便が

解消されるといったところが示されております。

４番目といたしまして、ホタテの話です。こちらに少し具体的なことが書いてあるんで

すが、こちらのホタテは初めの時期は沖のほうで養殖していますが、出荷間際になってき

ますと港内のほうに運んで、それを泊地でかごをつるしているという状況ですが、ホタテ

の扱い量がふえてきて、かごの量がふえてくる。ある程度の長さのかごを２段式につって

いるんですが、泊地の水深がないものですから、２段につる２段目をわざわざ折り曲げて

いる。要は、Ｕの字型のかごにして港内に置いてあるわけですが、そうするとどうも生残

率がよくなくなる。ホタテにはそれなりのエリアが必要だというので、ここら辺を解消し

ないと、なかなかちゃんとした歩留まりが期待できないということで、先ほど言った２段

にかごをつるしてもおさまるような水深まで、この泊地を増深したいということが、この

事業のところでありました。これによってホタテガイの生残率が上がるということで、こ

れを効果に入れているところでございます。

次に、全体を通しまして費用対効果の算定結果でございますが、今回事業費といたしま

しては 67.1 億円ということで、総費用、総便益とも上がっているんですが、費用便益と

いたしましては 1.58 を確保しているところでございます。

続いて、現在の進捗状況を参考までに御説明させていただきます。先ほど申し上げてい

る３つのものにつきましては、イカ釣り漁船の外来船の受け入れを図る施設につきまして

は随時進めているところでございますけれども、今回下にある衛生管理対応施設と、ホタ

テ種苗品質向上のための泊地の増進を新たに加えております。青い破線のところが平成 23

年度以降の整備になるんですが、ホタテの陸上のところはある程度進んでいるんですが、
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平成 23 年度以降は先ほどの衛生管理対応型施設や、ホタテ養殖の泊地を中心に、今後事

業を進めていく予定としてございます。

続いて地元の意向についてということで若干御説明させていただきますと、苫前町は基

本的に立地からわかるとおり、水産業が中心事業となっておりまして、関連の漁業者が就

業者の４分の１を占めている基幹産業となっています。特に観光なども含めまして、町全

体として進めているということがございます。

それから北るもい漁協、先ほど合併して誕生したと言いましたが、こちらについても漁

港管内で唯一第３種漁港であるということで、こちらの苫前漁港を拠点に総合的な衛生管

理を図りたいとしておりますし、苫前に関しては先ほどのホタテの問題で、何とか生残率

を上げたいと強く望んでいると聞かれているということでございます。

こうした状況を含めまして、我々の結論ということになるんですが、新しい北るもい漁

協が進める総合的な衛生管理に合わせて、今回総合的な衛生管理を図るための岸壁改良の

整備といったもので計画を見直すものであります。また、費用対効果に関しましては、先

ほど申し上げたように 1.58 ということで、１を大きく超えているという状況がございま

す。

こうしたことを踏まえますと、本事業は必要性、効率性、有効性が高く、費用対効果等

の投資効果も確保されていることから、見直しの上で事業を継続、実施するということが

よろしいのではないかという結論にさせていただいております。

こちらがまず、苫前地区の説明でございます。

引き続きまして、歯舞地区の御説明に入らせていただきます。資料３－２では、今の苫

前の次のページの右からが歯舞地区の期中の評価になっております。事業概要図は、苫前

を１枚めくっていただきますと歯舞の事業概要図になっていますので、そちらとあわせて

説明を聞いていただければと思います。

歯舞漁港ですが、根室半島の先になります。歯舞という名前のとおり、北方領土にも非

常に近い地域となっておりまして、北方四島及びロシア水域を含む、いわゆる太平洋北西

部漁場において、大臣許可事業であるサケ・マス流し網漁業、サンマ棒受網漁業、ほかに

は貝殻島コンブ漁業といった沿岸漁業の生産・流通拠点として、北方四島水域への最前線、

またはこういう地理的なものもありますので、漁船海難事故も頻発するといった操業海域

でございまして、こういうところの避難拠点漁港としても機能を発揮している漁港でござ

います。
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歯舞漁港の変遷は下半分に書いてありますけれども、先ほどの説明で漏れましたが、こ

ちらの図で赤い丸で示した３つの地区がございます。北から温根元地区、珸瑤瑁地区、歯

舞地区とあるんですが、今回の期中の評価の説明というのは、これまではこちらの３地区

が３つの漁港としてあったんですが、これがこのたび合併いたしまして、それに伴う事情

の変化ということで期中の評価にかけさせていただいているということを、まず初めに申

し上げます。

変遷に戻りますが、昭和 26 年に第４種歯舞漁港が指定されました。昭和 28 年に第１種

珸瑤瑁漁港が指定されました。昭和 38 年には温根元漁港の指定がございまして、今回、

平成 22 年２月にこれらの３漁港が合併して、新しい第４種歯舞漁港に指定されたところ

でございます。

事業の経緯でございますが、平成 14 年度に歯舞と温根元において新規事業が採択され

ました。今回は合併ということもありますが、これらの歯舞、温根元に加えて珸瑤瑁を効

率的に整備するという新たな計画を立てたということで、期中の評価にかけさせていただ

いているところでございます。

続きまして歯舞漁港の概要でございますが、先ほどと同様に右上に構成が書いてござい

ます。利用漁船隻数、漁獲量、漁獲高はいずれも３地区を合わせた数字になっております。

利用漁船隻数については 524 隻、漁獲量、漁獲高、主な魚種はサケ、マダラ、コンブなど

と書いておりますが、この３地区におきまして、基本的には大体同じような傾向をとって

おりまして、漁業者数に関しましては基本的にややふえているということで推移しており

ます。

陸揚高と金額につきましては、ここ５年から 10 年にかけておおむね横ばいと。ただ、

珸瑤瑁地区に関しては若干の増加が見られる傾向があるというのが概要でございます。

円グラフが真ん中にありますが、先ほどのとおりコンブ、サケ、タラといった魚種が主

に漁獲されているところでございます。

続きまして、変更後の事業の必要性でございますが、こちらは主に２つでございます。

先ほど平成 22 年２月に漁港が合併したと言いましたが、これでどういう効果が生まれる

か。細かくはまた後ほどの効果のところで御説明いたしますが、漁港合併によって何が一

番変わるかというと避難連携でございます。これまではそれぞれの漁港が、それぞれの整

備を進めて、それぞれの漁港に入る船にとって安全なようにつくってきたわけですが、今

度はこれを使い分けしようと。ここに吹き出しで円グラフみたいなのが書いてあるんです
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が、ある風向きのときにはこの漁港は使えないけれども、こっちの漁港には入れるねとい

ったことがあると思いますので、近隣の漁港３つが連携してこういった避難をすることに

よって、本来一つ一つ整備していた施設が少しでも効率化できるんじゃないかということ

で、今回の合併に至ったということでございます。

右側は歯舞産水産物の衛生管理ということで、これも先ほどの苫前と同様に屋根つき岸

壁を中心に、ソフト施策もあわせた総合的な衛生管理を図るといった対策を行っていると

ころでございます。特に高度衛生管理につきましては歯舞漁港管内、３地区合併とありま

したが、管内すべての漁港で陸揚げされた漁獲物が歯舞地区の水産物卸売市場に集荷、入

札、出荷されているといった流通拠点になっていることもございますので、こうした取り

組みが非常に重要でございます。

続きまして、それを受けました事業の概要でございます。事業の目的といたしましては、

まず一つは歯舞、温根元、珸瑤瑁の連携による効率的な漁船の避難を可能とする護岸等の

整備。

２つ目としては、衛生管理施設の整備を歯舞で実施する。今回の期中の評価といたしま

しては、こうした３地区の漁港の合併に伴い、計画の見直しの上で統合を行うため、期中

の評価を受けるという整理になってございます。

続きまして事業の概要を、図をあわせて説明させていただきます。青で書かれたところ

が先ほどの避難連携という話で、赤で書かれたところが歯舞の高度衛生管理ということで、

こちらはまた後ほど効果で出てきます。

投資効果の話に移らせていただきますが、先ほど、合併に伴いまして１つ１つにそれぞ

れ整備する必要がなくなったと申し上げましたが、これによって全体として事業費が 16.7

億円削減されましたということが、まず一つ挙げられます。

２つ目は漁獲物の付加価値ということで、これは苫前と同様ですが、衛生管理に伴う魚

価下落の防止効果ということで、4.3 億円を毎年計上するということでございます。

さらに加えて定性的な効果といたしましては、地理的な条件もありますので、北方四島

への最前線における漁船基地としての貢献ということが、引き続き挙げられます。

さらに２．としまして、漁船の避難機能向上と書いていますが、避難の際の柔軟性が増

したと言いかえられると思います。それぞれ使う人がちゃんとソフト的な対応もできない

といけないんですが、これを契機にこういう避難の意識の高まりと、そういうふうにする

んだということが得られることによって、避難の柔軟性が増したということが挙げられる
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と思います。

