
平成23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

○開会

○事務局から配布資料の確認

○宇賀神計画課長より挨拶

○委員の出席委員の紹介

○水産庁より、事前評価について、以下の代表的な事例について、事業内容と事前評価の

概要及びその結果を説明した。（なお、代表的な事例については、事業規模の大きい事業

の中より、地理的に偏らないよう、選定した旨説明。）

・水産物供給基盤整備事業 宮城県石巻地区

・水産物供給基盤整備事業 島根県和江地区

・水産資源環境整備事業 北海道津軽海峡地区

・水産資源環境整備事業 福岡県福岡筑前海地区

・水産資源環境整備事業 長崎県長崎北地区

・海岸保全施設整備事業 静岡県焼津漁港海岸

○岡安座長 ただいまの説明を受けまして、各委員のご意見ご質問を伺いたいと思います

が、６件ご説明いただきまして、最初の２件が漁港整備に関するもので、次の３件が漁場

の整備、環境整備に関するもので、最後の１件が海岸整備保全施設ということになろうか

と思うんですが。どれからいただいても基本的にはよろしいかとは思うのですが、余り雑

多になりますとわかりにくいと思いますので、まず最初の２件の漁港の整備、石巻と和江

地区につきましてご意見ご質問をいただければと思いますが、いかがでしょうか。

○中村委員 二つ目の島根県の和江地区なのですが、漁港を統合されるというふうに言い

ましたけれども、それはもう具体的に進んでいるわけなんですよね。その場合、魚価が高

いところになるというふうに言われましたけれども、それは何か根拠があるわけですか。

○内田計画課課長補佐 説明では、統合という言葉を二通りの意味で使いましたが市場統

合のほうですね。一つは、なぜ和江が強いのかというと、やはり先ほどの図でもありまし

たように、和江の取扱量が一番大きくて、水産物が多く取り扱われる状況が魚価に有利に

働いているのではないかということで。さらに他の市場より水産物を和江に集めれば、魚

価は和江以上に上がることはなかったとしても下がることはないのではないかという考え
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です。

あとは衛生管理の効果というのは今回この和江では見込んでいませんけれども、あわせ

て衛生管理の強化を行って、品質の向上も高めていくというような構想です。ただ、衛生

管理による品質の向上の効果は今回この事業の評価には入れていませんけれども、こうい

った努力もし、やっていくと。

基本的にはそこで取引されている市場の単価になるのではないか、ほかのものも持って

来ればですね、ということです。

○中村委員 魚価が上がること自体はわかりましたが、上がるということは、何でもそう

ですけれども、生産者にとってはプラスの、生産者の余剰が上がりますけれども、消費者

にとっては余剰は下がるんですよね、同じ品質のものですから。そうすると、結局便益の

出し方というのは、価格が上がったときには生産者のはっきり言って利潤は上がるけれど

も、消費者の余剰は減るので、そのネットとして、余剰のところサンカケルところですけ

れども、そこの部分がプラスになるということなので。多分全部利潤がふえた部分だけが

社会的な便益になるのではなくて、消費者が負担する額は本来であれば便益ごとで減らし

ておかないといけないのではないかなという気がするんですけれどもね。厳密に消費者庁

の意識を書けばそうなるので。

ですから、例えば市場が統合して、片方の何でもいいんですけれども、こちらで生産し

ているのが非常に高くて、こちらで生産しているものが低い場合に、同じ材料で、統合す

ると価格は中間にきたりどっちかで合うんですけれども、価格が上がったところでは当然

生産者プラスですけれども、価格が下がったところは消費者はプラスなんですね、そのか

わり生産者はマイナスになるので。両方ともモデルとかで計算すると、下がったところで

は消費者の余剰がふえて生産者の余剰は減っているんだけれども、それ相殺するとプラス

が出てくる。上がったところでは生産者余剰のほうが消費者の余剰の下げ幅を上回ってプ

ラスになって、社会全体としてはプラスになると、市場を統合すればですね。今のＴＰＰ

のやつはその理論で進んでいるかなという気もするんですけれども。

多分それがあるので、市場を統合したときにすべての生産者の価格が上がった分だけの

利潤を便益にすると、ちょっと多くなるんじゃないかなという気はするんですが。

○内田計画課課長補佐 その中のどれだけを積むのかというのはちょっとまたなかなか出

すのが難しいとは思うのですが、ただ一方でなぜロットが集まると単価が高くなるのかと

いうことを考えた場合、それはそのロットがあった分効果的に市場の配分の機能が高まる
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のではないか。その部分というのが魚価の単価に効いているのではないか。やはりちょっ

