
平成24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

平成２５年３月１８日（月曜日）

於・農林水産省 第２特別会議室

○開会

○事務局から資料配付の説明

○漁港漁場整備部計画課 宇賀神課長より挨拶

○出席委員の紹介

○水産庁から水産基盤整備事業 焼津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 それでは、ただいまの説明を受けまして各委員の先生方、ご意見、ご質問

等あれば伺いたいと思います。

〇関委員 ちょっと確認をさせていただきたいところがあるんです。

１つは、マイナス９メートル岸壁ができるということで、これは同時に水揚げできる

隻数が１隻だったのが２隻になるとかそういうことで計算をしているんですか。

○不動整備課専門官 この図から見ますと、今マイナス９メーター岸壁というのは、こ

の赤のこちらの部分です、こちらのワンバースだけになっております。当初整備した当

時は、大型化した700トンクラスの船というのは１隻だったので、その１隻でここを全部

回していたんですけれども、近年その三、四年間の当たりで５隻程度に増加してきてい

ます。そういうことでこの９メーター岸壁というのをふやすことによって、この待機時

間という待ち時間がありましたのでそれが解消されるということで、そこの時間の解消

というものを便益としてカウントしておるということでございます。

○関委員 あともう一つ、さっき、就業労働環境の改善というところで、浮き桟橋にし

て１人当たり年間労働時間120時間というふうに出ているんですけれども、これは陸揚げ

作業にかかる時間ということで計算を出しているんですか。

○不動整備課専門官 そうです。

○関委員 にしてもちょっと少ないのかなという気がしたものですから、確認です。
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○不動整備課専門官 このあたりは、地元漁協等へのヒアリングを行うことによりまし

て設定している数字でございます。

○関委員 いや、もっとかかっているんじゃないかなという気がしました。

あと、もう一つだけ。すごく防災・減災ということで、これは焼津だけではないとは

思うんですけれども、すごく難しいと思うんです。今の段階でそれを評価してお金に換

算してというのはすごく難しいと思うんですけれども、ここら辺の水産庁さんとしての

基準とか、防災・減災に関するものに対しての出し方の何か決まりとかルールとかいう

ことというのは、今もうあるんですか。それとも、今考えているところなんですか。

○不動整備課専門官 通常、防災・減災にかかる便益というのは、耐震強化岸壁の整備

のときに説明させていただいたとおり、その施設の対応を図ることによって復旧までの

２年間、壊れた後の２年間の間に水揚げ等が行えるというふうな便益というものは今は

算定しておりますので、津波等についてもそういう便益というのは算定することは可能

になってくると思います。

とはいえ、例えば防波堤というのは、東日本大震災から背後の地域、背後地のところ

に津波というものを到達しづらくさせるというか、到達する浸水高を下げるような効果

というのは出てくるというのは明らかになっているんですけれども、そういったところ

を今後便益としてはじけるかどうかということについては、これからちょっと水産庁の

中でも検討しないといけないということで、これからちょっと整理させていただくとい

うふうな形で今のところは考えているという状況でございます。

当然、低減することによって何らかの効果は出てくるんですけれども、そこの部分を

定量的にしっかりできるかどうかというのは、ちょっと状況を見ながら検討していかな

いといけない課題であるのかなというふうに認識はしております。

○関委員 ありがとうございます。

○岡安座長 ほかにございますか。

○安永委員 海外まき網船の大型化に伴って４隻を対象にして岸壁を整備されるという

お話ですが、１点は、４隻が同時にということではなくて、何隻ずつか交代するにして

も早く水揚げができるようにと、そういう趣旨なんですか。

○不動整備課専門官 そうです。この２つの岸壁を整備することによって、２隻を同時

並行で揚げることはできると思いますが、これまで１隻だったので、１つずつが入って

交代でやらないといけないということで、かなり状況は改善されるということです。と
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いうことでカウントしております。