３．は、衛生管理によるイメージ的な効果。

４．はさらに進んで、国際競争力が増すのではないかと。こちらの産品は中国へ輸出し

ているというところも既存として挙げられますので、そういったところがさらに効果が増

すことが期待できる。

５．としましては、一般的な漁業外産業への経済波及効果も、定量化できない部分で期

待できるのではないかということでございます。

続きまして、効果をもう少しかみ砕いて御説明いたしますけれども、先ほど来からの避

難の話であります。避難とともに右上に温根元の図が出ていますが、先ほど言ったとおり、

全地区においてそれぞれががっちりした避難の施設を持つのではなくて、それぞれが使い

分けをすることによって、温根元に当初計画していた沖の防波堤が必要なくなったという

ことで、これだけで 25 億円の削減ができているところでございます。

そのかわりに珸瑤瑁等の小規模な漁港において、最低限の避難をできる施設を整備、改

良しますので、若干そちらでふえる部分がございますが、トータルとしては 16.7 億円の

事業コスト削減となります。

衛生管理につきましては、大体苫前と同様の仕組みでございますが、衛生管理対象魚種

としてサケ、マス、マダラが 85 ％の魚種が当たります。サンマ以外のほとんどの魚種が

こちらに来るんですが、こうしたものの付加価値が上がるということを挙げてございます。

前回評価との比較ということで、事業費が大幅に下がるという話。

最後の費用便益費、Ｂ／Ｃにおきましても当初の 1.58 よりもさらに上がって、今度の

計画では 1.65 になるということでございます。

参考として、事業の現在の進捗状況でございますが、実施済みと残事業と分かれており

まして、今回変更に加わる一部の避難対応の改良整備が、まず残事業として残っているほ

か、高度衛生管理はずっと進めている状況ではあるんですが、まだ少し残った部分がござ

いますので、それも残事業としてカウントしてございますが、こうしたことを平成 23 年

度以降、中心的にやっていくということでございます。

地元の意向としましては、根室市歯舞漁港と書いてございますが、根室市も漁業、水産

加工業といった関連産業が基盤産業であるという話。それから納沙布岬等が控えていて、

そういった観光との連携であるとか、それの基盤になる漁港機能の向上というのは、市と

しても非常に力を入れているところでございます。
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また歯舞漁協につきましては、当然のごとく衛生管理をこれまでも積極的に推進してき

ましたが、そもそも漁船の避難を強く望んでいるということがございます。

この下にクルーズの話だとか、あとは昆布しょうゆという資料を載せていますけれども、

特に歯舞地区については地域で、北海道はマリンビジョン計画というのを策定して、特に

歯舞ブランドの確立に向けた多様な取り組みをして、地域経済や社会の活性化を目指して

ございます。先ほど市のほうで申し上げた、漁業振興と観光の振興とをあわせ持った地域

の活性化に対して、取り組みを強力に推進しているところでございます。

特に 2009 年におきましては、こういった地域マリンビジョンの取り組みが、北海道開

発局の局長賞を受賞したということもございまして、そうした取り組みが非常に高く評価

されているということも、あわせて御説明の中に入れさせていただきます。

こうしたことを踏まえての評価といたしましては、改めまして歯舞漁港のあるべき役割

を見ると、あと、こうした事業の取り組みといったもの、数字的なものや費用対効果も含

めまして、必要性、効率性、有効性が高く、３地区の漁港の合併に伴う計画の見直しにつ

いては事業を継続、実施する必要があるのではないかというのがこちらの結論でございま

す。

以上で、２地区まとめて説明させていただきました。

○岡安座長 ありがとうございました。

ただいまの説明をいただきまして、各委員の皆様の御意見、御質問をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

○安永委員 苫前地区のホタテ種苗作業船の泊地整備について、ちょっとお聞きしておき

たいんですが、これは港外で初期育成をした種苗を、出荷前に港内に運んで持ってきて、

そこでしばらく準備期間を設けるための施設の改良が必要だという理解ですか。

○森課長補佐 ええ、準備のときに港内に入れるときに水深が足りない。沖のほうで入れ

ているときには、そのままかごをおろして置けるんですが、帰ってきたときに２連にして

いるかごを折り曲げることで、生残率がかなり落ちる。

○安永委員 それは通常どのぐらいの期間を、その港内の準備は。

○森課長補佐 時間は、出すと決まった段階で持ってくるんですが、そんなに長く、何カ

月もというわけではないと思います。それこそ、せいぜい１週間足らずの時期だと思うん

です。１日から２～３日と言われていますけれども、それでも場合によっては２割ぐらい

死滅するといったことが見られているようです。
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○安永委員 そうですか。説明資料では 20 ％ぐらいにへい死率を見込んでおられるよう

ですが。

○森課長補佐 それは現在のへい死率がそうなっているということです。

○安永委員 そうですか。それは２日なり３日の間に一挙に生じるという。

○森課長補佐 ええ。

○安永委員 そのことを改善されたいということなんですね。

○森課長補佐 はい。

○安永委員 わかりました。

○畠山委員 苫前の話ですが、私は宮城県のホタテの生産者ですのでよく知っているんで

す。ここは本当にホタテの種苗の大事な基地でありまして、道内はもちろんですが、三陸

の重要な基地なんですよ。今、三陸のホタテの生産額が大体 30 億円から 40 億円になって

いるんですが、ここがおかしなことになると影響が大きいんですよ。

ですから先ほどのホタテの、我々はちょうど１年たった７～８ cm の半成貝を混入する

んですが、それを二つ折りなんかにされて、かごの中でこんなになっているやつを持って

くると、持ってきた後に物すごく障害が出るんですよ。

ですから、持ってきたのをすっとそのまま下げておけるような施設をつくるということ

は、オホーツクのほうへやる稚貝にとってもそうですし、三陸への後のことまで響きます

から、ぜひ、いい施設をつくっていただきたいと。波及効果は大きいということですね。

よろしくお願いします。

○森課長補佐 東北のほうにもこちらの管内、やっぱり宮城県を中心に、岩手県にも少し

出ているようであります。ありがとうございます。

○岡安座長 今のお話で、そういった波及効果を見積もることはなかなか難しいことなん

でしょうか。

○森課長補佐 波及効果に関しては、今回は生残率の向上を基本的なところに出していま

す。あとは付加価値がどれだけ示せるかということでございますが、例えば行った先の波

及効果を入れられるかというところについては今回入れておりません。それでも、１を大

きくオーバーするＢ／Ｃが出ております。ただ今後、そういう検討も必要かということは

考えられます。

○岡安座長 ほかの皆様方、御意見、御質問等ございますでしょうか。

○畠山委員 歯舞地区の漁業者が減らないで微増というか、そういう傾向というのは全国
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のレベルからいっても非常に重要なことじゃないでしょうかね。それはいかがですか。

○森課長補佐 これは推測の域を脱していない部分があるんですけれども、まず地域で漁

業として食べられるというのが一つあると思います。この場合はオホーツクと一緒にして

いいのかどうかわからないですが、比較的もうかるというか、扱っている魚種が非常にい

いということと、先ほどちょっと挙げましたが、輸出にも早くから目を向けて、地域の意

欲が非常に高いというところも含めてあるんだと思います。

全国を見ていると、地域によって非常に違う。もちろん、地域全体として上がっている

ところもありますが、中には元気のない地方と言われる中でも、頑張って活動を続けてい

るところがございますので、ちょっとこれは範疇外になるんですが、そういったところの

取り組みをいろいろ紹介していければ、全国の漁業の底上げにつながる一つのきっかけに

なるんじゃないかと思います。

○安永委員 歯舞地区のコスト削減の可能性の中で 「新技術・新工法等の導入によるコ、

ストの縮減に努める」という表現があります。余り詳しいことは私もわからないのですが、

例えばどういうようなことで技術的な削減の期待ができるのかというのを説明していただ

ければと思います。お願いします。

○森課長補佐 具体的にどうこうという段階がわかっていると、はなから入れろという話

になるんですね。これは恐らく今後整備する中で、それは衛生管理であれ、例えばほかの

係留や外郭施設であれそうだと思うんですが、全体的な、一般的な事業のコスト削減もい

ろいろ技術開発は進められておりますので、そういう中で開発されたものが、例えばこの

漁港の事業に生かせるものが出てくれば、それは臨機応変に対応していって、できるだけ

事業費の削減を図るということでございます。

○安永委員 事業全体に対するスタンスのような理解をすればよろしいですね。

○森課長補佐 そうですね、ちょっと一般的な話になってしまって申しわけないんですが。

○安永委員 わかりました。

○中村委員 この期中評価の場合、点検項目で事前の評価値と今回の評価値の費用対効果

が 1.58 というのは、たまたま同じになっていると考えてよろしいんですか。

○森課長補佐 ええ、これはたまたまです。ふえるところも減るところも、かなり大きく

あったんですが。

○中村委員 計算の仕方にもよると思うんですが、この時点において投資した費用が、例

えば苫前であれば 47 億 4,900 万円ということですよね。この途中段階まで投資した額が
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そうだということですよね、かかった総費用。