とこういうとらえ方もできるのではないかなと思っていて。

○中村委員 いや、価格は上がるのはいいですけれども、上がれば必ず消費者は便益は下

がりますので、下がった部分というのを引いてもなおかつ生産者の余剰にプラスアルファ

が出ているという、そこの部分が多分僕は純便益だと思うんですよ。ちょっとこれだけで

はあれですけれども、多分。

○三上整備課課長補佐 消費者価格が必ずしも上がる訳ではないと思います。

○中村委員 消費者価格は上がらないんですか。

○関委員 ちょっといいですか。必ずしもそうでないような気がしながらやりとりを聞い

ていたんですけれども。要するに浜値が上がるという話ですよね。浜値が上がるけれども、

効率的に流通できれば流通のコストというのはそのままかあるいは下がる可能性もあるの

で、そうすると浜値が上がることによって消費者価格が上がるということには必ずしもな

らないのではないかと思います。もちろん、ケースバイケースなので一概に言えない難し

さがあるとは思いますが、必ずしも浜値の向上が消費者価格の向上であるということでは

ないと思います。

○三上整備課課長補佐 多分通常でロットが少ない場合になぜ浜値が低くなるのかという

と、それを集めるのにコストがかかったりとか、その売り先もいろいろ調べたりしなけれ

ばならず、そうすることで結構流通コストが上がることによってその分浜値が下がってい

るというふうな状況が出ていると思います。それがロットが増えることによりそういうふ

うな流通コストが下げられるということで、その分浜値が上がっているというふうな実態

があるのではないかと。関委員の発言もそういうふうな話だと思うんですけれども。ロッ

トをある程度全部まとめることによって、その流通コストや、他のところでかかったコス

トを浜値に転嫁するというふうなことをある程度想定しているのではないかと思います。

決してその浜値が上がることによってそれが全部消費者の価格に上乗せされるというふう

なことでは考えてはないということです。

一部にもしかすると消費者価格が上がるということももあるのかもしれませんが、ある

程度集まって効率的になると魚の鮮度向上などの効果も出てきますので、魚の価値として

も上がるのことになることもあるかと思われます。ただ、厳密に今計算とかシミュレーシ

ョンしていないので、そこの部分が実態どうなるのかというところできちんと説明しきれ

ないとは思いますが、実態としては決して浜値が上がることイコール価格が上がる、消費



- 3 -

者がそこで損をするとかそういうことではないというふうなことで考えてやっているとい

うことです。

○岡安座長 よろしいでしょうか。

ほかに。

○安永委員 今のをちょっと教えていただきたいのですけれども。二つの漁港の機能を流

通拠点と生産拠点に分別して、流通拠点については和江漁港へ統合しようという話だった

のですが、和江漁港へ流通の主体を移しても、和江漁港自体の生産活動そのものは継続さ

れるということですね。

○内田計画課課長補佐 そうですね。流通拠点といっているのは生産流通拠点のことです。

○安永委員 わかりました。それとあと、事業目的の中に増殖場を整備するということが

書かれているのですが。これは余り詳しく扱われてないようですが、どういう内容なので

すか。

○内田計画課課長補佐 和江は要するに底引き網漁業の基地になっていて、そこで生産活

動もし、なおかつ市場をつくって流通機能も強化していく計画でして、その沖合ではヒラ

メの増殖場もつくるということで、あわせて生産流通機能の生産部分の強化もしようとい

うものも中には入っております。事業費の中では一部だったもので、説明は省かせていた

だきましたが。

○安永委員 せっかく計画があるのなら、後の記述のほうでも読めるような表現を加えて

おいていただけるといいかと思います。

○内田計画課課長補佐 はい。

○岡安座長 ありがとうございました。

なかなか時間が十分とれないので恐縮なんですけれども、もしあればまた後でお伺いす

るとして、漁場の整備の環境整備のほうの３件、津軽海峡地区と筑前海地区と長崎北地区

についてはいかがでしょうか。何かありましたらお願いします。

○安永委員 どこまで、23番までですか。

○岡安座長 24番まで。

○安永委員 24番までですか。それでは、その前の23番の筑前海での増殖場の造成につき

ましては、藻場の造成を大々的に進めるという内容になっているのですが、藻場の造成そ

のものが漠としていまして、例えば対象とする魚種が魚類であるのか磯根資源であるのか

で海藻の種類も変わってくると思うんですが。
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○内田計画課課長補佐 対象は主には魚類です。