○安永委員 そうですか、はい。

それで、現在４隻見込まれているんですが、将来的に焼津漁港に所属しないほかの漁

港の船でも大型化が進んで全体の隻数がふえて、焼津に水揚げするようなケースに対応

するとか、そういうことは現在のところは想定されないことなんですか。

○不動整備課専門官 今のところは、一方で350トン程度の７メーター岸壁で対応できる

船というのも結構たくさんあって、そちらのほうが今は主流といえば主流なんです。そ

こについては、今７メーター化しており、ここで今までもメーンで揚げてきてはおるん

ですけれども、９メーターについては今後の動向についてもどういう形で展望していく

かというのは非常に見通しも定かじゃない部分があるので、この２つを当面対応してお

けば当面の需要増についても対応できるだろうということで、この２つの部分を対応し

たという形にはしております。

○安永委員 ああ、そうですか。ありがとうございました。

あと、関連して言えることなんですが、６日間の待機時間がよりゼロに近づくという

ことで、それはそれで非常にわかりやすいんですが、便益の中に例えば待機日数が減る

ことによって船内の漁獲物の氷蔵期間の減災とか、それから待っていることによって以

降の操業への影響、日数への影響とかそういうことも減災されるとか、そういうような

便益というのは考慮されないことなんですか。それか、額が小さいかですね。

○不動整備課専門官 一つは、待機していることによる鮮度への影響なんですけれども、

これは海外まき網で主に冷凍のカツオが入ってきていますので、そこの部分については

冷凍はされているという状況で入ってきますので、衛生管理の部分についてはそこは余

り影響しないというふうに考えています。

もう一つは、ここで６日間の待機時間が解消されることによる操業への影響ですけれ

ども、先生のご指摘のとおりそういう効果というのはあるとは思うんですけれども、そ

こについては恐らく年間当たりの６日間程度の解消であればそれほど大きくないだろう

ということで、効果は少しはあるとは思いますけれども、そこは定量的にはカウントは

していないというふうなことで今回は計上させていただいているということでございま

す。

○安永委員 わかりました。以上です。

〇岡安座長 ありがとうございました。
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それでは、続きまして、宇佐漁港海岸地区について説明していただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○水産庁から漁港海岸高潮対策事業 宇佐漁港海岸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 それでは、ただいまの説明につきまして、委員の先生方、ご意見、ご質問