○森課長補佐 47 億 4,900 万円は点検項目の２のところですよね。こちらは事前評価を行

ったときの総事業費を現在価値化して出したものですので、これはいずれも総事業費に対

して計算した総費用及び総便益となります。

○中村委員 今回は総事業費をふやした場合の費用対効果。

○森課長補佐 そうですね。ただ、それが直前の評価は平成 14 年なので 13 年の評価です

し、今回は現時点での時間の評価ということもありますし、あとは先ほどのプラスマイナ

スの部分というのがいろいろあって、結果的にたまたまＢ／Ｃが 1.58 であったというこ

とです。

○中村委員 それから、これはちょっと大局的なというか、なかなか難しいことなんです

が、これはどこでもそうかもしれませんが、ここの町も平成 14 年から 20 年にかけて人口

が 600 人減っていると。これだけ投資をして、漁業就業者が高齢化して減ってしまったん

では、実質的な費用対効果が小さくなってくるんじゃないか。

もう一つは、確かに人は減っているんだけれども、何とかそれを持続可能な漁業として

持っていくためには、もう一つはこの効果を見るときに、水産物の生産性の向上という項

目がありますが、人が減っても１人当たりの所得が上がっておれば何とかいけるかな。要

するに、インフラを投資してアウトカムというか、これはどれだけの水揚げがふえたとか、

あるいはコストを削減したかというアウトプットというか事業効果ですが、実際のアウト

カムとしては漁業関係者の高揚というんですかね。

いなくなってしまったんではどうしようもないし、町全体としても確かに観光とかいろ

んな産業を複合化して振興するということはやっていても、住んでいる人がいなかったら

何もできなくなるので、最終的にはそういった漁業関係者が持続可能な漁業をやっていけ

るために、一定の漁業就業者の確保とか、あるいはそれが伸びないのであれば１人当たり

の所得が上がれば、またそこへ参入する人が入ってくるので、そういったところの効果と

いうのは見ることができるんですかね。あるいは効果が上がっているかどうかということ

なんですが。

○森課長補佐 一つとしましては、まさにおっしゃったとおり、１人当たりの所得がふえ

れば、また、ここに来れば、ここで働ければもうかるという話になれば人が来るきっかけ

になるかもしれないので、まさにそうだと思います。

苫前地区の場合、そういうことを含めて、外来漁船を呼び込みたいというのは、町の施
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策としても一つ打ち出しているということでございます。そのためにも外来船の施設を整

備する。漁港の後ろに温泉つきの宿泊施設のようなものがあって、そこへの無料の入湯券

みたいなのを配ったりして、町を挙げても努力しているということで、漁業だけとは言わ

ずに町全体の活性化にもつなげて、できれば人口減少にも歯止めをかけられればという思

いがあるんだと思いますけれども、そういう意味では戦略が非常に明確になっている地区

であると思います。

ほかの地区についてはなかなか、そういうところまでいっているかどうかというのはわ

からないんですが。

○岡安座長 ほかに御意見等ございますか。

ないようでしたら、今回の期中評価の直轄の説明をしていただいて、委員の意見をいた

だいたということで、どうもありがとうございました。また、こちらについても本日の意

見を参考にしていただいて、期中評価に生かしていただければと思います。

それでは 14 時半となりまして、まだしばらくこの委員会は続きますので、ここで一度

休憩をとらせていただけたらと思います。10 分ほど休憩をさせていただいて、２時 40 分

から再開させていただければと思います。よろしくお願いいたします。

〔暫時休憩〕

○岡安座長 それでは２時 40 分になりましたので、再開をさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

期中評価のうち残る補助事業について、水産庁から御説明いただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。

○伊藤課長補佐 私から期中の評価について、３つの補助事業について説明させていただ

きたいと思います。先ほどの直轄事業と比較して、補助事業ということで事業主体が県や

市になっております。若干簡単に説明させていただきたいと思います。

資料３－２の歯舞地区の後になってございます整理番号３で、新潟県佐渡市の両津地区

の期中の評価について説明させていただきます。事業概要図につきましても歯舞の１枚後

にございますので、そちらもあわせて御確認いただければと思います。

こちらが、両津漁港の全景の写真でございます。両津漁港は新潟県の佐渡の離島に存在

しております第３種漁港でございまして、両津港と隣接しておりまして島の玄関口になっ

ています。

この写真で緑で囲っているところが漁港地区になってございますが、上の地区が日本海
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側に面した地区で、下の緑の地区が加茂湖という湖に面している地区になってございます。

これが地区の概要になってございますが、ちょっと見にくいでしょうか。佐渡市の東部

に位置しておりまして、沿岸の岩礁帯で好漁場になっているということで、刺し網とか採

貝藻、それから大型・小型定置が営まれておったり、加茂湖内ではカキの養殖が行われて

おります。また、沖合ではイカ釣り、えび篭等の漁業が行われております。

佐渡で陸揚げされた漁獲物の７割は両津漁港の産地市場に集荷されて、県内外へ流通し

ているという状況です。

佐渡漁港の漁獲物の取り扱いにつきまして、陸揚金額が６億 3,000 万円、登録漁船につ

いては 220 隻、利用漁船が 272 隻ということで、主な魚種としてはカキ、スルメイカ、タ

ラ類が漁獲されているという状況になっています。

今回、期中の評価ということで計画の見直しを行うことになっておりますが、その背景

となっておりますのが漁業情勢とか社会情勢の変化でございます。こちらに示しておりま

すが、利用漁船数が平成 11 年は 316 隻あったものが、平成 20 年で 272 隻に減っておりま

す。

それから組合員の数も、平成 11 年は 442 名おったものが現在では 340 名ということです。

組合員の減少理由としては高齢化等が進んでいるということでございまして、今後漁業従

事者の増加が見込めないと、県のほうでは判断しておる状況でございます。

それに伴って、用地の利用についても需要が減ってきたと。その理由としましては、平

成 18 年に底引き網が廃業したということや、小型定置網が平成 20 年に廃業したというこ

とで、従前の計画に予定しておりました漁港施設用地の需要については大きく減少してい

るということで、こういった情勢変化に合わせて、今回計画の見直しを行うことになって

おります。

こちらが、現行計画と変更計画の概要でございます。現行計画では、下で茶色と赤で着

色したところがございますけれども、漁具干場とか荷さばき施設の用地として湖内の埋め

立てを予定しておりました。それに合わせて、静穏度確保のための防波堤の整備、それか

ら用地に附属している岸壁の整備を予定しておりましたが、そちらについては今回事業を

見直して落としておると。

それから、下の湖内と日本海側へ抜けるところで一部航路の新設を予定しておりました

が、こちらにつきましても今回の計画から落としております。変更の計画としましては、

マイナス４ｍ岸壁の改良ということで、あわせて清浄海水の導入施設や防風防暑施設の設
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置、外郭施設としまして沖防波堤と第２南防波堤の設置、それから汚水浄化施設の設置と

いう内容に見直したいということでございます。

事業見直し後の費用対効果ということで簡単に説明させていただきますが、貨幣化した

主な便益ということで、大きく４項目挙げております。水産物生産コストの削減効果、漁

獲機会の増大効果、漁獲物の付加価値の効果、それから漁業就労環境の労働環境改善効果

ということで便益を算出しております。

水産物生産コストの削減効果につきましては、防波堤などの整備に伴いまして、漁船の

避難時間の削減や用地の舗装を行うことによりまして、これまではほこりなどを払いなが

らやっていた作業が短時間で済むといった形の削減効果を見ておりまして、これで約 55

億円の便益を算出しております。

また、漁獲機会の増大効果としましては、防波堤整備に伴って出漁日数の増加が期待さ

れるということで約 11 億円 清浄海水の取水による漁獲物の付加価値の効果としまして 12、

～ 13 億円程度、労働環境の改善効果として２億 6,000 万円ということで、それぞれ便益

を算出してございます。

そのほかに貨幣化困難な定性的な効果としましては、これまで沖合で操業していた県内

外の漁船の避難港としての利用促進が、港内や航路の安全性が向上することによって、そ

うした漁船の避難利用が促進されることが考えられるということでございます。

最終的にこれら総便益、総費用につきまして算出しましたところ、Ｂ／Ｃは 1.99 とな

ってございます。

最後に、先ほどのＢ／Ｃを受けての評価の結果となりますけれども、現行では事業費 11

億 8,500 万円、事業期間は平成 14 年から 23 年度までを予定しておりましたが、今回変更

することによりまして、事業費が 30 億 1,100 万円になります。事業期間は平成 14 年から

平成 23 年度までということで変更はございません。

先ほど来説明しておりますが、高齢化に伴った漁業者や漁船数の減少ということで、埋

め立て等の施設整備については再検討を行っておりまして、必要な工種に変更減とするこ

とにしております。

残事業としましては、清浄海水の導入施設や汚水浄化施設の整備を行うことによりまし

て、安全・安心な水産物の供給を目指すと。それに伴いまして水産物のブランド化、ある

いは高付加価値化が期待されまして、漁業者が求めます魚価の安定が期待できるのではな

いかということと、費用対効果分析の結果１を超えたということで、経済効果についても
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確認ができたということで、この事業につきましては計画を見直して実施させていただき

たいという結論になってございます。

両津地区については以上でございます。

続きまして、相川地区について御説明させていただきたいと思います。期中の評価の資

料の両津の後で、整理番号４で相川地区がございます。それと、両津漁港の後のページに

相川地区の事業概要図がございますので、そちらもあわせてごらんいただきたいと思いま

す。

相川地区は、相川地区と鹿伏地区の２地区に分かれてございます。こちらも先ほどと同

様に、佐渡に位置しております佐渡市の第１種漁港でございます。佐渡の西側の北部に位

置しておりまして、刺し網とか採貝藻を初めとした漁業が行われているということですが、

北西に面しておりまして、冬季風浪等の影響を強く受けるということで、漁業環境として

は非常に厳しいという状況になっています。

ただ、漁港の背後にホテル等が建ち並んでおるということで、島内でも有数の観光地と

いうことで、そういったホテルに対して漁獲物の提供等を行っているということでござい

ます。

相川漁港の陸揚げの状況ですが、平成 20 年で陸揚金額は 1,600 万円です。登録漁船、利

用漁船についてはともに 64 隻となっています。主な漁業種類は、刺し網あるいは採貝藻

が中心となっておりまして、サザエやタイ類が漁獲されている地区になっております。

こちらも漁業情勢、社会情勢が、当初の計画を立てた段階から大きく変わっております。

まず登録漁船の減少でございますが、平成 11 年に 100 隻ありました登録漁船が、平成 20

年で 64 隻になってございます。鹿伏地区につきましては 35 隻、相川地区については 29

隻という状況でございます。

組合員数につきましても減少しておりまして、137 人から 95 人ということで、刺し網、

採貝藻を営んでいらっしゃる漁業者の方が減っているということで、今後もなかなか増加

が見込めない状況と聞いております。

当初、新規参入もあるのではないかということで、新造船を６隻程度予定しておったと

いうことでございますけれども、平成 18 年現在で、そういった新造船をつくるめどが立

っていないということで、現状でも平成 19 年から現在まで、一部の整備が休止している

状況になってございます。こうした漁業情勢、社会情勢の変化を受けまして、今回計画の

見直しを行いたいということでございます。
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こちらが当初計画と変更計画の概要でございます。当初につきましては左側の一番左に

