
平成２４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

○開会

○事務局から配付資料の確認

○橋本漁港漁場整備部長より挨拶

○出席委員の紹介

○水産庁より、フロンティア漁場整備事業隠岐海峡地区事業内容と事前評価の概要及びそ

の結果を説明

〇岡安座長 ただいまの説明を受けまして、委員の先生方にご意見、ご質問を伺いたいと

思います。

〇関委員 二つ教えてほしいのですが、まいわしとかまさばの減少の原因というのは解明

されているのか、それと同時にその原因の解明みたいなものは、どういう機関がどこで行

っているのかということ。

もう一つは、事業実施後の資源量の動向というのは、具体的にどういうふうにチェック

していくのかということを教えてほしいんですけれども、例えば漁業者さんが報告をする

とか、そこら辺はどういうふうにやるのかというのを教えてください。

〇澤田整備課調整班課長補佐 まず、対象資源のまいわし・まさば・まあじの減少の理由

ですが、とり過ぎというのがまずあるのかもしれません。具体的にどんな理由でというの

は、詳しくは分析していませんが、水温の関係とかは言われているところですけれども、

そこまで分析してこの事業を検討したというのはなくて、減少しているという状況を判断

して、それを何とかしないといけないというところでこの事業を立ち上げたところです。

あと、分析する機関につきましては、研究機関が独立行政法人水産総合研究センターと

かがありまして、今、水産庁の委託事業でもやっておりますが、資源評価という形で毎年

資源の評価をしており、今後どうなっていくのかという評価もしておりますので、それを

見据えながら我々も事業を進めているところでございます。

あと、事業後の効果の確認方法ですが、当然、事業終了後に事後評価を行いますので、

先生がおっしゃったように、漁業者への聞き取りも含め、あと実際にそこでは禁漁になっ

ているので、調査として、そこに例えば試験操業という形で網を入れるとかという方法も

ございますし、あと簡単に、水中カメラなどを使用して、どのくらい蝟集しているとか、
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どのくらい入るとどのくらいのものが蝟集しているのかという調査等も検討している段階

でございます。

〇関委員 検討中ということですね。

〇澤田整備課調整班課長補佐 はい。

〇岡安座長 ありがとうございます。

〇吉塚整備課上席漁港漁場専門官 先ほどの資源の減少の原因なんですけれども、基本的

には、まいわしとかまさばにつきましては、プランクトンを起源にした食物連鎖の一番当

初の魚というふうに考えていまして、要するに基礎生産に寄与する魚種と考えています。

具体的には、まいわしとまさばはよく魚種交代が起こるというふうに言われていまして、

まいわしがとれるときにはまさばは少ないとか、まさばがちょっと減ってきたらまいわし

が増えてくるということを過去に言われていましたが、この対馬暖流系の先ほどの漁獲量

の推移を見ていただくとわかりますように、1975年から1995年ぐらいまでは、どちらかと

いうと、まさばがとれているときは多少まいわしが少なくて、まいわしがピークを迎える

とともにまさばが若干漁獲量が減って、まいわしが減少するとともにまさばの漁獲が増え

てきたんですが、1996年以降、それが両方とれなくなっているという状況がございまして、

これはどちらかというと、とり過ぎということに起因するのではないかというふうに考え

ざるを得ないのかなと。要するにどこでも網が入るわけで、かなりの漁獲が効率的にやら

れていて、具体的には泳ぎ回る魚でございますので、ほとんど保護水面ということがなさ

れていなかったということなんだろうと。

保護水面として一部の部分でも種を継続して残していくことで安定的漁獲をやっていく

という観点から、まき網業界なんかも小さな魚はとらないという対応をしているわけです

ので、それを一歩進める形で、今回、保護水面を設定して、そこに増殖あるいは湧昇効果

を持つような優良な漁場造成を図ることによって、資源回復を図っていこうということに

尽きると思います。

事業効果として、どういうふうに漁獲のチェックをしていくのかにつきましては、先ほ

ど言いましたように、まき網業界との連絡を密にしておりますので、そういったところか

らの漁獲データの収穫、それから、造成している段階におきましては、先ほど言いました

ように、どのくらいの魚種が集まっているのかということについての試験的な釣獲調査で

あったり、蝟集効果を見るためのＲＯＶを入れたような調査についてもやっていく必要が

あるのかなというふうに考えているところでございます。
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〇安永委員 事業概要につきましては、資料をわかりやすくつくっていただいて、説明も