等ございましたらよろしくお願いいたします。

○安永委員 先にちょっと簡単な質問だけさせていただきますが、津波の年平均超過確

率ということで簡単なご説明いただいたんですが、この超過確率の超過というのがどう

いう意味なのか理解できなかったものですから、ちょっと教えていただければと思いま

す。

○森防災漁村課海岸班課長補佐 例えば今回、南海地震と先ほど簡単に言いましたけれ

ども、その南海地震の来る確率というのが例えば100年に１回来る津波だとすると、それ

を逆算すると、じゃその年に100年に１回の来る津波の確率というのは0.01ということに

なりますので、そういう単純な逆算、その年に、この超過というのが超過というとわか

りにくいんですね。年平均の襲来といったほうがいいかもしれないです。対象とする津

波がその年に来る確率。

超過と言っているのは、基本的に今現存する堤防の高さがあるので、実はその堤防の

高さで防げる津波もあるんですけれども、やっぱりそれが30年に一遍の津波は防げるけ

れども、100年に一遍の津波は防げないといった場合に、その30年を超過する津波で、そ

れが今回防げる津波が来る確率ということで、超過という言葉で。少しわかりにくくな

っているかもしれませんが。

○安永委員 防波堤を超える可能性のあるという意味ですね。

○森防災漁村課海岸班課長補佐 はい。

○安永委員 わかりました。

○関委員 聞き逃したからちょっと教えてほしいんですけれども、直接この費用対効果

とは関係ないんですが、一つの海岸線でもちろんいろいろな省庁によって管轄が分かれ

ているじゃないですか。ここもこっちからは国交省で、こっちからは水産庁のほうの管

轄というので、そこら辺の、でも海岸線は１本なので、連携した対応策とかそういうこ



- 4 -

とは考えられていますか。

○森防災漁村課海岸班課長補佐 基本的に海岸法自体が共管になっておりまして、あと

そのほかにも技術基準であるとかそういうところは、もう国土交通省と農林水産省、も

っと細かく言えば国土交通省は旧河川局と港湾局、農林水産省については我々水産庁と

農村振興局、いわゆる４省庁という言い方をするんですけれども、場所は違えど同じ法

律、同じ基準のもとでそれぞれ連携してやっている。

まさにここの直轄の、今回、旧河川局がやる国交省の海岸とあわせて今回やるという

ことが必須というか、それが前提としてこの事業が立てられているということでござい

ますので、基本的には連携整っているというふうに思っております。

○関委員 ありがとうございます。

○岡安座長 ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。

私のほうから、質問というよりはコメントなんですけれども、便益を算定する際に貨

幣化しているものが、今、浸水防護便益というものだけで、貨幣化が困難な効果という

のはたくさんあると思うんですけれども、特に人的な損失については非常に算定自体が

難しいということはわかるんですけれども、小規模な災害であれば浸水だけでというの

はあると思うんですけれども、先般のように非常に大規模な災害が起こった場合には、

経済の基盤そのものがなくなってしまってというようなことで、水産庁さんに限らず、

先ほどの海岸４省庁さんのお話ありましたけれども、どうやって防災の便益というのを

算定していくのかということについては、今後ぜひ考えていただけたらいいんじゃない

かなと思っているんですけれども。

○森防災漁村課海岸班課長補佐 わかりました。

ある程度ちょっと身もふたもない言い方をしてしまうと、かなりこの財産の部分で実

は便益というのは海岸事業の場合かなり上がるものになっているので、事業の実施自体

にその部分が影響するというのは余りないとは思うんですけれども、確かにおっしゃる

ように今後、今は防災・減災というのが注目浴びていますけれども、一時期はやはり公

共事業が減る中で同じように海岸事業が減ってきて、ただ必要だということは我々も言

わなきゃならない。そういう中でこういうのを定量化するというのは、恐らく海岸事業

の長期にわたるテーマだと思いますので、今後も考えていきたいと思います。ありがと

うございます。

○岡安座長 ありがとうございます。
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それでは、続きまして、期中評価のほうに移らせていただきたいと思います。期中評

価の本浦地区についてご説明をいただきたいと思います。

○水産庁から水産生産基盤整備事業 本浦地区事業内容と事後評価の概要及びその結果

を説明。

○岡安座長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明につきましてご意見、ご質問ありましたらよろしくお願い

いたします。

○安永委員 防波堤を伸ばすことによって静穏度を高めるというお話、これは非常にわ

かりやすいんですが、図でいいますと、整備前には水深の深い湾奥の岸壁へ現在は船が

入るようになっているということなんですけれども、港口に近いほうは相対的に水深が

浅いということなんですか。

○鳩野計画課専門官 そうです。必要な水深が確保されていないというところです。

○安永委員 それは何、通常ですと漂砂の影響かなというふうに思うんですが、それは

どういうことなんですか。

○鳩野計画課専門官 具体的に言うと、もともと係留施設が不足していっている状況で

して、漂砂というよりはここはもともと護岸という形で利用していたのを、ここもあわ

せて増深して使えるようにしようというような発想です。

○安永委員 深さそのものの問題よりは、むしろ静穏度とか着岸施設の不足ということ

を解消しようという、そういう意味だという話ですか。

○鳩野計画課専門官 そうです。

○安永委員 わかりました。

それからあと、やはり図の中で、今のお話で静穏度を高めるということの意味合いだ

と思うんですけれども、「休憩可能な許容波高値を下回り安全な係船が可能」だというふ

うに書かれているんですが、これは休憩が不可能となるような最低の波高よりは下回る

という、そういう意味だと理解していいんですか。

○鳩野計画課専門官 そういう意味です。

○安永委員 わかりました。

それから、あとは一般的な話として、浮き桟橋つくられるということで、これは前の

漁港でも出てきた、焼津漁港で出てきたんですけれども、どこの海岸でも干満差による
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岸壁等の格差というのは出てくると思うんですけれども、通常どのぐらいの差があると