○安永委員 造成する藻場としては、恐らくマダイが主要な魚種だとすれば、ホンダワラ

類、それからアマモ類とかが中心になるのかと思いますけれども、魚種と藻場造成の関係

が、海藻の種類がわかるようにしておいていただければ、具体的な藻場造成の目的が理解

されやすくなる気がします。

○内田計画課課長補佐 ありがとうございます。対象はマアジ、マダイを対象にしており

ますが、あわせて、造成する藻場がどういったものかイメージがつきやすいように表現を

工夫いたします。

○安永委員 そうですね、お話の中ではウニやアワビも扱われるようなことが言われてま

したので。

○内田計画課課長補佐 そうですね、事業の考え方としては、マアジ、マダイの増殖とい

う構想で、そういう整備をやっていくと。ただ、やはりそういったものを整備すると同時

にふえるということで、事業効果は積んでおります。

○岡安座長 ほかにありませんか。

津軽海峡地区についても藻場という話出てたんですけれども、やはり産卵対象の魚種と

藻場の種類、藻の種類とかある程度対照づけをしていただいたほうが納得しやすいのかな

と思うんですけれども。

○内田計画課課長補佐 わかりました。津軽は、ここは藻場といってももともとコンブで

して、それが減っていると。そこを少し回復もしくは補強していこうという構想です。

○阿部委員 今藻場の話が出ましたが、藻場にあるコンブを大量に収穫しすぎるために藻

場が悪くなっていくということはないのでしょうか。

○内田計画課課長補佐 ここでの北海道での分析ではかなり海水温が影響しているのでは

ないのかということを聞いております。

○阿部委員 では、その藻場を改良していくためにはコンブじゃなくて別のものをという

ことになっていくわけですか。

○内田計画課課長補佐 一つが、なるべく食圧を減らしていくという発想があって、要す

るにコンブをたくさん食べるようなものがあればそういったものを適正な数にまで間引く

であるとかこういった工夫をやっていこうと。そういったものを漁業者さんと一緒に行政

が進めていくということで現在考えています。

○阿部委員 ありがとうございます。
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○岡安座長 水質浄化で便益を積んでいるんですけれども、これは特に水質浄化をしなく

ちゃいけないとかあるいは悪化しているとか、そういう報告はあるんですか。

○内田計画課課長補佐 ここの海域が何か水質が悪化しているであるとかこういったデー

タは今持ち合わせておりませんが、趣旨としては失われた藻場のようなものを回復してい

く、こういった便益を何に積んだらいいのかというときに、それを水質浄化という形で表

現したのですが。もともとの発想としては、失われたコンブの森であるとかこういったも

のを回復する、ただ単に漁獲量がふえるだけではない何か別の効果があるのではないかと

いうときに、その部分に代表させて積んだということでして。なかなか直接利用価値のよ

うな発想ではないのですけれども、環境自体が改善されたこと、それ自体の効果というの

を代表させて水質浄化としていると。

ここはちょっと私も今後どういうふうにしたほうがいいのかなかなか迷う部分でもあっ

たんですけれども、明示的に水質が悪い状態が改善するための事業であれば最も当てはめ

やすい項目であると思うんですけれども、ちょっと難しいなと思っています。

○岡安座長 よく漁港内とかで水質が悪化するので、周辺に藻場をつくって浄化しましょ

うというのがないわけじゃないという気はしたんですけれども、言ってしまえば環境改善

とか環境修復に近いことをお考えになっているということですよね。

○内田計画課課長補佐 そうですね。今回は、そこに代表させてその価値を置いたものと

理解しております。

○岡安座長 定量評価は難しいかなと思うんですけれども。水質浄化という話になると、

ちょっと本当に逆に浄化してしまっていいのかというか、貧栄養になっちゃうようなケー

スだってあり得るわけですよね。だから、それがどうなのかなというのが。通常は十分栄

養があってというケースのほうが大半だとは思うんですけれども、場所によってはそうい

うこともあり得るのかなと思う。ちょっとここではどうのという話は私は今はできないん

ですけれども、少し記述について今後お考えいただければと思います。

○内田計画課課長補佐 ありがとうございます。

○岡安座長 ほかに、環境整備関連の事業でご質問等はございませんか。

では、またあれば後でということで。

最後に海岸保全施設整備事業ですね、こちらについてはいかがでしょうか。

○関委員 すみません、ちょっと教えてほしいんですけれども、この胸壁の規模というの

は今のところはどういうふうに考えているんでしょうか。
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○森防災漁村課課長補佐 資料概要の資料のほうの一番後ろに先ほど示した図があります