簡明にしていただいたので、おおむね理解させていただいたつもりなんですが、内容の細

かい点について一、二教えていただければと思っております。

一つは、この事業水域の水深がどの程度だったのかということと、あと、増殖効果の基

本となる栄養塩の調査をされたということなんですが、これは大ざっぱで結構ですので、

主にどんなような項目について調査をされたのかということと、底層流についても調べて

おられるようなので、これが調べられたとすればどの程度であったのか、そういうところ

を、わかる範囲内で結構ですので教えていただければと思います。

〇澤田整備課調整班課長補佐 まず水深ですが、水深80ｍから100ｍぐらいのところになっ

ております。

栄養塩の調査につきましては、プランクトンのクロロフィルの濃度をはかりまして、そ

れによってプランクトンがどれだけ発生するかということを、今ある知見、マリノーラム2

1の基礎資料に基づいて出したところでございます。

底層流の調査につきましては、年度は忘れましたが、国の直轄調査でやって、隠岐海峡

のこのあたりの底層流がどのくらいあるかというのははかったんですが、すみません、具

体的な数字については今失念しております。

〇安永委員 はかっている。前回やられているということですね。

〇澤田整備課調整班課長補佐 はい。

〇中村委員 費用対効果の分析のところの概要のところでイラストがありますが、その後、

それぞれの各項目について算定式があって、その漁業経費削減効果というのが、これは費

用が削減されると付加価値がその分増えるという表裏の関係なんですが、その次の増殖効

果のところは、前のイラストで見ると、プランクトンが増えたことによって魚が増えて、

それに市場価格を掛けていると。③のところになると、イラストで見ると下側のところで、

保護水域内にいる保護資源量というのがあって、それに滞留する期間を入れて、マーケッ

トプライス、市場価格を掛けていると。次の④の生産量の増加効果になると、これは今度、

③で定義されている保護資源量というのを蝟集資源量から控除して、それに対して最終的

に産地市場価格を掛ける。ただ、ここは所得率を掛けているわけですから、付加価値にな

っている。⑤のところも、ざっと言うと、経費を引いた分ですから付加価値に近い。それ

から⑥も付加価値率なんですね。

つまり、前半の増殖のところと③の資源保護効果のところは、産出額に市場価格を掛け
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て、後のところは付加価値率を市場価格に対して掛けている。なぜかというと、多分、④、

⑤、⑥は便益の帰属先が生産者であるということがわかっているからそうされているんだ

と思うのですが、ただ②と③について、明らかにこちらのほうが大きくなるんです、価値

が、所得率を掛けない。増えた魚の量の価値と資源としての価値というのは誰にも帰属さ

れない価値で、あえて言うと自然界にある価値と言ってもいいのですが、自然界にある価

値を市場価格で評価したときには、要するに産出額という、市場価格で評価する場合と帰

属された付加価値で計算する場合では違ってくるので、個人的にはここにも、③も付加価

値率を掛けたほうがいいと思うんです。

そこで、それが市場価格で評価されても、結局それがどこかに帰属しないといけないわ

けなので、帰属先というのは付加価値がネットなバリューですから、そうすると②も③も

付加価値率を掛けたほうがいいのではないか。②と③は誰にも帰属しないから付加価値率

を掛けない。ではこれは一体誰の価値なのか。結局、やがてはそれはどこかに、誰かの収

入になるのであれば、そこは付加価値率を掛けたほうがいいのではないか。もし掛けない

のであれば、②と③と、それから④、⑤、⑥について基準が変わってくるので、そこは、

何でこっちは付加価値率を掛けてこっちは掛けないかということを明確にしておかないと、

どうしてかなと思います。

付加価値率を掛けると、大体、付加価値率というのは0.4ぐらいじゃないかと思うんです

けれども、②と③の値が下がってくることは間違いないですけれども、直感的に言って、

Ｂ／Ｃが3.3を切ることは僕はないと思う。3.3ぐらいになる、3.4ぐらいかなという気がす

るんですけれども、その辺がちょっと疑問というか、素朴な疑問なんですが。

〇澤田整備課調整班課長補佐 確かに、その効果がどこに帰属するのかというのは前から

議論があったところで、先生おっしゃられるように、④、⑤、⑥というのは生産者ではな

くても、市場という形で明確に分かれるんですけれども、③の資源保護効果は、そこに資

源があるということに着目して、あることが効果なんだと、そこに漁場を形成して、そこ

に何か生態系が創造される、保全されるということを効果として算定して、それを今ある

経済的というか、貨幣化する価値として、今のところは産地市場価格を掛けたのが今の考

え方であります。

〇中村委員 でも、産地の市場価格というのは、それが決まっている背後というのは需要

と供給のバランスで決まるわけですけれども、その売り手側の価格の場合だと、売り手側

が例えばそれを1,000円提示している場合だと、その1,000円の中には付加価値分とか流通
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コスト分が全部入っているわけですね。