この作業がやりづらくなって浮き桟橋が必要になるとか、そういう判断基準のようなも

のはあるんですか。

○内田計画課計画班課長補佐 通常、潮待ちをしたりだとか、要するにどうしても揚げ

なければいけないところいうのは無理して揚げたりしますし、要するに揚げるものにも

よってくるんです。簡単な軽いものでしたら背伸びをすれば上まで届くし、ただ重くな

ってくるとやはりそういうわけにもいかなくて、潮待ちが発生するということで、ここ

は潮の待ち時間だとかとも関係してくると思うんです。ただ、潮の待ち時間がない範囲

で通常、例えば焼津のほうでしたら、労働力の負荷の重さというのを便益で取ったり

等々やっているということでございます。

○安永委員 それはケース・バイ・ケースでその港の状況によって判断されるというこ

となんですか。

○内田計画課計画班課長補佐 そうです。

○安永委員 わかりました。

○関委員 ここも避難港にもなっているということなんですけれども、実際に台風のと

きとかってここの人以外の人たちも相当数船を入れているのかということと、これで見

るとここら辺とかここら辺ということになるんでしょうか。

○鳩野計画課専門官 基本的に台風等が来ましたら、奥ですね、一番奥のほうに避難す

ることになっているというふうに聞いております。どの程度避難しているかといいます

と、大体、登録漁船が194に対して利用漁船が345ということで、最大そこまでいかなく

ても200以上の船は当然避難していると。ここで係船している形にはなるかと思います。

○岡安座長 ありがとうございました。

ほかにございますか。

最後の便益の計算のところで、初歩的な質問なんですけれども、これは事業の総額に

対する現段階での便益の計算ということでよろしいのか。

○鳩野計画課専門官 総額というより総費用といったほうがいいですかね。維持管理費

等も込みで、現時点で総費用を積んで、それに対する便益というふうに計算しておりま

す。

○岡安座長 期中評価ということを考えると、何となくイメージとしては、これまでに

やられた事業が思ったとおりの効果を上げているのかというようなあたりも少しお話し
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いただけるとよかったのかなと思うんですけれども、そのあたりのことありますか。

○鳩野計画課専門官 効果につきましては、所要のとおり発揮されているという状況な

んです。ただ、ちょっと昔と比べて単価といいますか、漁業量等に関する時間当たりの

費用等、計算上ちょっとそこが変わったりするので多少の差異は出ていますけれども、

特段大きな変化というのはありません。

○岡安座長 そうしますと、既整備部分については事前の評価に近いものが出ていて。

○鳩野計画課専門官 出ているということです。

○岡安座長 はい、了解いたしました。

○安永委員 平成14年から27年ということで、今まで聞かせていただいた事業例からい

うと、随分年数が長いんですが、これは工期そのものがそう長くせざるを得ないという

ことですか。工期内容のこと。

○鳩野計画課専門官 図面、表のほうに出しているんですけれども、途中でちょっと計

画変更を行っておりまして、当初は赤字の部分、赤い部分の整備が中心だったんですけ

れども、緑の部分を追加しているというような形になって事業を延ばしているというの

が現状です。

○安永委員 事業地域が拡大したということに伴うということなんですね。

○鳩野計画課専門官 はい。

○安永委員 わかりました。

○岡安座長 ありがとうございます。

その他、ご質問等ありますか。よろしいですか。

それでは、続きまして、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。完

了後評価の渥美外海地区についてご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。

○水産庁から広域漁場整備事業 渥美外海地区事業内容と事後評価の概要及びその結果

を説明。

○岡安座長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの説明につきましてご意見、ご質問等お願いいたします。

○関委員 効果のところで②、③の効果で所得率を掛けているじゃないですか。それで、

例えば②のところの所得率、この所得率というのは、漁家が漁船漁業を行うときの数値

を使っているというふうに理解すればいいんですか。
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○鳩野計画課専門官 同じ漁業者がやっているということですので、この分については