けれども、胸壁の高さということですね。

今予定しているのはＴＰ、東京湾海面からの高さで3.0ｍ。これ東京湾からなので、周

囲のこの地盤からどれぐらいかというと、今のところは50cmから１ｍ程度の高さの言って

みれば壁をつくるということを考えています。

ただ、今後津波の見直しとかも行われますので、それによっては高さ若干変わることも

あり得るかと思います。

○関委員 そうすると、その見直しによって大分予算的なことも変わってくる可能性があ

るということでしょうか。

○森防災漁村課課長補佐 ここからは推測でしかないんですけれども、今津波の見直しを

行おうとしているのは、過去の履歴を洗い直して、よく言われるんですけれども、数十年

から百数十年ぐらいの津波に対して防潮堤で守りましょうということを言っておりまして、

特に静岡に関しては津波に関してはかなり知見を有していると。そういう中で今までやっ

てきたこの青いところの防潮堤もやっているので、それほどそこから大きくドンと高さが

上がっていることは恐らく考えにくい。ただ、そこから過去に案をつくったときからの若

干のシミュレーション技術とかそういうところで若干の差が出てきて少し上がったりする

ことはあり得るかもしれないですけれども、そうばか高くなるということは考えにくいと

思います。

○岡安座長 よろしいですか。そもそもこれは高潮で高さ決まっていますか。

○森防災漁村課課長補佐 ここは高潮で決まっていたと思います。そこに、先ほどのよう

に津波を考えたときに、じゃあ青のところは超えないけれども、空いているところから青

より低い津波が侵入していって結局浸水してしまってはという話なので、ここにピンクの

ところにも設けて全体を閉じる対応にしようという話になっています。

○岡安座長 説明の趣旨はよくわかるんですが、青の部分で高潮がとまるとは思えないの

ですが。つまりもともと青い防潮堤の部分は何だったのかとは申し上げないんですけれど

も、そこも含めてコストになってしまうんじゃないかなという気がするんですけれども。

○森防災漁村課課長補佐 コストとおっしゃいますと。

○岡安座長 これ青いところは今の段階では機能不全に今一種なっていると思うんですよ

ね。それで、それはいろいろ計画上の問題があっていたし方ないところだなとは思います。

なかなか難しい話で、全体を囲うと、簡単に言えば港の口をふさいじゃえばいいんですけ
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れども、そうすると船が出入りできなくなって元も子もないという話になりますのでなか

なか難しいとは思うんですが。現状で青いところは全くコストに反映されてないんですよ

ね。だから、赤いところだけつくればこれだけの浸水域が救えますということになるので、

そうすると青いところをつくったときにコストって一体何だったのかなというのがよくわ

からなくなってしまう。

○森防災漁村課課長補佐 両方あわせて全体……

○岡安座長 総体として機能しているんじゃないかなと思うんですけれども。

○森防災漁村課課長補佐 そうですね、津波としては確かに赤をつくるだけでこの水色の

全体が救われるというのは確かに便益として見すぎという部分はあるかもしれないですけ

れども、ちょっとこの事業の中での評価としてつくらなかった場合と、先ほどの効果の説

明としてはつくらなかった場合からつくった場合の差引きですよね、ということでしてい

るので、ちょっと青の評価というのは確かにおっしゃるとおり再評価というところですね。

高潮として機能しているのであればもちろんそこの評価はあるんでしょうから、そこの

部分で青の評価として成り立っているのかどうかというのを確認する必要があるのかとい

うことだと思いますけれども。ちょっとそこは資料を持ち合わせていないので。

○岡安座長 これ青いのはかなり古い時代につくられたものなんですか。

○森防災漁村課課長補佐 ええ、先ほどの説明のとおり、基本的には昭和四、五十代ぐら

いから整備している施設ですので。

○阿部委員 この図を見させていただくと、青いラインと赤いラインがあって、先ほどご

説明の中に河川のところについて水門のことを考えているというお話がございましたけれ

ども、この川に沿ってのところは何のラインも入っていないので気になりますが。

○森防災漁村課課長補佐 水門という話を申し上げましたけれども、あと河川堤防ですね、

こちらのほうも国土交通省のほうで整備するという話になりますので。

○阿部委員 この青いところから河川に沿って入るということですか。

○森防災漁村課課長補佐 はい。

○阿部委員 なるほどね。できたらここに色を変えていただいて、国土交通省のほうとい

うことで入れていただくともっとわかりやすいのかなと思います。お願いします。

○森防災漁村課課長補佐 はい。

○岡安座長 ほかにございますでしょうか。

なければ、全体、もう一度前に戻っても結構ですので、何かありましたらお願いいたし
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ます。

○関委員 さっきの和江地区のことで確認したいんですけれども。さっき４地区あって、

それが最終的には市場統合するというふうにおっしゃったんですけれども、この４地区の

買受人はほぼ共通しているんでしょうか。それから調整がついているというふうに記述が

あるので大丈夫だとは思うんですけれども、その他の地区の人たちというのは結局今まで

とルートが違った水揚げをしなきゃいけないわけですよね、直接そっちへ持っていくのか

陸送するのかわからないですけれども。そのルートが変わってきたときに、生産者サイド

のコストが上がったりということは大丈夫なんでしょうか。

○内田計画課課長補佐 最終的に取引される場所というのを和江に持ってくる。ただ、も

ちろん全部出航したときにわざわざ遠くから和江まで持ってくるかというと、そこはそこ

で漁港の整備というのがずっとやられてきていて、荷捌き所としては機能するので、そこ

で荷捌きされた後、そこをＪＦ島根がそのまま集荷する。ただ、もちろんそれだけじゃな

くて、もちろん和江の地先あたりで漁をしているような船だとかというのもあるので、そ

ういったものはわざわざ今までのように戻ったりせずに、そのまま和江のほうに揚げてし

まえば、それはそれでコストが少なくて済みますし、そういった船もあるということです。

○関委員 はい、わかりました。

○岡安座長 ほかにございますでしょうか。

ないようでしたら、事前の評価についてはここで終わらせていただきたいと思います。

ありがとうございました。

委員から出された意見を参考に、また事前評価に生かしていただければと思います。

ちょっとこれからまだ長くなりますので、ここで若干の休憩をとらせていただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。余り時間ないのですが、15時10分ぐらいまで一応休憩