〇澤田整備課調整班課長補佐 はい。

〇中村委員 ですから、そうするとここはグロスのプライスでなくて、ネットの付加価値

で、そのプライスで評価をしないと、整合しないんじゃないかと思うんです。

〇澤田整備課調整班課長補佐 資源保護をする効果があるというのは間違いないと思って

いて、それをどういうふうに貨幣化するかを考えた結果です。

〇中村委員 ②と③だけを独立させる場合は僕は別に、②、③、④、⑤、⑥を整合してや

るときには、やっぱり②、③が、産業連関表でいくと産出額ベースのところでとっていて、

④、⑤は付加価値ベースをとっているわけですから、それはちょっと違うのではないかな

と思って。②、③は独立して、これはこれの市場のグロスの効果だよというならあれです

けれども、②、③、④、⑤、⑥全部合算する場合には、やはり評価基準を統一して付加価

値ベースで評価していったほうが僕はいいと思う。いいというか、そうやるべきじゃない

かというのが気持ちです。

〇澤田整備課調整班課長補佐 資源保護効果につきましては、22年度に新しくガイドライ

ン化して入れたところで、今後、必要に応じて、いい算定方法があれば見直していくとい

う形になっているところであります。

〇中村委員 逆に④、⑤、⑥に付加価値率を掛けなければいいのですが、ただ、そうする

とダブルカウントがいっぱい出てくるんですね。だから付加価値でやるということは必要

なのですが、要するに市場価格で評価されているものと、それから市場価格で評価できな

いものなんですね、前半は。だから、市場価格で評価できないものだけだったら、それは

それに対応する市場価格で評価する。それは例えば、それをあらわす市場価格でもって掛

けるというのが、いわゆるシャドウ・プライスの考え方なのですが、例えば時間費用など

で節約されると。交通の改善でも、農道でもどこでも同じでが、インフラを投資して時間

費用が節約される。そうすると、その節約分の効果というのはどう考えるかというと、例

えばそこを利用する運転手さんとかドライバーの方の人件費を基本的に考えて、その人件

費の分で時間コストを考えるんですね。１時間節約できるのであれば、その人の時間給が1,

000円であれば、それは1,000円の効果があると。これは何を言っているかというと、付加

価値で評価しているんですね。やはり僕は付加価値率でやるべきではないかなと思うんで

すけどね。

というか、市場価格で評価しても、僕は②はいいと思うんです。資源がそこにあるやつ
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が市場に出た、それが仮にそこに評価がついていないと、もしそれが世の中に売りに出さ

れたときはこうです、この価格がありますよと。それは確かにその評価なんですけれども、

しかし、もしそれが売りに出されたときに、それが誰の便益に帰属するかというと、それ

は漁業者とかいろんな人の付加価値になるわけですね。だから僕は、トータルでいく場合

は②も③も付加価値率を掛けるべきじゃないかと思うんです。独立して、こういうノンマ

ーケットな額だという、独立させるんだったら僕はいいと思うのですが、ちょっと何とも

難しいところですけれども、便益の帰着表をつくればわかるんじゃないかと思うんです。

この場合、帰着しませんので難しいです。

〇岡安座長 ちょっと教えてほしいのですが、先生がおっしゃっているのは、増産が行わ

れても、増産分を得るためにもコストがかかるだろうと。

〇中村委員 そういうことです。増産の場合はですね。

〇岡安座長 増産の場合はね。だからその分は、少なくともコスト分は差し引かないと、

増えた便益という、そういうふうに考えることもできると。

〇高吉整備課長 中村先生にご指摘を受けまして、これまで私どもの整理はこういう考え

方でずっとやって、類似のものもやってきておりますので、再度検討させていただきたい

と思います。

〇岡安座長 ちょっと難しいなと思うのは、②は増殖で、基本的にはとるというか、利用

するというのを前提に考えているような気がするのですが、③の場合には、環境保全の便

益みたいなのもちょっと考え方として入ってきているようなので、それは原則として、と

るということを考えているのか、あるいは環境創出みたいなものや生態系創出に対する便

益みたいなものを考えているのか。そうすると受益者が誰なのかというと、非常にあいま

いになってきて、先生おっしゃるように、②と③、あるいは④から⑥までの便益の出し方

とちょっと違う、現状では少なくとも違うという形になっていて。

〇中村委員 今の考え方でいくと、一つは可能性としては、自然環境のはすべての人に対

する便益が行き渡るので、その付加価値分というか、要するに付加価値分以外というのは

中間投入部分になるのですが、中間投入部分も、それは結局誰かの付加価値にいっている

のだと考えればいけなくもないけれども、便益の帰着表を考えた場合、普通はマーケット

にない額だけを間接的に評価するということで並べてあるのですが、この場合、片方は市

場価格に乗って入ってくるものと、片方は全くそうでない、ノンマーケッタブルなので、

価値基準は非常に難しいなという気がするんですね。
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〇岡安座長 少なくともそこは整理をして、また再度検討いただくということで。

〇中村委員 どちらにしても、理論武装をきちっとつけたほうがいいと思います。

〇高吉整備課長 再度のご意見を踏まえて、考え方を整理いたします。

〇岡安座長 その他の件で、まだございますでしょうか。

〇安永委員 用語の確認の点だけなんですが、効果分析の算定式の中に「蝟集資源量」と

いう言葉が使われているのですが、これが「保護水域に蝟集・滞留」という言葉と重複す

る点がありまして、わかりにくいという感じがするのですが、少なくとも、この施設がで

きていない前の段階での蝟集という言葉はふさわしくないという感じがしまして、意味の

上では、事業水域に来遊して分布する量という意味だというふうに理解すればいいのでし

ょうか。通常、蝟集というと、施設に誘引されて集まってくるという概念だと思うのです

が、ここで使われている蝟集資源量というのはちょっとそれとは違う。事業水域に入って

くる、いわばマクロな資源量という意味ではないかと思うのですが、その点を教えていた

だければと思います。

〇澤田整備課調整班課長補佐 そうです。それはそこに集まってくる、先生がおっしゃら

れたマクロというか、全体的な量をあらわしています。

〇安永委員 そういう意味ですね。

〇澤田整備課調整班課長補佐 はい。

〇岡安座長 ちなみに、保護水域の大きさはどれぐらいなんですか。

〇澤田整備課調整班課長補佐 今のところ半径１マイルを考えております。

〇岡安座長 ありがとうございます。ほかにありますでしょうか。よろしいですか。

○水産庁より、直轄漁港漁場整備事業厚岸地区及び登別地区の事業内容と事前評価の概要

及びその結果を説明

〇岡安座長 それでは、今の厚岸地区と登別地区につきまして、各委員の先生からご意見、

ご質問をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

〇安永委員 １点教えていただきたいのは、厚岸地区の事前評価書の資料の効果の算定の

ところを見せていただいたら、８ページの漁獲物付加価値化の効果の区分の中に養殖業が

入っていないんですが、これは、養殖生産物については事業に該当しないということで入

っていないという、そういうことなんでしょうか。

〇不動整備課漁港漁場専門官 養殖につきましては、今回整備する岸壁から陸揚げしない
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ということで、便益としては計上していないということでございます。