なりますが、漁業者の数に応じた物揚場や用地の整備ということで、防波堤や護岸、用地

の整備を茶色と赤と黄色のところで予定してございましたが、そちらについては整備をし

ないということで見直しをする方向でございます。

それから防波堤につきましても静穏度確保の観点から、防波堤の整備を行ってきたとこ

ろでございますが、一部整備を行いまして、その他については整備を行わないということ

で、右の変更計画にあるように、防波堤の角の部分で消波工の設置を行ったところでござ

いますが、それ以外の防波堤の改良については実施しないということにしております。

残事業につきましては、港内の泊地のしゅんせつということで、水色の色かけしている

ところと臨港道路の整備ということで労働時間の短縮とか、水産物の生産性向上という観

点から、道路の整備については実施するということで変更したいということでございます。

事業見直し後の費用対効果についてですが、大きくは水産物の生産コストの削減効果と

漁獲機会の増大効果ということで算定しております。生産コストの削減効果としましては、

防波堤整備によりまして船揚げの作業時間短縮、荒天時の安全確認の時間の短縮、それか

ら出漁機会の増加、労働時間の短縮ということで 94 億 6,200 万円を算出しています。

漁獲機会の増大につきましては出漁日数の増加ということで、約 100 億円ということで

算出しています。

その他、貨幣化困難な項目としまして、こちらの相川漁港の中で体験観光ということで

シーカヤックの乗降がされているということで、港内の静穏度が確保されるということで、

交流の場としての交流人口の増加が期待されるということと、臨港道路の整備によりまし

て、災害時の避難用の道路としての利用効果が見込まれるのではないかということで考え

ておるところでございます。

変更の事業費によりまして算出したＢ／Ｃは 1.23 ということで、１を超えている状況

でございます。

これら評価の結果としましては、現行計画 13 億 9,000 万円が、変更計画では２億 9,100

万円となります。事業期間は平成 13 年から平成 22 年度までということで、今年度で事業

を終了することになります。

先ほど来説明しておりますが、漁業者数、漁船数の減少。参入を予定していた新規就業

者の参入がないという現状から、事業内容については大幅に見直し、部分的に廃止するこ

ととしておりまして、未着手の施設につきましては地元漁業者、あるいは漁協とも協議を
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終えているところでございます。

Ｂ／Ｃは１を超えているということで、経済効果についても確認されておりまして、計

画を変更するということで考えておるところでございます。

相川地区については、以上でございます。

最後に福岡県の沓尾地区で、資料３－２の整理番号５でございます。事業概要図につき

ましては、相川地区の１枚後でございます。こちらは福岡県の北東部に位置しておりまし

て、大体豊前海の中央部になります。こちらの写真をごらんいただいているとおり、周辺

が干潟域になってございます。そういったところで漁港の整備が行われてきたところでご

ざいます。

こちらの構成としましては、利用漁船で 70 隻でございまして、属地の陸揚量は 924 ｔ

で、陸揚金額は２億 8,300 万円。主な漁業種類は、小型底引き、あるいはかご漁によりま

して、カレイ類、エビ類が漁獲されているということです。

こちらの漁港の特徴としましては、潮位差が大きいということで出漁機会が限られてい

ることと、港内の土砂が堆積しているという状況でございまして、先ほどこちらの写真で

お示ししましたが、ちょっと陸から離れたところに漁港施設を整備しているということで

ございます。

こちらにつきましても漁業情勢、社会情勢の変化がございまして、漁獲量なり漁業従業

者数が変化しております。ただ、漁獲量につきましては平成 11 年、20 年と比較しますと

若干増加しておりますが、従事者数は 152 人から 112 人ということで減少しています。そ

れから利用漁船、登録漁船も 121 隻から 70 隻ということで、４割程度が減っているとい

う状況でございます。こうした漁船数の減少を受けまして、係留施設、用地整備の計画を

見直すということで、期中の評価を図らさせていただいておるところでございます。

こちらが事業の概要ですけれども、左上が当初の事業計画になってございます。写真で

見ますと手前のほうに大きく泊地をつくりまして、地区用の岸壁とか船揚場、あるいは物

揚場等の整備をする予定にしておりましたが、見直し後の事業計画におきましては、写真

で言えば下ですが、防波堤用地等の整備をかなり縮小したという形になっています。

、こうした計画の見直しによりまして、防波堤については当初 505 ｍあったものが 209 ｍ

防砂堤につきましては 202 ｍは変わらずですが、護岸については一部ふえております。あ

と、浮体式係船岸は 80 ｍ、蓄養岸壁は 45 ｍを予定しておりましたが、それぞれ●皆減と

いうことで、その他用地につきましても３万 3,500 ｍ から２万 4,300 ｍ に減少する見直2 2
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しを行ったところでございます。

これらを踏まえて事業見直し後の費用対効果を算出しておりますが、水産物の生産コス

ト削減ということで、運送・通勤に係る経費の削減効果ですとか、陸揚げ作業時間、潮待

ち時間の削減効果、それから漁船の見回り・点検の削減効果、漁船の耐用年数の延長等の

効果を見まして、水産物生産コストの削減効果として１億 6,300 万円、漁業機会の増大効

果として約１億円、漁獲物の付加価値効果としまして１億円、就労環境の改善効果として

9,600 万円ということで便益を算出しております。

その他、貨幣化困難なものとしましては、蓄養施設あるいは防波堤の整備によりまして、

高付加価値の水産物の収穫により、漁業者の収入の向上が期待されるとか、新規就労者も

期待されることにより、地域の活性化が期待できるのではないかということでございます。

これら貨幣化できた便益と整備コストを比較しまして、Ｂ／Ｃは 1.16 という状況にな

ってございます。

評価の結果ですが、現行計画で 47 億 5,000 万円の事業費につきましては、変更後 42 億

3,500 万円ということで検証しております。事業期間については当初平成 23 年度までを予

定しておりましたが、見直しによりまして平成 28 年度までの事業期間とさせていただき

たいということでございます。

以上、説明した内容を集約しますと、漁業情勢の変化により係留施設用地等の見直しを

行った結果、不要な工種については減を行ったという状況でございます。残事業につきま

しては付加価値の高い活魚の販売や、安全な漁業活動を行うための防波堤の整備を行うこ

ととして、地元からも早期完成に強い関心が寄せられている状況でございます。

Ｂ／Ｃも１を超えているということでございますので、水産庁としましては計画の変更

についても妥当ではないかということで判断しております。

説明は以上でございます。よろしくお願いします。

○岡安座長 どうもありがとうございました。

ただいまの説明を受けまして、各委員の皆様方、御意見、御質問ありましたらよろしく

お願いいたします。

○安永委員 ただいまの御説明を聞いて、事業規模を縮小する箇所が多いなという印象を

受けたのですが、その大きな原因として、漁船数の減少や就業者数の減少が取り上げられ

ているようです。事前の想定はなかなか難しいということはわかるのですけれども、主た

る原因は、例えば資源の減少による漁獲金額の低下ということにあるのか、それとも例え



- 32 -

ば漁業者の方の老齢化に伴う後継者確保の困難のために廃業される方が増えているという

ことにあるのか、その辺の分析はしておられるのでしょうか。

○伊藤課長補佐 地区ごとでなかなか状況が違うと思いますが、今回の例で見ますと、相

川地区につきましては全体的に漁業者の方々が高齢化されてきたということもありますし、

背後のホテルに漁獲物等を供給しておったようですが、当初、佐渡への離島の船が増隻さ

れて、それに伴って島内への入り込みがふえるという想定をされていたと。計画当初の漁

業者の人数なり利用漁船については、そういった需要の増加に対応した形で考えておった

ところですが、最終的には新造船ができなかったということもあって、入り込みが伸びな

いといった状況もありまして、最終的には漁業者の減少とか漁船の減少に至ったと聞いて

おります。

両津につきましては高齢化と漁獲の減少、双方原因としてあるのではないかと思われま

す。定置とか底引きの漁業が廃業されたということでございますので、経営的な状況が非

常に苦しかったということが推定されます。

○安永委員 漁業者の方の経営とか漁協の経営の話になりますので、これについては対策

はなかなか難しいとは思うのですが、例えば相川地区では島内への観光客が予想より少な

くて、島内での漁獲物の需要が余り見込めないということのようです。この点だけだった

ら、例えば島外への出荷も工夫すれば、そのこと自体は一定程度クリアできるのではない

かという印象を受けるのですが、その辺はいかがでしょうか。

例えば最近で言えば、高級産物であればインターネットでの販売とかいろいろと販売ル

ートが多様化をしていますよね。

○伊藤課長補佐 そうですね。今回、事業の見直しを行う際には、県を通じて漁協さんの

聞き取りなどを行っておるんですが、なかなかそういった新しい取り組みが進んでいない

状況で、今後、従業者がふえる見込みがなかなかつかなかったということかと思います。

○安永委員 わかりました。

○岡安座長 ほかにございますか。

○畠山委員 済みません、オブザーバーですが漁師なものですから。

私は佐渡のここも、行橋のあの辺も昔から行って、いい時代も知っていますから、本当

に残念ですよね。皆さんの御意見の中でも、農業の問題もそうなんですけれども、年をと

ったから漁師が減るだとか、すぐそういう話になるんですが、それは違うんですよ。食え

れば、黙っていたって若者は、何も都会に出ていかないわけですよね。食えないから年寄
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りしか残らないということですよね。