漁船漁家のを使っているというところです。

○関委員 それと、③の所得率の22％というのは。

○鳩野計画課専門官 これは別の労働統計とかから引っ張ってきているものです。

○関委員 わかりました。ありがとうございました。

○岡安座長 どうぞ。

○安永委員 原単位のところで施設の①から③まで数値が書かれているんですが、施設

の①と③で大分値が違うんですけれども、これは施設によって、例えば①は遊魚者が中

心に使う、③は底びき業者が中心に使うとか、何かそういうような傾向を反映している

ということなんですか。

○鳩野計画課専門官 ここにつきましては、実際の漁礁利用としましては、施設①は釣

り漁業で、施設②が釣りと底びき漁業、施設③が底びき漁業というふうになっておりま

して、それぞれ目的があって整備したんですが、その違いが出ているかと思います。

○安永委員 わかりました。

それから、遊漁船の漁家の所得率も漁業の所得率と同じで27％と書いてあるんですが、

この同じという数値の理由というんですかね、なぜ同じになるのかというのが逆に不思

議に感じるんですが。

○鳩野計画課専門官 適当なその資料がないというところでして、それでそのやってい

るのは漁業者であるというところから、漁船漁家の所得率を援用しているというところ

です。

○安永委員 わかりました。それはそれで一つなんですけれども。

あわせて、遊漁船の利用者数がふえるということで、それをそっくり便益として算定

される方法をとられてはいるんですけれども、多少うるさいこと言えば、ふえた方がみ

んな造成された施設でもって釣りをするんだということが前提になるように思うんです

けれども、そういうような傾向があるということは確かなんでしょうか。

○鳩野計画課専門官 これは調査の仕方を伺ったところ、当該漁礁が設置している区域

についての利用状況を、細かく地区別に分けて調査を行っているということで、実際に

このグラフにあるとおり、もともと漁礁がないところでは遊魚とかは行われないんです

けれども、この漁礁の設置している区域で実際に釣り漁業者、遊魚が行われているとい

うのは確認されたということで、カウントしているところです。
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○安永委員 わかりました。

○岡安座長 ありがとうございます。一つ教えてほしいんですけれども、事業の整備効

果等、①のパネルで紹介いただいている整備効果、①の２枚目ですかね、その施設①、

②、③のところなんですけれども、「増加効果」という表現なんですが、これというのは

漁礁を整備することによってできる漁獲量みたいなそんなイメージなんですか。

○鳩野計画課専門官 そうです。漁獲量ということになります。

○岡安座長 そうしますと、増加という表現の問題かなと思うんですけれども、今まで

なかったところに魚がとれるようになったということで、この単位というか計算をされ

ているということでよろしいんですか。

○鳩野計画課専門官 そうです。そこに蝟集効果を発揮されて、その区域において漁獲

されるようになったというようなことです。

○岡安座長 全般的な意味での水産業の振興という意味では、これでふえるというか、

とりやすくなった分を計算されていいんじゃないかなと思うんですけれども、一般に釣

り漁業をやられている方が収入増というような意味合いで考えると、またこれはない場

合であれば別の漁場で漁業するとかということもあり得るのかなと思って、ちょっとそ

の辺がどういう位置づけなのかというのがわからなかったんですけれども。

○鳩野計画課専門官 基本的に渥美外海区域では、釣りと底びきがメーンになっている

んですけれども、底びきについてはもう外海区域全域でやっているんですが、釣りにつ

いては漁礁が設置している場所で営まれているということでして、この漁礁の設置場所

の効果をそのまま積んでいるというような考えになっております。

○岡安座長 そうしますと、釣り漁業については漁礁がなければ、そもそも釣り産業と

してなかなか成立しなかっただろうというそういうような。

○鳩野計画課専門官 そうです。主たる漁業とはならないというような考えで整理して

おります。

○岡安座長 ありがとうございます。

ほかにご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。

それでは、続きまして、完了後評価の白糠地区について説明をお願いいたします。

○水産庁から漁業集落環境整備事業 白糠地区事業内容と事後評価の概要及びその結果

を説明。

○岡安座長 どうもありがとうございました。
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それでは、ただいまの説明につきましてご質問、ご意見等ございましたら、よろしく