〇安永委員 物揚場で主に揚げるということですね。

〇不動整備課漁港漁場専門官 そうですね。それは当時整備したときにはそういう便益も

カウントしておりますけれども、今回の衛生管理対応型の岸壁の施設の中では、それは使

用はしていないということで、そこは便益としては入れていないということです。

〇安永委員 わかりました。

〇岡安座長 一つ、防災対策の便益について教えてほしいのですが、防災対策の場合、多

くは浸水等に対する被害を逆に便益として算定していることが多いのではないかと思いま

すが、ほかに今、便益と考えているのはどんな内容があるですか。

〇不動整備課漁港漁場専門官 まず厚岸漁港で言いますと、先ほど座長がおっしゃられた

護岸等の整備に伴って財産の保全・防御ができる効果というのは、当然見ております。そ

れに加えて、今回は耐震強化岸壁を整備しますので、それに伴う効果として、先ほどご説

明させていただいた緊急物資輸送の軽減の効果を挙げている。それと、漁業活動の損失回

避ということで、この３本を防災対策による効果ということで挙げさせていただいており

ます。また、漂流物防止対策については、その辺は定性的な効果ということで、この評価

書の中には入れさせていただいているということでございます。

〇岡安座長 ありがとうございます。

関連してなんですけれども、研究としても、漁業者、水産業従事者の方々の防災に関し

ていろいろとやっていますが、なかなか難しいのが、特に生命に対する防災効果というの

をどう評価していくのかというのが非常に難しい問題だと思っていて、例えば人工地盤、

先ほど整備されるという話も伺いましたが、人工地盤ということになると、主にターゲッ

トが水産業関係者、それから住民の方も含めてですけれども、生命ということになると思

うんです。そういう場合にどうやって便益を計算するのか。例えば奥尻の青苗なんかの人

工地盤はどういう形でおつくりになったのかと。今時の３・11でも２万人という方が亡く

なって、２万人という方の生命を便益としてどうとらえるのか。小規模の津波であれば浸

水、高潮も浸水でいいと思いますが、生命ということになると難しいなと思っていて、今

後どういう形で反映していただけるのかというのがちょっと悩ましいと思っていますが、

その辺、いかがでしょうか。

〇不動整備課漁港漁場専門官 今の水産基盤整備の便益の中では、人命の部分というのは

カウントしていない。定性的効果というような形で評価はしているという状況でございま
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す。その辺、先生がおっしゃられるような人命とかの部分というのは、今後検討していく

課題かとは思いますが、そこは先生の今回のご意見を踏まえて考えさせていただきたいと

思います。

〇吉塚整備課上席漁港漁場専門官 関連で申しわけありませんが、海岸事業におきまして

も、結局、資産とかという部分や、あるいは公共施設の被害を防止するという部分につい

ては、費用便益はとらえられているんですけれども、死者、生命に対する便益については

考慮されていないんですね。これを考慮することがいいのか悪いのかという議論があって、

死者を出さないというのが海岸事業の本来の目的であるので、本来はやるべきなんでしょ

うけれども、それはなかなか難しいと。要するに、極端な話、生命保険料に人命の被害想

定死者数を掛けるとか、そういうことができれば一番いいのかもしれないけれども、海岸

事業においても、生命についての費用便益は、それをやると逆に結構過大になるものです

から、それはやっていないというのが現状なので、漁港においても海岸事業に準じて、生

命についてはなかなか評価しづらいということになっております。

〇中村委員 一番難しいことで、人命はお金ではかれるものではないのですが、どうして

もはからないといけない状況になったら、それはその人が一生かけてどれだけ社会的に貢

献するかという額で計算すると、それは生涯所得が一番近いです。多分、生涯所得でもそ

れは、もっとほかのプラス・マイナスの影響があるので、ひょっとすると過小評価されて

いるかもしれませんが、生命保険料の場合は保険会社によってすごく上下動があるし、人

によって掛け方が違うので、やはり基本的には、ヒューマンキャピタルという人的資本と

いうのが一生の間に世の中にどう貢献するかというのは、金銭的で言うとＧＤＰにどう貢

献したかということになるので、そうすると生涯所得が一番誤りが少ないです。

もちろん、その人がいることによって周りの人が癒されるとか、逆の場合もありますけ

れども、その人がいることによって周りの人が嫌がる場合もあります。それは全部プラ

ス・マイナス・ゼロで、いい人がいれば悪い人もいるのですから、それは相殺するとして、

やはりその人の生涯の所得というのがＧＤＰへの貢献度、結局それがＧＤＰでロスになっ

てくるわけですから、そういった人たちがいなくなることによって、今まで日本経済がこ

こまで来たのがそれが減るわけですから、それは言いかえるとＧＤＰは付加価値ベース、

付加価値ベースということは所得ベースということになるので、それが最も誤解を招きに

くいのと、こちらから説明しやすい方法だと思うんです。

〇岡安座長 ありがとうございます。この話は長くなるかもしれませんので、別のことで
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お気づきのことがありましたら、ぜひご意見をいただきたいと思います。