水産庁の予算といいますか方針といいますか、水産物が十分にとれていれば、多少岸壁

がどうだろうが食えるわけですよね。だから、物がとれなくなった根源は何があるのかと

いうことに踏み込まなきゃいけないですよね、もうそろそろ。

もちろん、漁港とかそういう施設が必要なことはわかるんですが、水産庁全体としての

物の考え方として、そこに踏み込んでもらうような発想をしていただきたいと思うわけで

すね。例えば新潟の加茂湖の場合ですが、ここはカキをやっていますから、私も友達がい

っぱいいるんですが、このカキも最近おかしくなっているんですよ。何でおかしくなって

いるかというと、見ていただければわかるように、入り口がたったこれだけでしょう。こ

んな、ポンと渡れるようなところなんです。そこで何でカキがとれるのかということを考

えなきゃいけないんですよ。

これは潮水だけでとれているわけじゃなくて、実はこの背景の陸域からのもろもろの養

分が加茂湖に来ているからプランクトンがわいて、カキのえさがふえて、カキがとれたと

見なきゃいけないんですよね。ところが、どうしても陸域と海域を分断した考えのもので

すから、陸域の森の養分がこの加茂湖の中に入らないような仕組みになってしまったんで

すよね。だから、カキ一つとってもそういう問題が出てくると。

それから相川のこういう問題も、ほんの水揚げしかないところに、こんな経費を使って

いいのかなという感じももちろんしますよね。だから、こういうとこも量さえあればどん

どんやっていただきたいと思うわけですね。

それから行橋も、私はここに若いころ行っていて浅瀬で、アサリから赤貝からすごかっ

たんですよ、行橋の豊前海というのは。だから、それが何でおかしくなっているかという

と、海だけ見ていて、陸域とのつながりがだんだんだんだん壊れてきたと、私はそういう

ふうに見ているわけですよね。

ここも、たったこれだけの水辺に、すごい経費をかけるじゃないですか。これだけの何

十億というものを水揚げするのに、10 年も 20 年もかかるじゃないですから。だから、ど

うやったら水揚げが上がるのかということに視点を踏み込んで、総花的な話になりますが、

そういう視点を何とか入れていただきたいと思うわけですね。ある程度事業が縮小される

のはやむを得ないんじゃないかと思いますので。そのかわり漁獲がまた上がってきたら、

ぜひまたちゃんとしたものをつくっていただきたいと思いますので。

○岡安座長 水産庁のほうから、何かコメント等ございますか。
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○橋本漁港漁場整備部長 では、一言だけコメントさせていただきます。前段の佐渡は２

つとも離島であるという背景があり、水産庁としても離島の漁業はどうしてもコストがか

かってしまって、かつ陸揚げしたものをまた本土に売らなければいけないという、いろい

ろなハンディキャップがある問題もございまして、採算の面でもいろいろ努力をされてい

ると思うんですが、なかなかうまく経営ができなかったものがふえてきたのかなと思って

います。

そういう意味では、佐渡は観光振興を一生懸命やられたんだと思うんですが、これも外

国などとの競争もありなかなかうまくいかないということで、夢を持っていろんな計画を

立てていたと思うんですが、なかなかうまくいかなかったところがあるのかと思います。

水産庁といたしましても、今お話をいただきました資源の問題と、それからいかに漁業

者の収入を上げるにはどうするのかという問題をそれぞれ考えながら、当然施設整備に先

立ってそういうことも一生懸命やりながらやる必要があると思いますので、今後とも検討

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。

ほかに御意見、御質問等。

○安永委員 参考にお聞かせ願いたい。沓尾地区では中止事業ではあるんですが、ワタリ

ガニの増養殖施設が当初予定されていたと書かれています。こういう話は聞いていても大

変楽しいのですが、残念ながら中止になったと。これはそもそもとしては、どういうよう

な構想だったのでしょうか。陸上施設を想定されていたのか、港内水域での施設を想定さ

れていたのか、その辺のところがわかりましたら教えていただけたらと思います。

○伊藤課長補佐 当初予定しておりましたのは、陸上での施設ということで聞いておりま

す。

○安永委員 これについては種苗生産施設ということではなくて増養殖施設と書いてある

のでわかりにくいのですが、漁獲されたカニを出荷調整のため、しばらくストックする施

設が想定されたということでしょうか。

○伊藤課長補佐 種苗の生産施設ということだったようです。

○安永委員 その需要、必要性もなくなってしまったということなんですか。

○伊藤課長補佐 今、豊前本岸については、一部放流事業をこの海域でやっているという

ことでございまして、そちらのほうで需要があるということなのかもしれません。

○安永委員 わかりました。
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○岡安座長 沓尾地区のことでちょっとわからないことがあるので教えていただきたいん

ですけれども、スライドのほうで事業費というか、今出ているスライドでもそうなんです

が、現行が 47 億円で変更後が 42 億円という事業費になっている。計画自体かなり縮小さ

れているのかなと見えるんですが、その辺のコストの差はどういうことから来ているんで

しょうか。

○伊藤課長補佐 ちょっと細かい話で言いますと、防波堤、防砂堤につきましては数量を

減らしておりまして、事業費としては５億 4,000 万円程度減になっております。

ただ一方、護岸の整備が防波堤にかわって外郭施設として、数量的には 152 ｍ整備する

ことになりまして、それに係る事業費が７億 8,000 万円程度ということで、外郭施設につ

いては２億 4,000 万円弱の増嵩になります。

係留施設につきましては、物揚場、係船岸、蓄養岸壁、船揚場等でそれぞれ数量を減じ

ておりまして、全体では９億 7,000 万円程度事業費が減っております。あとは水域につき

まして、若干ではございますが 500 万円程度の事業費が減嵩されたと。用地につきまして

も１億円程度減嵩になってございまして、最終的には変更の事業費で 42 億 3,500 万円と

いう形になります。

○岡安座長 わかりました。そうすると、どちらかというと、外郭施設を含んだ事業費と

してはそれほど減ってはいないんですが、なかなか使っていただけるめどが立たないので、

全体の計画の面積的な意味合いでは減ってしまっているということなんでしょうかね。

○伊藤課長補佐 早期の完成を目指した中で、できる範囲の事業に縮小したということで

す。

○中村委員 さっきの質問と少し関連するんですが、評価項目の中で、前回のときも説明

があったかと思うんですが、水産物生産性向上の②のところで、漁獲機会の増大効果とい

うのがありますが、これは一言で言うと、水揚げがふえる額と考えていいんですか、大ざ

っぱに言って。それ以外にもかなり入っているということですか。

今 福岡の行橋の費用対効果分析集計表を拝見すると 漁獲機会の増大効果が 12 億 6,200、 、

万円となっていますね。これはラフに言うと、それだけ水揚額が 50 年間でふえると考え

てよろしいわけですかね。

○伊藤課長補佐 こちらについては陸揚げできる日数がふえるということで、平均的な陸

揚金額との関係で算出しております。

○中村委員 もう少しラフに言うと、これが 50 年だと、大体１年当たり 2,500 万円ぐら
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いですかね。そうすると、今２億 8,300 万円のうちの、大体１割ぐらいが１年間でふえる

ような想定なんですか。そういうことじゃないですか。

○伊藤課長補佐 そうですね、結果的にはそういった形になります。

○中村委員 かなりふえますね、漁師の方の人数が減れば。これは多分、利用機会の増大

効果と、どういう算出をされているかに依存すると思うんですけれども。

さっき質問されていた中で、水揚額の割に投資額は非常に大きいというので、多分それ

は費用対効果で見ると分子のほうが大きくなっている。そうするとコストを削減するのと、

水揚げとか陸揚げがふえないといけないわけなので、それを見ると①、②のうちの②が全

体の３分の１ぐらいを占めているなと。そういった意味の質問をしたわけです。

○岡安座長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。

期中評価についても出された意見を踏まえていただいて、続けていただければと思いま

す。

続いて資料３－３、完了後評価に移らせていただきたいと思います。

では、説明をよろしくお願いいたします。

○伊藤課長補佐 資料３－３とスライドを使いまして説明させていただきます。済みませ

ん、ちょっとスライドの準備をさせていただきます。

資料３－３を２枚めくっていただきますと、今回事後評価の対象となる地区について一

覧表で示しております。補助事業につきましては漁港修築事業で２件、水産物供給基盤整

備事業で１件、水産資源環境整備事業で１件、それと漁村総合整備事業で 12 件、海岸保

全施設整備事業が３件と、海岸環境整備事業が３件ということで事後評価を行っておりま

す。

私からは、漁港修築事業の宮崎県の青島地区と、水産資源環境整備事業の愛知県の三河

湾浅海地区、それから漁村総合整備事業の島根県の加賀地区の３地区について説明させて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