お願いいたします。

○関委員 接続率が90％超えていて、すごく利用されているということはいいことだな

と思うんですけれども、これは平成19年から供用開始というふうに理解していいですか。

○正岡計画課事業班地域整備係 詳しくは確認はしていないんですけれども、通常であ

れば一部供用開始ということで、まず処理施設をつくってその近いところから順次整備

してやることも多いので、全面供用開始になったのは19年度からということになると思

います。

○関委員 確認したかったのは、92.4％という接続率になっているんですけれども、こ

れはもう全面供用開始になったときにそこまでいっていたのか。それとも徐々に上がっ

てきているのかということが知りたくて。なぜかというと、今後もまた徐々にふえてい

くという可能性があるのか、ここら辺でうちどめなのかということが知りたいんです。

○正岡計画課事業班地域整備係 基本的にはもともとくみ取りのトイレが多い地区です

ので、改修費用がやはりかかります。この地区に限らず全般的に、下水道さんもそうな

んですけれども接続率がなかなか上がらない要因としまして、個人費用、改修費用の持

ち出しがあるために、すぐには接続率が上がらず徐々に上がっていくと。

各市町村、改修費の利子補給を行ったり、この東通村については公共升から個人の家

までの升の工事費についても負担しております。なので、他地区に比べても接続率が高

いというものになっているのではないかと思われます。

○関委員 わかりました。ありがとうございます。

○安永委員 事業の内容、効果等につきましては全く異論はございませんで、大変いい

事業されているなというふうに感じたんですが、資料中の事業の投資効果に示されてい

る金額のことで教えていただきたいんですが、１点は１から３で年間の標準便益額と削

減効果という数値が並列で出されているんですが、単純にざっと計算すると、大体、年

間標準便益額の45倍ぐらいのところがそれぞれの効果の数字になっているんですけれど

も、この数値の関係が何なのかという点と。

あと、総便益が１、２、３と足してこの額、60億ですか、ぐらいになるというお話な

んですが、上の１、２、３足してこの数値になるのかなというのがちょっとわからなか

った。現在価値化後ですから、ぴったりにはならないとは思うんですが、２の値だけで

既に80億円ありますよね。ですから、１、２、３のこの数値の合計ではこの60億という
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値が出てこないんじゃないかなというのがちょっと不思議に思ったんですが。

○正岡計画課事業班地域整備係 便益としまして、この施設の耐用年数を45年に設定し

ております。１を45年で積み上げますと、約10億です。言われるとおり２番で80億円に

なりまして、３番で14億、足して105億ぐらいになるんですけれども、それを現在価値化

すると約61億円ほどになるということです。

○安永委員 百何億が現在価値化後によって61億ぐらいになるという、そういう計算な

んですね。

○正岡計画課事業班地域整備係 そうです。

○安永委員 わかりました。

○岡安座長 ありがとうございます。ちょっと教えてほしいといいますか、便益のほう

なんですけれども、前の幾つかの案件では、経済価値化できない便益っていうのがあり

ますよというようなお話があったと思うんですけれども、漁村のこういった排水等々も

生活環境の改善という意味では、イメージ的な部分も含めて余り価値化できないような

ものがあるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。

○正岡計画課事業班地域整備係 今回は集落排水ですので、集落排水だけの点で言いま

すと、やはり汚水が垂れ流しになってしまいますので、においとか他の地区から来られ

た方にそういうイメージが悪くなるとか、そういうところが改善されることが定性的な

効果なのかなとは思います。

ほかには、漁業集落環境整備事業は、集落道の整備とかもありますので、そういうと

ころではいろいろあるのかなとは思いますけれども。

○岡安座長 あと、自然環境保全・修復効果というところの内訳なんですけれども、こ

れはもう少し詳しく具体的にどんな費用が入っているかというのを教えていただけます

か。

○正岡計画課事業班地域整備係 以前は漁港の港内に汚水が流れてきていました。そこ

の通常の浚渫もしますので、その中に幾らその汚泥が含まれているかまでは事業前は把

握しておりませんけれども、現在の受益者数と汚泥の負荷率を掛けて汚泥量に換算しま

して、その汚泥の量を削減できたというところで効果を見ております。

○岡安座長 そうすると、汚泥というか浚渫みたいなことをイメージされていて、浚渫

の中に含まれる汚泥分の費用みたいな感じですか。

○正岡計画課事業班地域整備係 そうです。
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○岡安座長 水質改善というのも結構、イメージも含めてかもしれませんけれどもそれ