〇関委員 別のことで教えてほしいんですけれども、一つは、湖南地区のほうに陸揚げの

機能をシフトする、湖南地区の衛生管理対策をやるというふうになっているのですが、こ

このところは防災対策的には何か、人工地盤は一部あるんですけれども、全体の陸揚げの

市場としての防災対策というのは何かあるのかということと、漂流物対策といって赤い点

線で書いているんですけれども、具体的にどういうものなのかというのが知りたいので、

教えてください。

〇不動整備課漁港漁場専門官 まず漁港の防災対策ですけれども、人工地盤というのは避

難にも資するということ。あと、耐震強化岸壁を今回整備するんですけれども、例えば津

波が来て、１カ月ぐらいは緊急物資の搬出・搬入に資する岸壁、それ以降については、岸

壁は壊れていないので、水産物も揚げられるということで、早期の水産業の再開という観

点での防災対策ということでございます。

あと、漂流物対策の具体的なイメージなんですけれども、漂流物防止柵というもので、

ガードレールが高くなったようなものをイメージしていただければよろしいかと思います。

それを赤い線に沿った形で整備することによって、まずは港の中に瓦れきを入れないとい

うことが第一目的。それにプラスアルファ、民家のほうにも漁船等が流れ込んでいかない

ということの両面の機能で漂流物対策というのをやっていくということでございます。

あと、避難については、津波はきてみないとどこまで高くなるかわからないので、基本

的には人工地盤みたいなところでとどまるのではなくて、上に上がっていくような逃げ方

をしないといけないと考えています。この考えを踏まえ、今後、地元の防災協議会があり

ますので、その中で避難対策のルールづくりだとか、また一つ、構想で聞いているのは、

今、人工地盤の上に地域のほうで建屋を建ててもうちょっと高くするとか、そういったこ

とを考えながら、避難対策も考えていくと聞いております。

〇中村委員 16ページのところに魚価安定化率10％というのがあります。その意味すると

ころがよくわからないのですが、こういうふうに荷さばき所を整備することによって、魚

価が上がるという意味なんですか。変動するわけですけれども、その定義というか。

〇不動整備課漁港漁場専門官 これにつきましては、北海道開発局のほうで平成17年度に、

消費者とか産地市場等の仲買とか加工業者の方々にアンケートとヒアリングによって調査

しております。その結果を踏まえて、有識者委員会において水産物の価値に対して10％が

衛生管理の要素を有しているということで、10％の部分を衛生管理対策の便益として算定
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しています。

〇中村委員 それと、19ページのところの感度分析の結果で、建設費が10％前後すること

と、建設期間の場合は、10％というよりも年のほうがわかりやすいと思うんですけれども、

これでＢ／Ｃがあって、プラス・マイナス、真ん中から言うと同じ額だけ動いているのは、

センケイの関係があるので直感的にそうだと思うんですが、需要の変化というのはどこか

らくるわけですか。どこからというか、どこへ反映されるわけですか。ひょっとしたら魚

価が上がるのかなと思ったんですが、そうではないんですか。

〇不動整備課漁港漁場専門官 需要というのは、魚価というか、例えばこれは漁港にいる

船の数だとか、そういったものも含まれる需要というふうに理解していただければと思い

ます。基本的にはここは便益がプラマイ10になったときということで、ちょっと乱暴な感

度分析になっているかもわかりませんが、、ベネフィットの部分が全体的にプラスになった

場合、マイナスになった場合ということで、船隻数や水揚量なども個別にプラマイ10とい

うふうな形でやっているわけではございません。

〇中村委員 でも、建設費と建設期間はＢ／ＣのＣのほうですよね。

〇不動整備課漁港漁場専門官 はい。

〇中村委員 需要というのは何が変わっているんですか。便益というのは、要するに魚価

の安定化率とか、分子にある輸送費の節減効果とか資産保全効果が、三つの大きな便益で

すね。普通、需要ということを見ると、整備したことによって、要するに誰の需要なのか、

何を動かしているのかなということをお伺いしているんです。

〇不動整備課漁港漁場専門官 漁船の隻数を例えば10％増やしたり減らしたりとか、生産

量を10％増やしたり減らした、その中から便益がどう変化するかというのをみています。

〇中村委員 この場合、10％プラスというのは何を10％変化させるんですか。

〇不動整備課漁港漁場専門官 この表の上に総便益とありますけれども、1.1倍したのか、

0.9掛けしたのかというだけの感度分析です。

〇三上整備課設計班課長補佐 先ほど漁船とか隻数を増やす、それを個別にやるんじゃな

くて、ここではＢの部分をプラス・マイナス10％で試算してみたというふうなことです。

〇中村委員 そしたら、これはやっぱり感度分析とは言えないと思うんだけれども、「需

要」と書くと誤解されるので、ここは便益がプラマイ10％ずつ変化したときと、それから

コストがプラス・マイナス10％、それから建設期間が10年、５年とか書いたほうがいいと

思います。需要というのは、普通なら魚に対する需要の価格が上がったのかとか、需要量
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が増えたのかということになってくるので、船が増えるということは、これは「需要」で