まず１地区目でございますが、整理番号１ということで先ほどの一覧表を１枚めくって

いただきますと出てまいりますが、宮崎県宮崎市の青島地区についてでございます。事業

概要図につきましては、先ほどの行橋地区の次のページになってございます。

こちらの地区は、宮崎県宮崎市に位置しております第２種漁港でございます。事業主体

は宮崎県 事業名は 先ほど申しましたが漁港修築事業ということで 事業費は 16 億 2,600。 、 、

万円、事業期間は平成６年から 13 年度の期間で実施してございます。
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現在の構成につきましては、陸揚金額３億 7,700 万円、陸揚量 810 ｔ、利用漁船が 77 隻

でございまして、漁業種類はまき網、船引き網、底引き網ということで、シラス、サバ、

マアジ等の漁獲がある漁港でございます。

整備前後の比較でございますが、上の写真の左側が整備前でございまして、整備により

まして係船突堤、防風柵、内防波堤、防風柵、それと沖防波堤の整備を行っておるところ

でございます。

従来からこちらの漁港につきましては、防波堤や係留場所が不足しておったということ

で、荒天時の漁港内の静穏度が確保されていなかったという状況ですとか、それに伴って

安全に係留できる施設がなかったことから、写真ではわかりにくいかもしれませんが、上

の写真の真ん中の左側に川がございますけれども、荒天時には漁港の港内の川のほうに避

難しておったということでございます。

荒天時ではなくても係留場所が不足しておった関係で、漁船同士が接触したりもあった

ということで、そうした状況を改善することから、防波堤、係船突堤とか防風柵の整備を

行ってきたということでございます。

若干見にくいかもしれませんが、下の写真の左側で防波堤の効果というところがござい

ます。沖側で白波が立っているところがございますが、こうした状況でも港内はある程度

静穏度が確保されている状況でございますとか、真ん中の写真は係船突堤や防風柵が整備

された状況でございますとか、港内の泊地の状況について、大分静穏度が確保されたとい

う状況になってございます。

完了後の費用対効果について算出した結果でございます。生産コストの削減効果としま

しては、防波堤の整備に伴いまして作業時間が短縮されたということで、10 億 5,000 万円

程度の便益が出ているという状況です。

それから、同じく防波堤の整備によりまして労働環境が改善されたということで、17 億

円程度の便益が出てきたということで、完了後の費用対効果は 1.15 という状況になって

ございます。

その他、貨幣化困難なものとしましては、労働意欲の向上とか景観の向上、あるいは生

産上での安心感の向上といった効果が上がっております。

最後に今後の課題でございますけれども、将来的には施設の老朽化が考えられますので、

現状の施設について効果が適切に発現されていくよう、必要な対策を講じていく必要があ

るのではないかということでございます。
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以上が、青島地区の概要です。

続きまして、三河湾浅海地区の事後評価の事例でございます。こちらにつきましては事

業名が漁場環境保全創造事業ということで、愛知県が事業主体になってございます。事業

名は三河湾浅海地区でございます。事業費が 35 億 6,700 万円で、事業期間は平成 12 年度

から平成 16 年度ということで事業を実施したところでございます。

この地区の特徴としましては、知多半島と渥美半島に囲まれた地区でございまして、面

積は 600km 、平均水深は 10 ｍ程度ということで閉鎖性の高い湾となっておりまして、干2

潟域において採貝とか小型底引き、のり養殖等が行われている地区になっております。

整備につきましては、平成 12 年度から 16 年度までの期間で色分けして示してございま

すが、赤が平成 12 年度に造成した区域、オレンジが 13 年度、黄色が 14 年度、緑が 15 年

度、ブルーが 16 年度の造成区でございます。

こちらにつきましては覆砂を行いまして、それまで急激に水深が深くなっておって、海

底に近い部分は貧酸素水塊があったのを、覆砂によりまして貧酸素塊から上に藻場・干潟

を造成することによります効果を期待しておったと。整備前は底質環境が悪化しておった

り、貧酸素水塊の影響があったり、底生生物のへい死が見られたところでございますが、

整備後は底質が改善されて水質浄化能力が向上したということと、底生生物が増加したと

いうことで整備が行われております。

完了後の費用対効果としましては、漁獲可能資源の維持・培養効果ということで、アサ

リの生産量の増大効果で４億 2,300 万円、漁業界の産業への効果ということで、出荷過程

において流通業に対する生産量の増加効果が３億 1,500 万円、自然環境保全・修復効果と

しまして、アサリの生息によるろ過作用に伴います水質の浄化効果ということで 90 億

8,900 万円ということでございまして、費用対効果を確認したところ 1.78 ということで、

１を上回っておる状況です。

それ以外の定性的な効果としましては、クルマエビ等の幼稚仔の生育効果でありますと

か、潮干狩り等、海洋レクリエーションの場としての利便性の向上の効果が上げられてお

ります。

今後の課題としましては、効果の確認や施設の維持管理というところで、そういった利

用状況等についての継続的な調査が必要ではないかということで、その調査に当たっては

漁業者の方々の協力体制を、維持構築していくことが必要ではないかということで考えて

おるところでございます。
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三河湾浅海地区については以上です。

続きまして、島根県の加賀地区でございます。漁業集落環境整備事業を実施しておりま

して、そちらの事後評価になります。加賀地区の漁業の概要としまして、漁業者数が 249

名。主な漁業種類は定置網、採貝藻。魚種はアジ類、ブリ類、サワラ類ということで、陸

揚金額が１億 4,500 万円、陸揚量が 400 ｔ余りという状況でございます。

事業概要でございますが、事業費が 15 億 5,400 万円でございまして、事業期間が平成

７年から平成 16 年度までとなっております。

事業の目的としましては、生活環境の改善、あるいは水害被害の軽減、それから沿岸海

域の水質の保全ということで、集落排水施設の整備や集落道、緑地広場、防火水槽、用地

整備等を行っております。

赤く色塗りしたところが汚水処理の対象区域でございます。点線で囲った部分が汚水処

理の対象区域でございまして、赤い枠組みをしているところが処理施設、黄色の線が管路

の施設、緑が集落道、茶色が緑地広場、ブルーが防火水槽ということで整備を行っており

ます。

整備後の状況ですけれども、この写真の左上になりますが、集落道の整備により舗装段

差が解消されたということで、生活の利便性の向上が見られたということと、左の下にな

りますが、集落排水処理施設の整備によって生活環境が改善されたということ。それから

右上でございますが、雨水排水路の整備により集落内での浸水被害が低減されたことや、

緑地広場の整備によりまして、地区住民の憩いの場として利用されているという状況でご

ざいます。

完了後の費用対効果としましては、貨幣化を行った便益項目として、水産物の生産コス

トの削減、生活環境の改善効果、生命・財産保全・防御効果、自然環境保全や修復効果と

いうことで費用対効果を算出したところ 1.32 ということで、１を上回っている状況とな

っています。

その他、貨幣化困難な項目としましては、緊急車両の通行が可能になったということで、

急病人が発生したときや、火災発生時の不安が一定程度解消されているということや、路

面の段差解消によりまして高齢者や障害者の利用がしやすくなったことや、緑地の整備に

よりまして憩いの場が向上できたといった効果が挙げられております。

今後の課題としましては、集落内の生活基盤が整備されることによって、事業の目的が

達成されている状況でございますが、地区住民の高齢化が進行する中で、高齢者が住みや
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すいような地区づくりについて、引き続き検討が必要ではないかということと、施設の長

寿命化のために点検・修繕等、適切な維持管理の体制の確立が今後とも必要だということ

でございます。

私の説明は以上でございます。

続きまして、海岸の関係の説明を引き続きさせていただきたいと思います。よろしくお

願いします。

○的野課長補佐 引き続きまして、海岸事業の御説明をいたします。海岸事業の対象とな

っております完了後の評価につきましては６地区ございますが、そのうち今回は代表とい

たしまして、岩手県の大浦漁港海岸につきまして御説明をさせていただきたいと思います。

パワーポイントと、お手元の資料３－３の整理番号 18 が該当しております。

海岸事業につきましては、漁村の防災対策という側面を持っておりまして――本来の目

的が防災対策でございまして、海からの高潮であるとか津波、さらに海岸の侵食から国土

の保全を図るとともに、背後への海の水の侵入を防ぐといったことで、堤防であるとか水

門の整備を行う事業でございます。

今回対象としております、大浦漁港海岸の概況でございます。岩手県の沿岸中央部は、

御存知のとおりリアス式海岸となっておる場所でございますけれども、背後には山が迫り

まして、狭隘な土地に人家が密集しているような状況であるということでございます。

左側の図がちょっと見にくいんですが、岩手県中央部に山田湾というのがあります。そ

こで北東の方向に向けて湾が口をあけておりまして、その中の南側に今回の大浦漁港海岸

が位置しているところでございます。

こちらが航空写真で撮りました大浦漁港海岸の写真でございます。この写真、南側を向

いて撮ったものになりますが、ごらんいただくとわかりますとおり、山と海に囲まれてい

る状況でございまして、その間にありますわずかな平地に家が張りついているという状況

でございます。

山には針葉樹、広葉樹がありまして、地域では林業が行われておる一方、また海のほう

には一部だけ海にいかだが浮かんでいるのが見えると思うんですが、こちらのほうではホ

タテ、カキ、ホヤの養殖が行われているところでございます。

そのほかにも漁港の施設がございまして、民家が密集している状況。それから、漁業関

係施設が建っておること、さらに製材所などもこちらにございます。スライドのほうでご

ざいますが、左奥のほうにちょっと平らな部分が見えるんですけれども、こちらは小学校
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となっておりまして、標高 30 ｍのところに立地している状況でございます。