ということでとらせていただきます。

（休 憩）

○岡安座長 よろしいでしょうか。

それでは、時間になりましたので、資料２ですか、期中評価についてまた説明をお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。

○水産庁より、期中評価について、以下の代表的な事例の事業内容と期中評価の考え方及

び期中評価の結果を説明した。（代表的な事例の選定にあたっては、期中評価によって計
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画の見直しや中止を行ったものを選定し、説明する旨、補足をした。）

・水産物供給基盤整備事業 兵庫県坊勢地区

・水産物供給基盤整備事業 鳥取県鳥取沖地区

・水産資源環境整備事業 岡山県朝日地区

・水産資源環境整備事業 大分県灘内地区

・海岸保全施設整備事業 三重県漁師漁港海岸

○岡安座長 どうもありがとうございました。

期中の評価につきましては、漁港が３地区、漁場１地区と海岸１地区、計５地区を説明

いただきましたが、特段区切ってというよりは、今回はまとめてご議論いただければと思

いますので、お気づきの点からどうぞ発言いただければと思います。

どうぞ。

○関委員 朝日地区で、用地が、地区名を間違ってたらごめんなさい、西宝伝というとこ

ろにつくろうとしていた用地をやめて、子父雁のほうにちょっと用地をつくるというお話

だったんですけれども。これ地区がかなり離れているような感じがするんですけれども、

これまでつくろうとしていた用地の代わりになるんですか。

○内田計画課課長補佐 基本的にはもともとの当初計画のときもそうなんですけれども、

これを全部整備されても基本的には用地というのがまだまだ足りない状況の中、とりあえ

ずはまずはここから整備しようというところで始まっておりますので、今回子父雁につい

ては用地を足しておりますけれども、ここはまずは防波堤の整備をと、初めにやってほし

いというところで。ここは実は潜在的には、後ろを見ると余り物揚げ場がなかったりとい

うもともと少なかった部分があって。10年の見直しを経た中で、やはり用地と物揚げ場に

ついてはやってほしいというところでここはもともと出てきたところです。

ちょっと全体的な傾向としては一番大きく用地を減らした西宝伝については、ここは加

工場が出てくるであるとかちょっとそういう構想があったんですけれども、それがなくな

ってしまったということで大きく削っておりますが。全体の事業費が抑えられる中、今回

子父雁についてはあれば非常に助かるという話があり、ここを追加したということです。

実はバラバラに実際は漁業者さんが使っているということですけれども。

○関委員 わかりました。

○岡安座長 ほかにご質問ご意見等。
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○安永委員 鳥取沖地区ですが、事業中止という扱いになっていまして、その理由として

大きくは経営体あるいは組合員数が減少しているということと、あと主な対象になってい

たヒラメが疾病の発生等で減っているのでなかなか漁業経営が難しくなっていることをい

われたんですが。事業期間はこの資料では22年度までになっていますが、予定ではもうち

ょっと長かったのですかね、実際には。

○内田計画課課長補佐 これは、やはり事業の進捗自体というのも病気がはやって、その

まま続けてもいいのかということでちょっとそういった進度を遅らせていたということも

一因としてあります。あとは全般的な話としては公共事業の予算自体というのが少し少な

くなったという面もあり、あとはこういった漁業者の数の低迷であったりとかもあって。

○安永委員 ただ、資源の増殖の仕事をしてきた立場の人間から見ますと、この地区が中

止されるということによって資源の増殖という目的がそこで中断をしてしまうということ

と、さらには経営体の減少、組合員数の減少に拍車をかけるようなことにつながりかねな

いのではという懸念を感じます。

あと、当初のお話では中止された事業については代わる事業があればそれにシフトして

いくこともあり得るとおっしゃったと思うのですが。その点はどういうふうに理解してお

けばよろしいですか。

○内田計画課課長補佐 一つが、今沿岸の割合近場の部分について注目した計画だったと

思うんですけれども、このあと水深が100ｍ以深にメダイルとかというのが今後の漁場開

発として有効なのではないかというアイデアがまず鳥取についてはあります。

あとは、ではここを一たん中止して今後やらないのかというよりは、要するに今は漁業

者さんが減っているとかこういう状況ありますけれども、整備したところがやはり明るい

話題としてはちゃんとサワラがふえているとかこういった状況がありますので、要するに

今後どうするのかというのを見ていく機会なのではないかなということは思っております。

だから、引き続きここはやらないというよりは、少し一たん整備効果というものが発現

されるまで待ち、次の課題というのをここについては探していくんじゃないのかなと。そ

れとはまた別に沖合の漁場開発の話題についてもありますので、ここはもうやらないとい

うよりは、一たんこれはこれで効果が現状については見ていくということを考えています。

○安永委員 できれば今言われたような、せっかくですから前向きな事業の展開に結びつ

くようなそういうような措置を取っていただければということを希望します。

○内田計画課課長補佐 はい。
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○岡安座長 その他ございますでしょうか。