はなくて「供給」ですから。わかりました。

それから、最後の資産保全効果なんですけれども、これは２億6,000万円の生命・財産保

全・防御効果というのは、もちろん沿岸工事をすることによって住宅が保全されたりする

ということですが、これは毎年これが出てくるという意味ですか。

〇不動整備課漁港漁場専門官 整理番号２の便益の効果算定資料の12ページを見ていただ

ければと思いますが、先生おっしゃるように、資産の部分については便益として見ていま

す。ただし、毎年出るんですけれども、その年の便益に対して、確率というものを掛ける

ことによってサンメンションしていると、便益供与期間分をサンメンションしていると。

〇中村委員 確率というのは発生確率。

〇不動整備課漁港漁場専門官 そうです。

〇岡安座長 今の18ページのところでちょっと気になったのが、先ほど、生命については

便益としてはカウントしていないというお話だったので、ここに生命ということを入れち

ゃって、２億6,000万円の生命と、ちょっと抵抗があるんですけれども。

〇不動整備課漁港漁場専門官 実はそうなんです。そこは今、ガイドラインの中ではこう

いう表記になっているんですけれども、実際、カウントしているものは生命分は入っては

いないです。ということで、そこは定性的な部分も含めて入っているのかなというふうに

は認識しているんですけれども、実態としては今、カウントはしていないということでご

認識いただければと思います。

〇中村委員 これは「財産」よりも「資産」のほうがいいような気がするのですが、財産

ということになると、家屋とか建物、固定資産税ベースなので、財産というのはその中に

宝石をどれだけ持っているとかというのが入ってくるので、言葉としては「財産」よりも

「資産」のほうがしっくりくると思うんです。だって、土地利用を規制して何かしたとき、

普通、資産保全効果と言いますので、こういう住宅とか家屋の保全というのは基本的には

資産、プロパティです。

〇岡安座長 防災について、直接関係ないんですけれども、生命を守るという意味では、

生命を守ることを目的とした事業というのは非常にしにくくなっているのではないかとい

う気がしますが、こういう資産保全であればカウントができて金銭になるんですけれども、

例えば生命だけという場合、よく警報なんかに類するものとかだと、なかなかお金が出し

にくいというのがあるのではないかと思っていまして、特に漁業者さんの場合に、私ども
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興味を持っているのは、操業されている方が津波警報が出たときに逃げなきゃいけないと

いうときに、なかなか小型漁船、特に磯根の漁業とかですと伝達手段がないという話をさ

れていまして、知らない間に津波が来ちゃうという、特に水深が浅いところですと、数ｍ

程度の津波だと非常に危ない。今回の津波の場合、３・11の場合は、時間的に午後だった

ので、あまり操業されている方が多くなかったという話なんですが、多かったらどうしよ

うということを心配されている方もいらしたので、生命に直接関係あるのですが、こうい

う防災のＢ／Ｃにはなかなか載ってこないというようなところで、今後考えていただけた

らというお願いです。

○水産庁より、北海道第３種、第４種漁港地区の事業内容と事前評価の概要及びその結果

を説明

〇岡安座長 ご意見、ご質問をよろしくお願いいたします。

〇中村委員 最後の15ページのところの、感度分析にこだわってすみませんけれども、結

論から言うと、僕は感度分析の結果を取ったほうがいいと思います。

本当に感度分析をやるのであれば、便益の要素が、例えば魚価が10％変わったときとか、

その時でやられた方が説得力はあるという気はします。

〇三上整備課設計班課長補佐 ここのところは、前回、昨年も中村先生からそういうふう

な、ちょっとざくっとやり過ぎたので、もう少し今後、個別の要素ですね、どうなのかと

いうのも検討してみたいと思います。

〇中村委員 ぜひやられたほうがいいと思います。

それから、余り否定的なことばかり言うとあれで、便益を増やすような発言をしますが、

災害防止のときに、13ページの生命保全のところで、資産のところなんですけれども、土

地・家屋の固定資産税の評価額でいっていますけれども、実は一つ大きなものが抜けてい

て、災害が来ると土地の評価額が下がるんですね。土地の評価額が下がるということは、

上物の資産もそうですけれども、大きく抜けているのは、税収が減るということが抜けて

いるんです。だから、第１セクター、第２セクターがあって、どっちがどうだったか忘れ

ましたけれども、公共部門の税収が抜けているので、便益が過小評価になっているんです

ね。

だから、土地の価額が下がる、あるいは価額が下がると税収が減りますから、本当は民

間のところの便益も税収を除いた便益にしないといけないのですが、その分がこっちへい
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っていますから、減るのが防げるというので、普通は税収効果も入れて便益を計算するの