このような状況の中で、この地区につきましては過去から何度も津波の被害を受けてお

ります。例えば明治三陸津波、昭和三陸津波、それから昭和 35 年に起こりましたチリ津

波が発生しておりまして、それぞれのときに被害を受けているという状況から、その対応

を図る必要があるということで、右下のほうに事業の概要を書いておりますが、事業主体

として岩手県、事業期間は平成４年度から 16 年度、総事業費は 23.8 億円。

事業の中身といたしましては、堤防として 1,600 ｍ、さらに陸閘を 12 基、水門を２基

整備しております。堤防につきましてはこの写真の左にございますが、海面から約７ｍの

高さにつくり上げまして、海水の侵入を防ぐというもの。さらに陸閘につきましては、す

べてが壁に囲まれてしまいますと、漁業者や一般の方の出入りができませんので、陸閘と

いう扉をつくることによって、その出入りを可能とするもの。さらに水門といたしまして、

小さな河川に海水が逆流していくのを防ぐという目的での施設整備を行ったところでござ

います。

事業の目的につきましては、堤防等の整備により、津波による被害から国土及び背後の

住民の生命・財産を守るということでございまして、今回は平成 16 年までに実施いたし

ました事業のその後の効果がしっかり出ているのか、きちっと管理されているのかという

観点での検討を行ったところでございます。

まずＢ／Ｃ、費用対効果の算出につきまして、貨幣化しました便益と費用について御説

明しております。右の写真はこちらの場所のものではなく、イメージの図でございますが、

浸水防護機能といたしまして、津波や高潮によって浸水が予想される背後の家屋や財産が

どの程度あるのか、その面積や家の数に応じて、どの程度の資産があるのかということが

計算されます。

このほかに、今回貨幣化はいたしませんでしたが、護岸背後の町道の交通遮断防止効果、

これは費用効果として算出するのは難しいという部分もございますが、町道が寸断されて

しまってはその後の活動にも大きな影響を受けるという観点から、貨幣化できなかったも

のとして計上をしております。

また、貨幣化しました費用といたしましては、この事業を行うのに必要となりました事

業費 23.8 億円、さらに維持管理に必要な金額を積み上げております。

これら今申しましたようなものを算定された、それぞれの便益、費用につきまして、コ

ンクリート構造物の耐用年数でございます 50 年間につきまして、その効果が継続して発
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生するという観点からＢ／Ｃを求めますと、便益の合計が 116.9 億円、コストが 38.3 億円

ということで、Ｂ／Ｃの値は 3.05 となりまして、１以上の費用便益はそのまま確保され

ているということでございます。

さらにここには書いておりませんが、その後、施設の維持管理につきましては、ここの

海岸管理者でございます岩手県、さらにまた地域では大きな津波というのはその後来てお

りませんけれども、昨年、ちょうど１年ぐらい前にまいりましたチリ津波や、それから平

成 18 年には全国で台風の被害が大きかったわけでございますが、こういった施設がある

ことによりまして安全性も確保されていて、一定の効果は発現しているということがござ

います。

さらにこの地域に関しましては、宮城県沖地震というものが、今後 30 年の間に 99 ％の

確率で発生するということが広報されておりますが、こういったものに対しても安心感を

地域住民に与えているということもございます。こういったことから、この事業につきま

しては、事業目的がきちっと達成されたものだと判断できると考えております。

以上でございます。

○岡安座長 どうもありがとうございました。

ただいま説明をいただきましたが、委員の方々、御意見、御質問等ございましたらよろ

しくお願いします。

○安永委員 愛知県の三河湾浅海地区の干潟の漁場改良事業については、結果的に非常に

うまくいっているという印象を受けます。対象となっているアサリの管理上、例えば３の

項目の施設の管理状況のところでは管理規程等を定めて「種苗放流量の決定等の維持管理

を行っている」と書いてあるのですが、一つこれに関連してお聞きしたいのは、造成され

た地区で稚貝の再生産は行われていないのかということ。

それから、種苗放流と書かれているのですが、実際にこれは行われていて、例えば他の

海域から種苗を購入して放流するという措置をとっておられるのか。その辺の情報がわか

りましたら教えていただきたいのですが。

○伊藤課長補佐 済みません、手元にデータを持っておりませんので、ちょっと確認させ

ていただきたいと思います。

○安永委員 仮にアサリの再生産、稚貝の発生もここでなされているのだとすれば、例え

ば費用対効果分析のうちのコストの削減効果の種苗の購入コストの削減にもいい影響を与

える可能性があるという感がしましたので、調べておくに越したことはないなと思います。
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○岡安座長 ほかにございますでしょうか。

○畠山委員 海に生きる者にとっては三河湾の将来といいますか、これは本当に水産庁も

正念場ですよね。私は実は先だってここに呼ばれて、この地域の将来をどうするかという

会議があって行ってきたばかりなんです。ここへ行かれた方はいらっしゃるかもわかりま

せんが、特に夏は湾奥の赤潮は日本の縮図みたいなものですよね。だから、抜本的にどう

するかということを考えるときに、海に砂を覆土してというものは、本当に小手先の手段

であります。

豊川が一番でかい川ですが、ここの河口域は比較的アサリがいいんですよね。だから、

川との絡みで三河湾の生物生産がなされているのは間違いないことですよね。そうすると

海だけを見ないで流域全体、鳳来山のほうまで視野に入れて物事を考えなきゃいけないと

いう時代がもう来ていますね。

それから私、京都大学とか広島大学の先生といろんなことを試みているんですけれども、

干潟を少しでもよくするという方向で、やはり鉄が絡んでいることがわかってきました。

もう少しするとデータが出てまいります。その科学がある程度進むと、今、実験のデータ

がいろいろ出てきておりますが、ヘドロ化した干潟のバクテリアの活性に、鉄が物すごく

関与していることがわかってきました。あることをやると、泥をしゅんせつしなくても干

潟のヘドロ化しているところが、バクテリアの活性でどんどん減っていくと。底質がよく

なることもわかってきました。これは有明海などにも早速応用するということで、今実験

を開始します。

特にこういう沿岸域の干潟が絡んでいるようなところの再生は、陸域との関連で物を考

えるという方法を、ぜひこれからお考えいただけたらなと思っております。

それから、私も津波地帯でありまして、昨年はチリ津波が来ました。私は 50 年前のチ

リ地震津波も体験しておりますので、その恐ろしさは本当に身にしみております。このよ

うな事業をしていただいて、特に三陸なんかの場合はどこでもそういう問題を抱えており

ますので、今後ともぜひいい整備をしていただければと思っております。よろしくどうぞ

お願いいたします。

○岡安座長 ありがとうございます。

ほかにございますか。

三河湾のところでちょっと教えていただきたいんですけれども、水質の浄化機能がベネ

フィットのほうで大きな割合を占めているんですが、これは現存量調査みたいなのはされ
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ているわけですか。

○伊藤課長補佐 愛知県の水産試験場が調査しておりまして、その結果をもとに算定した

ものでございます。

ちょっと資料の補足説明をさせていただいてよろしいでしょうか。資料３－３の後ろか

ら１枚めくっていただいたところに（別添２）を添付させていただいております。これは

今回事後の評価をした中で、それぞれ各地区ごとに今後の課題ということで地区の課題を

抽出しておりますが、これをまとめて今後の改善方針を資料３－３の（別添２）として添

付しております。

内容としては、水産物供給基盤整備事業につきましては、自然環境の変化に対応した機

能確保の推進ということで、今後、波浪や潮位等、自然条件の変化に伴い、機能低下して

いる施設の強化に努めるといったものを、各事業ごとにまとめておりますので紹介させて

いただきます。

○岡安座長 ありがとうございます。

期末というか完了後の評価につきましては、完了したからということでなく、今後どの

ようにまた改善していけばいいか、今回の意見も反映した形で生かしていただければと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○岡安座長 時間もかなりたってしまいましたが、続きまして議題（２ 「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」ということで議論をさせていただきたいと

思います。

本課題につきましても担当の方からの説明をいただいた後、委員の皆様から意見をいた

だくことにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○米山計画官 資料４に沿って、水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドラインの改訂

について御説明いたします。お手元の資料を用いて御説明させていただければと思います。

スライド番号２に、これまでの改訂の経緯を整理してございます。平成 21 年４月にガ

イドラインを策定しまして、その１年後の平成 22 年４月に３つの項目を改訂しておりま

す。ストックマネジメント事業の算定手法、産業連関分析法の導入、漁獲物付加価値化の

効果の項目の中に、衛生管理面の強化による効果を追加しました。昨年８月の議論を踏ま

えまして、ここでいろいろ御議論していただいておりますけれども、さらに 10 月に資源

保護効果を追加したところでございます。

スライド３に、今回御報告する内容をまとめております。まずストックマネジメント事
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業につきまして、予算の対象に増殖場と養殖場が加わりましたので、それらの施設につき