○安永委員 猟師漁港海岸の事業目的の説明で、液状化現象発生の危険性が認められると

いう記述があったのですが、これは護岸の後背地域、住宅地域でそういうことが起こる可

能性があるという調査結果が出たのですか。

○森防災漁村課課長補佐 護岸の直下についても下がる確率がありまして。

○安永委員 直下にもあるのですか。

○森防災漁村課課長補佐 ええ、そうすると堤体が壊れればもちろんですけれども、下が

っただけでもやはり浸水の可能性が増してしまうという危険性があるので、地盤改良です

とかそれに準じた工法をすることによって堤体を強化しようという話です。

○安永委員 計画されている事業の中に液状化対策も含まれているという理解でよろしい

のですね。

○森防災漁村課課長補佐 はい。

○安永委員 わかりました。

○岡安座長 その他ございますか。

もしないようでしたら、先に進ませていただいてよろしいでしょうか。意見を参考にま

た期中評価に生かしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

それでは続いて、資料３の完了後の評価のほうに移らせていただきたいと思います。そ

ちらのほうの説明をよろしくお願いいたします。

○水産庁より、事後評価について、以下の代表的な事例につき、事業の概要と事後評価の

概要及び結果を説明した。（代表的な事例の選定にあたっては、事業規模や事業内容をも

とに選定した旨補足を行った。）

・地域水産物供給基盤整備事業 青森県蓬田地区

・漁場環境保全創造事業 新潟県加茂湖地区

・海岸保全施設整備事業 北海道仙法志漁港海岸

・漁村総合整備事業 山形県由良地区

○岡安座長 どうもありがとうございました。

以上、漁港、漁場、海岸、漁村と１件ずつ説明いただきましたが、今の説明を受けまし

て委員の皆様のご意見ご質問伺いたいと思います。どこからでも結構ですから、よろしく
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お願いします。

○関委員 では、二つだけ質問したいと思います。北海道の仙法志で、Ｂ／Ｃが当初1.12

から現在3.48とかなり上がっているというのは、それがこの総合評価のところに書いてあ

る捨石基礎分のコスト縮減とかそういうコストを縮減したからそれが反映されてこれだけ

上がっているというふうに理解すればいいのでしょうかというのが一つ。

○森防災漁村課課長補佐 すみません、先ほど私説明の中で1.12と言いましたけれども、

現時点3.48ということですが。コスト縮減とともにほかの事業でもあるとおり、事業の入

札差金とか、事業費のほうがコストとして減っているということももちろんございます。

あとは便益が通常どおりあらわれているということでＢ／Ｃとして結果的に上がっている

というふうに理解しております。

○関委員 あともう一つ。今の山形の由良なんですけれども、この集落排水、今現在接続

率は何％ぐらいなんですか。

○大黒計画課係長 現在の接続率76.7％となっております。こちらやはり100％というの

は当然事業としては目標とすべきというところで、県を通して市のほうにどういうふうな

向上を目指して動きをしていますかというふうに確認したんですが、県の下水道課のほう

に専門員という方を２名配置しておりまして、事あるたびに接続されていないお宅へ伺っ

て、接続していただくようにということで動きはしているとのことであります。

○関委員 はい、わかりました。

○岡安座長 よろしいですか。

その他ございますでしょうか。どうぞ。

○安永委員 加茂湖の事後評価の評価項目で漁業外産業への効果が算定されているのです

が、これは具体的にはどういうことなのでしょうか。漁業と観光との関係はある程度推定

できるのですが、算定の基礎になったのは漁業がどのように他産業に貢献したかというこ

とでしょうか。

○内田計画課課長補佐 基本的にはほかの事前評価なり期中でご紹介差し上げた漁場の整

備と同じ出し方をしておりまして、生産量がふえた。そこで資源の増殖に関する生産力の

向上の効果を出して、その部分がさらに産地市場から消費市場に回ったときの、要するに

カキの生産量の向上の部分を見込んでおります。もちろん水質の浄化であるとかで、ここ

環境省のほうでも美しい湖としてリスト化されているというようなところで、そういった

ところが湖がきれいになるというのはもちろん効果はあると思うんですけれども、直接こ
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の中には積んでいない部分ではあります。