で、これは実はもうちょっと大きくなるんじゃないかという気がします。

それから、最初に申し上げた付加価値率を掛けるときの、魚の量が増える、資源量が増

えるということに対して付加価値率を掛けていない理由をきちっと言うのであれば、これ

は社会的な共通資本であるので、すべてのものに対して便益が及ぶ。そうでない、例えば

付加価値率を掛ける場合は、漁業事業者であったり物流の事業者であるという特定される

場合は、その付加価値率を掛けるんだけれども、社会的な資本の場合の便益の帰着という

のは社会全体にいくわけなので、それは付加価値率を掛ける必要はないと言えば、僕は話

は通ると思います。

〇三上整備課設計班課長補佐 ありがとうございます。

〇岡安座長 ほかに。

〇安永委員 効果のうちの漁獲機会の増大効果が一番大きい数値になっていますので、整

備番号４の評価書のほうでその計算方法について一通り見せていただいたんですが、例え

ば４ページの一番下の漁獲機会の増大効果の計算式で、一番下に便益額が「①－②＋②×

③」というのが書いてあるんですけれども、①－②は３ｔ未満の操業についてだけに限定

するときだと思うんですが、次の②×③、３ｔ未満の7,100万円の金額に対して、出漁不可

能日数割合の60％を掛けるという式になっているんですけれども、これが何を意味するの

かがわかりにくいのですが、もし漁獲機会の増大ということを前提にするのであれば、出

漁できる40％で得られた金額が上の7,100万円に当たるんじゃないかと思うんです。

もしそうであるとすれば、それを漁獲機会の増大ということで100％に持っていく、１に

持っていくということであると、これは7,100万円を0.4で割った数値になるんじゃないか

というふうに思ったんですが、もしその辺のところがわかりましたら教えていただければ

と思うんですが、②×③というのが何を意味するのかわかりにくいですね。もしよかった

ら検討していただいて、必要があれば説明していただきたいと思いますので。

〇三上整備課設計班課長補佐 数字を確認します。

〇岡安座長 もし後でわかりましたら、またご発言いただければと思うんですけれども、

ほかにございますでしょうか。

〇橋本漁港漁場整備部長 ストックが全然なかったとしても、３ｔ未満の漁船は何割かの

割合で前浜を利用して出漁ができたということで、ストックがないということは、それ以

上の船というのは全く使えなくなりますね、港を。ですから、そこで分けてやっているん
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じゃないかと思います。後で数字を確認するようにします。

〇岡安座長 ありがとうございます。

全体の話なんですけれども、最初に説明いただいたスライドの３ページのストックマネ

ジメントの導入の効果みたいなところで、これは私は個人的には納得するんですけれども、

最初に説明いただいたほうのスライド、「水産物供給基盤における機能保全への取組み」と

いうほうの３枚目のスライドのところの「漁港施設のストックと管理の現状」というとこ

ろの、マネジメントを導入することによってこれだけメリットがあるんですよというとこ

ろは、私は非常に納得していて、ぜひこういうことをやっていかなきゃいけないんだろう

というのは、前から指示させていただいているところなんですけれども、なかなか難しい

話で、単純に費用対効果という形になっているんですけれども、幾つか考えると、例えば

６ページのあたりで、実際には算定するのは難しいと思うんですけれども、ほうっておく

と突然壊れるわけですね、通常、シンプルに考えると。そうすると、突発的な機能不全に

対する便益のロスというのは結構大きいんだろうなというのがあって、新しくつくりかえ

るにしてもそれなりの時間がかかるから、例えば漁業者さんが極端な場合、離職してしま

うとか、産業の衰退につながるとか、そういうことまで考えていかなきゃいけないだろう

なという気がしているんですね。

逆に今度は、ライフサイクルで考えていくときには、保守するための検査技術とかとい

うのもそれなりにコストがかかると思うんで、もちろんここには入れていらっしゃらない

と思うんですけれども、例えば検査技術の開発にそれなり以上に投資をしていただくとい

うことが必要だと思うんです。

それから、場合によっては検査技術が進んでいなかったり、やってみたんだけれども、

実は不適切な保守をしてしまったという、やってみたんだけれども、失敗とは言いません

けれども、若干無駄なものが出てきたということも当然あり得ると思うんで、その辺、な

るべく少なくするような努力というのをしていくためのコストをぜひ見てほしい。逆に言

うとそういうことを水産庁さんの指導でやっていただけたらいいなと。

なかなかこういう技術開発にお金を出すというのは難しいというのは承知しているんで

すけれども、ライフサイクルコストで考える限りは、今、非常に難しいとされている非破

壊検査とかというのは、やっぱり難しいですよね。鋼矢板であれば見ればわかるというの

はあるんですけれども、コンクリート構造物なんかだと、剥奪するまでよくわからないと。

だけどもひびがあるかもしれないし、破断しているかもしれないしという話はあって、い
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ろいろご苦労されていることと思いますけれども、そういったものに対して、今後、もう