まして、今回ガイドラインに追加したいということ。衛生管理面の強化による効果と資源

保護効果について、この場をかりて検討状況を御報告させていただければと思います。

下のスライド４についてストマネ事業の費用対効果。４月に改訂した内容をここに整理

させていただいております。３点ございまして、まず期間の考え方ということで、機能保

全計画に基づく期間として、おおむね 50 年を想定しています。

それから便益の考え方について、ストマネ事業は機能が付加するというのではなく、低

減することを回避できる効果と考えるということで、回避の効果として読みかえるという

規定を加えております。

３番目に費用の考え方ということで、現存の施設が、効果を発現している場合、なかな

か案分することが難しいということで、費用の中に残存価値を合計することによって、重

複するような費用計上をなくすという手法を導入したという３点でございます。

スライド５で、今回の改訂事項案でございます。基本的には、単純に漁港施設に増殖場

と養殖場を追加するという規定にしたいと考えております。

漁港施設と漁場施設で何が異なるのかといいますと、費用対効果を計算する際に漁港施

設は 50 年間で、漁場施設は 30 年間で行っておりますので、ストマネ事業においても 30

年間とすること。また、浮消波堤は 20 年の耐用年数になっておりますので、一部 20 年と

いう規定を置くということでございます。

スライドの７は、漁港施設も漁場施設も全く同じ内容でございます。一般的には左図で

既存の機能にプラスアルファされるんですけれども、ストマネ事業は機能が維持されずに

減少する、計測便益がマイナスに出るのを回避するという考え方になります。

その考え方によると漁場施設はどうなるかということで、スライド８に書いてあります。

養殖場の場合は、例えば消波施設で養殖水面を確保するという場合であれば、適切に機能

が維持されなければ、その背後の養殖漁場が使えないことになりますので、そこの養殖生

産量の減少分が回避されるという考え方になります。増殖場の場合も同様で、増殖機能が

維持されない部分の減少を食いとめるということでございます。

スライド９に、費用の考え方を書いてございます。点々の機能保全計画の策定を基準年

ととりまして、緑色の部分の残っている費用を耐用年数分は残存価値ということで費用に

計上し、その後のピンク色の部分については延命するということで、そこの効果を計上す

ることになります。これも漁港施設の場合と全く変わりません。こういう形で、基本的に
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は漁港施設に漁場施設を加えるというだけの機械的な改訂を行いたいと思っております。

続きまして、スライド 10 からは報告事項でございます。衛生管理面の強化による効果

ということで、前回のこの会議の場でも議論がございましたので、改めて検討した結果を

御紹介させていただければと思います。

荷さばき所の整備につきましては、できるだけ便宜的に計算をするということで、この

計算式にございますように、陸揚金額にＲの衛生管理効果率を掛けまして、それの維持管

理費を引くということを年間の便益にしたいと思っております。

そのＲにつきまして、いろいろ現地調査を行いました。ちょっと字が小さくて恐縮です

が、山口までは御紹介していたかと思いますが、長崎、鹿児島、千葉、北海道で８事例ほ

ど追加させていただいております。基本的に北海道は非常に高目に出ておりますし、本土

を含めましても８％以上の効果が見込めるということで、基本的にはそういうパーセント

を用いた計算をさせていただいて、事後にきちんとその検証をしていくということで、今

後もこの計算式を取り扱っていきたいと考えております。

最後に資源保護効果です。これもいろいろ御議論いただいておりますが、ここのページ

はおさらいさせていただいております。Ｂの便益が、蝟集資源量に蝟集期間を掛けまして、

そこに平均単価を掛けるということで計算するものでございます。

そのときの資源保護効果ですが、前はスライド 11 の右のようなイメージ図で御説明し

ておりましたが、また別のとらえ方ということで、下のスライド 12 にございます、資源

保護効果の価値を環境経済学的に分類してみました。そのとき、利用価値と非利用価値に

分けられまして、利用価値の中でも直接利用価値、間接的に利用価値、オプション価値と

いうものがございます。基本的には直接利用価値で計算しているのが現状だと思いますが、

今回の上の式は、このオプション価値、現在利用されていないけれども、将来利用される

価値というところに位置づけられるのではないかという整理も御報告させていただければ

と思います。

最後のスライド１３は、機会がございまして長崎大学の吉田先生にもお伺いした経緯が

ございます。ここに書いてあるとおり、保護水域を設定して資源を保護することは、漁獲

される価値は非常に認められるので、こういうオプション価値を設定することは妥当では

ないかということで、２番目の「・」で「更に」ということで、存在価値も検証していく

のではないかということで、さらなる価値もあるんじゃないかという御示唆をいただいて

おります。
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それは「非利用価値」の一番右の「存在価値」がございますが、こういうところも貨幣

化をする取り組みをしていくべきではないかという御示唆をいただきました。これは御報

告事項ということで整理させていただきました。

以上でございます。

○岡安座長 どうもありがとうございました。

ただいまの説明を受けまして、各委員の方々の御意見、御質問を伺いたいと思いますが、

ありますでしょうか。

○中村委員 オプションの価値を入れるのは至極当然だと思うんですが、入れ方をちょっ

と気をつけないといけないのは、将来のことなので不確実性がありますから、不確実性で

必ずディスカウントしておかないと、オプションバリューが将来 100 ％起きるわけでもな

いので、現在価値に戻してやるときには、その期間と不確実性でディスカウントする。簡

単に言えば期待値でやっておく。価値として入れるのは当然だと思うんですが、その辺ち

ょっと考慮されたほうがいいかなという気がします。

○米山計画官 わかりました、ありがとうございます。

○岡安座長 ほかに御質問、御意見等ございますか。

毎回毎回言わせていただいているんですが、概念が複雑になってきて、パッと見て一般

の方々が、なるほどとわかるような形にしていくのはなかなか難しいんだろうと思うんで

すけれども、できれば一般の方、特に漁業者の方も含めて、一目でわかると言うと言い過

ぎですが、ある程度こなれた形で御理解いただけるような説明資料を、ぜひ今後つくって

いただければと思いますので、よろしくお願いします。

○米山計画官 ありがとうございます。

まだ整理中のところもございます。今の御指摘も踏まえて、できる限り改善していきた

いと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

○岡安座長 ほかにございますでしょうか。

○安永委員 新しく説明が加えられましたスライド 12 の「非利用価値」という言葉につ

いてです。非利用という言葉をそのままとらえると、これは将来にわたっても利用しない

のだという印象を受けるのですが、内容の上ではまだ利用未然状態にあるものの価値とい

う理解でよろしいのでしょうか。

○米山計画官 そこもまだ議論があるところだと思うんですが、利用するか、将来にわた

って結果的に利用されないかという分類になりますので、逆に言うと将来利用される可能
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性がある場合は 「利用価値」に分類するということで分けております。、

○安永委員 わかりました。利用価値との相対的な位置づけで、非利用とつけられたとい

うことですか。

○米山計画官 はい、そのとおりでございます。

○安永委員 ありがとうございます。

○岡安座長 ありがとうございます。

ほかによろしいでしょうか。

今の意見も踏まえた上で、またさらに改訂を重ねていただければと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○岡安座長 最後の議題が「その他」ということでございますが、何かございますでしょ

うか。

○伊藤課長補佐 事前評価、事後評価で御意見いただいておりまして、それについて内容

の確認がとれた部分について説明させていただきたいと思います。

まず、事前評価の中で青森県の赤石・風合瀬地区につきまして畠山委員から、現場の状

況について御意見をいただいておりました。確認をさせていただいたところ、赤石・風合

瀬地区において、磯焼けは発生していない状況ということです。当該地区につきましては

岩礁部もありますけれども、砂地の部分が多くあるということで、天然の岩礁部にはホン

ダワラの藻が生えている状況だということで、砂地にもブロックを設置して、そこで藻場

を造成したいということでございます。事前の調査においてブロックとロープを張って、

藻場ができるかどうか確認したところ、当該地区で藻場が生えることが確認されておりま

す。

○畠山委員 砂地なんですね。

○伊藤課長補佐 はい。藻場が生えたということと、天然の藻場でのウスメバルの稚魚も

確認されたということと、試験的にやった藻場の造成でもウスメバルの稚魚が確認されて

いるという状況でございまして、今回砂地のところにブロックを置いて藻場の形成を促進

したいということでございます。

あと、陸からの川などの状況ですが、赤石地区につきましては背後に赤石川という川が

あるということでございます。

○畠山委員 白神山地ですからね。

○伊藤課長補佐 ただ、水質等については現状では確認していないという状況だというこ
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とです。

風合瀬地区につきましては川はない状況だということでございます。よろしいでしょう

か。

○畠山委員 はい、わかりました。

○伊藤課長補佐 それから、完了後の評価で三河湾浅海地区につきまして、整備された場

所で稚貝の再生産がされているかどうかという御質問がありましたが、現状で整備された

場所でも稚貝が再生産されているそうです。それも含めて放流をやっているということで

ございますが、今回費用対効果、便益を算出するに当たっては、そこについては算定には

含まれていないということでございました。

○安永委員 はい、わかりました。

○岡安座長 ありがとうございます。

そのほかは特にございませんか。

○石井課長補佐 はい、ございません。

○岡安座長 ありがとうございます。

それでは、これで予定していた議事はすべて終了いたしましたので、以後の進行につい

ては司会のほうにお返ししたいと思います。よろしくお願いします。

○石井課長補佐 先生方、ありがとうございました。本日は長時間にわたり御熱心な御議

論、御指導ありがとうございました。今後、委員の皆様方の御意見、御指摘を踏まえて、

精査した上で評価結果を取りまとめ、公表していきたいと思います。

またガイドラインについても、きょういただいた御示唆を踏まえて、速やかに改正して

いきたいと考えております。

これをもちまして、本技術検討会を閉会したいと思います。きょうはありがとうござい

ました。