○安永委員 はい、わかりました。

○岡安座長 ほかにございますでしょうか。

○中村委員 今の同じ佐渡島の話なんですけれども、費用対効果とは直接的には関係はな

いんですけれども、これだけ投資をしても高齢化ということはあってもかなり減ってます

よね、カキの養殖が。これは中山間地の限界集落とある意味同じかもしれませんけれども、

やはりそれだけ投資をすると同時に、こういうカキの養殖業者を生業として持続可能にす

るようなそういう投資の仕方というのはないものかなという気がするんですけれども。要

するに、これを産業として考えれば別に水産庁だけの仕事ではないんですけれども、やは

り投資をして生業の環境をよくすると同時に、やはりそのカキを跡継ぎというか後継者を

つくるためには何らかの方策が、ソフトな方策とか、あるいはほかの産業との関連とか、

要するに後継者が生まれてくるような整備事業を今後していく必要があって。ハードだけ

をやれというのであれば、これは技術があればだれでもできるわけなので、やはり頭を使

うというか、せっかく国が投資するのであれば、それに向けてここの地域がこの生業で持

続可能にしていくような今後投資の仕方を考えていって、それもやはりこれからは広い意

味の費用対効果に入れていくべきだと僕は思うんですけれども。今後の課題なんですが。

なかなか難しい、どこでも減ってますから。だから、例えばラオスなんかでもホタテと

かあっても、結局それをとって外に売るだけで仕事をしているので減るので、やはりそこ

にある程度若い人たちが戻ってくるためには、それを一部留保してでも加工というか付加

価値をつけてそれを外に出すと。そういうことにすると付加価値をつけるために人が必要

になりますので、そうすると水産業とか農業もそうなんですけれども、もともと素材産業

がそういうサービスとか雇用につながっていくと。やはりそれになるような基盤整備じゃ

ないですけれども、投資を図っていかないと、なかなかこれから林業とか水産業、漁業も

非常に重要な産業になっていくというふうに言われていても、結局産業としては重要なん

だけれども、やる人がいないのではどうしようもないので、僕はポイントは技術的には問

題がないので、そこだと思うんですよね、投資は。直接これとは関係ないですけれども。

○内田計画課課長補佐 ありがとうございます。ここ、やはり観光というところをかなり

意識している場所で、今回は要するにカキの養殖に特化した形で切り抜いて効果というこ

とで説明したんですけれども、恐らく両津市にいくと、これは要するに１パーツであって、

彼らとしては要するに湖水をきれいにし、人を呼んで、都市化も進んでいるということで
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すので、全体的な環境との調和というのを考えてどうもいろいろな施策を打っているとい