なりに費用便益が出せるような気もするんですけれども、水質改善の事業みたいなもの

も別にあって、そういう場合だともうちょっと水質を改善するためにこういう効果があ

るとか、ああいう効果があるとかというのも、何か費用になっていたような気もするん

ですけれども、逆に排出側で制限することによってそういった部分を少し便益として入

れてもいいのかなという気がしたんですけれども。もし可能であれば今後考えていただ

ければと思うんですけれども。

ほかに何かございますでしょうか。

○関委員 これはいつも読んでいるうちにだんだんわからなくなってきちゃうところが

あって教えてほしいんですけれども、例えば生活環境の改善効果で、今までかかってい

た害虫の薬代とかが軽減されることは便益に入れているんですよね。

○正岡計画課事業班地域整備係 はい。

○関委員 そうすると、例えば各家でそれを接続するために改修したりとかする費用が

各お家でかかるわけですね。そういう費用というのはどこかで見ているのか、どうして

いるんでしょう。

○正岡計画課事業班地域整備係 くみ取りですので、例えばくみ取りの車が来られると

きには、家で待っている待機時間がありました。それがなくなるということと、あとは

漁協と多目的施設やそのコミュニティセンター等ありますけれども、そういうところは

個別浄化槽を設置しておりました。そういうところは、この漁業集落排水と接続するこ

とで、個別の施設管理委託料というものもかからなくなります。それに伴い、利用者と

いうのは下水道料金というものを払いますので、それはコストのほうで見ております。

○岡安座長 よろしいでしょうか。

白糠地区については、以上でご意見・ご質問等は出していただいたということで、あ

りがとうございます。

若干時間がございますので、全体を通してまた改めてご質問、ご意見等を少しちょう

だいしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○関委員 ３月11日の震災みたいなああいう被害を受けて、それ以降、公共事業という

のが防災とか減災とかというところで非常に重視されるようになってきていると思うん

ですけれども、すごい細かいところなんですけれども気になることが出たので、例えば

宇佐地区です。きょうの資料の中で事業目的というところで、「津波の浸水を防止し、背
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後地の被害を防ぐ」と。これ何かすごい細かいことだし、目的というか理想としてはそ

うなんですけれども、「防止し」というふうに言ってしまうと、何かその事業だけがどん

どん膨らんでいくような印象を、一般の何か素人的なことですけれどもすごくそんな感

じ、感覚がするんですね。

防止することは多分できないので、軽減しとかそのぐらい謙虚な表現にしないと、ち

ょっともたないような感じもしていて、ちょっとそれが細かいことなんだけれども気に

なっていました。

○森防災漁村課海岸班課長補佐 よろしいでしょうか。

コメントですけれども、まさにおっしゃるとおりでして、これだと非常に言葉足らず

だと思っています。今、被災地等でも非常に問題になっているのは、じゃどのレベルま

で守ろうかと。

今回、東日本大震災でまず中央防災会議等で言われたのは、完全にその津波の被害と

いうものをハード施設、いわゆるコンクリートで防ぐことはできないという結論が一方

では出ています。

ただ、もう一つの話として、ただ一定の効果はありました、いわゆる減災という部分

についてと。例えば、ある程度の高さまでは防げます。だから、例えば第一波が低かっ

た場合には時間稼ぎもできますと。あと、場合によっては、その浸水の面積も減らすこ

とができます。まさに減災ということがありまして。

その中央防災会議等で言われたのは、じゃどこまでの範囲をそのハード施設で守るの

かということが言われて、海岸の保全施設としては細かい話を言いますと、一定規模の

津波ということで、もっと具体的に言いますと数十年から百数十年に１度程度の頻度で

訪れる津波に対しては、ハードで守りましょうと。こういう細かいことまで決めて、そ

れをもとに被災地を中心に、じゃどこまでの高さを守るというのを県のほうで設定して、

それをもとに今、地域のほうでじゃどこまでのいわゆる防潮堤をつくろうという議論が

されているところでありますが、なかなか細かい話をどうしても、言い訳になってしま

うんですけれども、こういう短い資料の中で言い切れない部分、うまくお伝えできない

部分があるということがありますので、ちょっとこの辺の表現というのはもう少しわか

りやすいように、しかもかなり正しいように書いていかなければならない。まさにおっ

しゃるとおりでございますので、今後修正させていただきたいと思います。

○安永委員 きょうのご説明いただいた内容と直接かかわる話ではないんですが、今、
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震災絡みのお話が出たんですけれども、漁港関連あるいは海岸施設関係の修復について