少しコストをかけられるような理屈を考えていただければいいなというふうに思っていま

す。

先ほど北海道の第３種、第４種のときには、データベースシステムを構築してというお

話をされていましたけれども、そういったシステム構築にもそれなりに費用がかかるでし

ょうから、そういったところも含めて全体のコストを考えていただいて、ぜひトータルで

動くようにしていただけたらいいのかなと思います。

〇三上整備課設計班課長補佐 先生ご指摘の点はもっともでございまして、今、工事の対

策工法とかはいろいろ説明したんですけれども、そこに行く前に、実はストックマネジメ

ント、機能保全するため、今ある施設がどういうふうな状態にあるのかというのを適切に

まず診断するということが基本になりますので、その際に診断する方法が、お金がかかり

過ぎるだとか、精度が不十分だというふうなことであれば、後々のコストの算定とか運営

にも響きます。ここは非常に重要だと考えておりまして、水産庁としましては、基盤整備

の直轄調査費を使って、そういった非破壊検査方法についても水産工学研究所等で、我々

のストックの半分を占めている無筋コンクリート等をいかに適切に診断するかというふう

なことは、今、検査方法も含めていろいろ技術開発を行わせてもらっております。

また、今後のところで、50年間でどうやって対策をとるのかということになるので、老

朽化予測とか、どういうふうに機能が低下するかという、そういう予測方法も非常に重要

と考えておりまして、そういった予測手法もいろいろ検討させてもらっていきたいと思い

ます。

それから、現状である程度、検査体制とか整っているのが開発局です。そのため、こう

いったトータル的な複数の漁港をまとめてまでできるようなことが、可能な状況になって

いるので、今回も提案してきているということでございます。

〇岡安座長 その他、北海道第３種、第４種について何かございますでしょうか。

〇関委員 今の話は私もちょっと気になっていたところだったんですけれども、というこ

とは、今後は北海道だけじゃなくて全国的に、こういうやり方で進めていくという計画が

あると。

〇三上整備課設計班課長補佐 そこのところは、望ましいのはそういう方向に行くことだ

と思いますけれども、実態として管理者さんがどういうふうな体裁をとるのかというのは

個々で判断するので、場合によって１港１港でやるというふうなことも当然あると思いま
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す。そもそも計画をまとめるんじゃなくて、データベース的にはきちんとトータル的にマ

ネジメントしつつ、計画は個々でやっていくというふうな、パターンとしてはいろいろあ

ると思います。その中で、今回の北海道３種、４種は、計画も一つにまとめたほうが一番

効率的であるという判断をしたところから、特に国としてもそういうふうな計画を策定し

て直接絡むという必要性からも、今回まとめて特定事業として行うという形をとらせても

らったということでございます。

〇岡安座長 ありがとうございます。

あと、北海道の第３種、第４種に限らないんですけれども、ライフサイクルで考える、

あるいはもうちょっと長期的な100年、200年というスパンで考えるとすると、現状を維持

するということ以外に、例えば需要であるとか施策であるとか、そういったものがかなり

長期的に変化していったときに、対応できるようなシステムにしておいていただくという

のが大事なのかと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。

〇三上整備課設計班課長補佐 その辺につきましては、先ほど機能保全の一番最後にスラ

イドで若干説明をいたしましたが、この事業自体が、ある計画を立てたら基本的にそれで

ずっと50年間やるということではなくて、計画策定した後に通常の日常点検とかそういう

ものをきちんとやっていって、それでここは老朽化が進んでいるとなれば、場合によって

それを踏まえて計画の見直しをするとか、そういったことも考えておりますし、特にライ

フサイクルコストや平準化の際には、施設をどういう順番で整備していくかというふうな

要素もございます。そういったところにおいては、先生の指摘にかなうかどうかあれなん

ですけれども、施設ごとの重要性、あるいは漁港ごとにどういうふうな機能を果たしてい

るか、役割分担をしているかという要素も踏まえて、優先順位づけをできるようなことを

システムとして取り入れようとしております。そういったところで適宜フィードバックさ

せることによって、決して全体を取りまとめて硬直的にならないように、個々の要素、ニ

ーズもフィードバックできるようなシステムに一応なっているんですけれども、そうした

ところも今後実際にできるように運用もしていきたいと思います。

〇岡安座長 見せていただいているサイクルの中で、多分どこかに社会要請というものが

入ってくるんだろうと思うんです。ですから、これだと、同じようなサイクルをぐるぐる

回すと言うとひどい言い方ですけれども、それをどこかに、例えばチェックするところで

あるのか、あるいはプランするところであるのか、社会要請変化というものをきちんと反

映できるような絵にしておいていただけるといいのかなという気がしたんです。



- 17 -

〇三上整備課設計班課長補佐 そういう面で言うと、先ほどちょっと言いかけたのは、こ

れは対策の平準化をする際に、対策の優先度というところを踏まえて順番を決めようとし

て、その中にはそれぞれの漁港重要度ですとか、漁港構成とか、地域特性とか、そういう

ふうなものも踏まえるようになっておりますので、そういったところにその時々の情勢を

踏まえて、重みづけを変えていくといったような形で、余り個々の主観が入らないように

ルールづけをした上で、対外的にも、なぜここを早くするのか、そういうふうなこともで

きるような形で、優先度を設定した上で工事をやっていくということを考えておりますの

で、そういったことは十分この中に入れ込めるのかなと考えております。

〇岡安座長 ありがとうございます。

そのほか何かございますでしょうか。よろしいですか。

これで本日の議事はすべて終了したということにさせていただきたいと思いますが、全

体を通して特に何かございますか。ご発言等あれば。よろしいですか。

それでは、本日、委員の皆様方から伺ったお話等を参考に、事業のほうに生かしていた

だければと思います。どうもありがとうございました。

○閉会