うことなんですね。あとは環境であるとかこういったことに我々の事業を使っていくのか

なという気はしておりますが。

確かにおっしゃるとおり余り、瀬戸内海のほうなんかはノリの色落ちがあって、漁獲は

かなり下がっていても後継者を確保しているというところがあって、こっちのほうはその

まま下がってたりとか、やはり地域によって特色があるのかなと思って、そこが何なのか

というのもちょっと自分で考えながら発表したりした部分はあるんですけれども。

ありがとうございます。今後の課題にさせていただきます。

○三上整備課課長補佐 基盤整備のほうは事業評価の多段階でも書いているように、他事

業との調整だとか整合性、あるいはそういったところも基本的にできるだけ考えるように

しているところなんですけれども、そこがちょっと十分でないというところもあると思う

ので、今後の課題としてそういったことを踏まえて事業を進めるように考えていきたいと

思います。

○中村委員 ありがとうございます。

○阿部委員 観光客をもう少しカキの養殖の方に引き付けるようにし、そこでとれたカキ

を観光客に召し上がってもらうような施策等を検討してはと思うのですが。例えば道の駅

のように、佐渡にもいろいろな特産物があると思いますので、道の駅のような所でこのカ

キを有効活用してはいかがでしょうか。

○内田計画課課長補佐 ありがとうございます。うちのほうでも６次産業化だとかという

のはメインでやっていますので、そういった施策と組み合わせながら今後やっていくのか

なという気はしております。

○三上整備課課長補佐 農水省は割と非公共事業も多く、公共だけではない予算も結構あ

りますので、そういった連携がすごく重要な要素になるのではないかと思います。

○岡安座長 ありがとうございます。

そのほか何かございますか。

○安永委員 細かい質問になって申しわけないのですが、由良地区では地域の水質環境が

改善されて蓄養が相当程度できるようになったということで便益の中にも算定されている

ようです。ただし地区概要の説明ではイカ、サケ、マダラとかが主要な魚種になっていま

して、何が蓄養の対象になっているのかわかりにくいので、教えていただきたい。

○大黒計画課係長 それは私の確認不足なところもあったんですけれども、貝類というふ



- 15 -

うに聞いておったところです。それで、今水質改善される前だったんですけれども、土日

については市場が休みだということで出漁もしていなかったというところもあるんですけ

れども、貝類について水質改善がなされた後、先ほどのように蓄養ができるようになり、

あと出漁も当然土日ができるようになって出荷の量がふえたという状況にございます。詳

細については改めて確認させていただきたいと思います。

○安永委員 魚種を確認しておいていただければと思います。

○岡安座長 そのほかございますでしょうか。

ないようでしたら、もう一度全体に関連して何かご意見とかご質問とかあれば伺いたい

と思いますけれども、いかがでしょうか。事前、期中あるいは事後評価、あるいはこの評

価そのものに対して何かご意見があればと思いますが。

○安永委員 では、ちょっと１点確認させていただきますけれども、事前にいただいた資

料を見させていただいたところでは、多段階評価の中にＤと評価されているところがあり

ました。参考資料を見るとＤはＡ、Ｂ、Ｃ以外という表記になっているのですけれども。

ちょっとわかりにくかったのは、ＡからＤまでというのはランキングではないということ

なのですか。

○内田計画課課長補佐 ランキングになっています。

○安永委員 なってるんですか。要するにグレードがＡからＤに順に下がるということの

理解でよろしいですね。

○内田計画課課長補佐 そうですね。

○事務局 その辺はお手元の参考資料をごらんいただければと思うんですけれども、項目

によっていろいろございまして、グレードという表現が適切かどうか難しいのですけれど

も、一生懸命やっているというかそれをメインにやっている場合だとＡとになるんですけ

れども、配慮しているだけであればＢであるとか、それからもともとそういうことが関係

ない場合は―という表示の仕方をしています。

○安永委員 凡例でＤは上記以外という表記されていることが多く、ちょっとこの辺がわ

かりづらかった。もしＤに、何がしか問題があるのでＡＢＣに該当しなかったという意味

であるならば、凡例の中にどういう問題点が残されているのでＤとして評価されたという

ことが理解できるようにしていただくと、この事前評価における多段階評価について非常

にそれなりに厳しく自己採点されていることが理解されやすくなると思うのですが、この

まま見ると何で評価がＤなのか疑問が残るような印象を受けたものですから、その点を確
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認させていただきました。

それから、Ｄ評価になったものはそれより上の評価に上げるという措置をとった上で事

業が始められるということになるのですか。Ｄはそのままで、それはそれで評価されたと

いうことで事業出発の上では問題なしということなのですか。

○内田計画課課長補佐 Ｄが問題があるという意味のＤではなくて、そういった項目にど

れだけ寄与しているのかということです。すごくその効果に対して寄与する場合はＡだし、

そこがメインではないにしてもかなりの部分であればＢ、また何らかの形でもしかしたら

効果があるのではないかという場合はＤにしております。ですから、何らかの問題があっ

てＤにしているという評価体系ではないということです。

○安永委員 例でいうと、整理番号の29の奄美地区の事前評価の中にＤというのが出てく

るのですよね。計画時におけるコスト縮減対策の検討という項目がＤということになって

いる。そこの評価のＤと判断した根拠のコメントがちょっと理解しづらい。

○内田計画課課長補佐 施設整備によって効率的な操業が図られることが期待されるとい

う意味で少し期待を込めてＤとしたという部分ですね。

問題があってＤにしているというものではないということですが確かにわかりづらい部

分があるかもしれません。

○関委員 普通Ｄというと不可になると思います。これは要するに―のところはその項目

に該当する効果は見られないという意味づけで、Ｄというのは本筋とは若干外れるかもし

れないけれども何等かの効果はあるというようなことなんでしょうか。

○内田計画課課長補佐 コスト縮減対策については、Ｄではなくて、しっかりとコスト縮

減に取り組んでもらうよう、指導していきます。

○事務局 むしろ関委員がおっしゃったような考え方であり、こういう効果があるかない

かという話で、全く関係ないものが―。すごくあるものがＡで、それがずっと下りてきて、

多少はあるというのがＤ、というのが基本的な考え方です。

多段階評価のやり方としてはそういうやり方をしているということです。ただ今の内田

補佐からの話というのは、当然ながら実施に当たってはコスト縮減だとかそういうことは

常に指導していかなければいけない、そういうことかなというふうに思いまして、ちょっ

と事務局から補足です。

○安永委員 表現を工夫して誤解を招かないようにしていただいたほうがいいと思います。

○内田計画課課長補佐 そうですね、ここは誤解を招かないようにしていきたいと思いま
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す。漁港漁場整備を進める上では基本的には必ずコスト縮減には努めていくということで

取り組んでおりますので。

○岡安座長 若干表現上難しいといいますか誤解が入る余地がある部分があるということ

もありますので、今後資料をまとめられる際にもう一度そういったことも注意をしていた

だいた上で、また次回やっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。

ほかに、全般的に何かございますか。

○内田計画課課長補佐 最後に今後の改善方針ということで、我々、事前評価、期中評価、

そして事後評価をして、それで終わりではなく、今後その結果をどのように生かしていく

のかということで、まとめたものを別添２としてつけさせていただいております。時間も

ありませんので、簡単に説明しますと、水産物供給基盤整備事業については、波浪である

とか潮位であるとか、こういった気象、海象条件を見て、必要に応じて、これまでつくっ

た漁港施設が十分に機能を発揮していくように補修し、機能を強化していくということを

今後も続けていかなければいけないと思っております。

水産資源環境整備事業、漁場の整備ですけれども、特にモニタリングをしっかり充実さ

せ、海域の状況を調べなければいけないということと、試験だとか環境変動に対応して漁

場の整備の計画というのは柔軟に対応していかなければいけないということを考えており

ます。

漁村総合整備事業については、生活環境改善や防災機能強化に資する排水処理施設や防

災安全施設の整備を引き続き進めていくということ。

海岸保全施設整備事業、それと海岸環境整備事業についても、こちらも機能低下してい

る施設については補修を適切に進めていくということと、海岸の管理を、清掃したりとか

いうことをしっかりやっていくということでまとめさせていただいておりますので、最後

に説明させていただきました。

○閉会