はいろいろな事業やっていただいているということなんですけれども、例えば今日の渥

美外海漁港で説明されました、魚礁のような海の中の施設とか、海岸の増殖施設ですね。

そういうような漁場整備事業等で造成された施設の災害被災状況の調査と、それに基づ

く復興事業そういうことに関して、何か水産庁のほうで予定されるというかお考えがあ

るのか、その点があれば参考に聞かせていただければと思います。

事業の例、事前に送っていただいているんですが、全部ちょっとスクリプトして見せ

ていただくというところまではできなかったんで、現にされているような事業があれば、

それはそれで私のほうで見落としたということで改めますが、もしその点で何か情報が

あれば教えていただきたいと思うんですが。

○後藤計画課調査班特定調査調整係長 23年度の３次補正予算で、沖合については一応

全部、漁礁整備した場所を中心に被災地の青森から千葉まで調査をしております。その

結果の中では、多少埋没等は見られたんですが、余り大きな被害はなかったというよう

な理解をしているんですが、結果については各被災県のほうにお送りしまして、それに

基づいて各県さんのほうで今後対応を検討していただくというような整理になっており

ます。

○安永委員 そうですか。

○橋本漁港漁場整備部長 今の発言にありましたように、実態、漁場に関しての調査と

いうのは今やっているんですけれども、順番として養殖漁場であるとか手近なところの

瓦れき等のまずは調査をしまして、それらを早急に取り除くという作業をみんなでやっ

たということで、その次に我々が置いた人工的な魚礁が傷んでいるかいないかというの

も少し調査をいたしまして、これらについてはざくっと見た範囲内ではそれほど大きな

傷みはなかったということで、それで第三弾として今のような調査をやっておりますが、

どうしても漁港と住むところの復旧が先になってしまいますけれども、今後、漁業を復

活させるために必要である漁場の措置というのは絶対に必要なことだと考えております

ので、その検討もそれはよく話し合っていきたいというふうに思っています。

○安永委員 わかりました。

○岡安座長 ありがとうございます。先ほどから大震災の話もございまして、それ以降

ずっと長く水産行政をやられている水産庁の方々におかれましては、非常に大きなイベ

ントであったということで、予算のこともありますでしょうが、業務も非常にふえて、
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非常にこれまでにないようなことまで考えていろいろとやっていかなければならなくな

っているところだと思うんです。こういった評価においても、例えば事前、今、期中と

それから完了の評価をさせていただいているわけですけれども、そういった事業が始ま

る前にはなかなか想定しづらかったような状態まで含めてこういった評価をしていると

いうことで、なかなかその事前の評価と事後の評価というのは、整合性はとらなきゃい

けないんですけれども、実際の状況としては微妙に変わっているところもあるのかなと

思って、そういう意味では難しいのかなという感じがいたしました。

それから、本日ご欠席なんですが、中村委員のほうからコメントいただいておりまし

て、関連するということもあるかもしれませんが、こういう事前それから事後の評価に

ついては、同じ場所で同じように比較評価する例はまだ余り多くないだろうとは思って

いるんですけれども、そういった期中や事前の評価の対比であるとか、事後と期中の対

比というものが同じ評価軸でできるようにしていただけたらありがたいというようなコ

メントをいただいておりますので、紹介させていただきたいと思います。

すみません、話がごちゃまぜになって申しわけないんですけれども、なかなか難しい

ところ、特に今後防災や減災も含めて漁港・漁村・漁場の整備をどのようにしていただ

くかというのは大変難しいところだろうと思いますし、先ほども申し上げたんですけれ

ども、便益の算定の仕方についても、これは水産庁さんに限らず防災関係、まだどうい

うふうに便益を算定するか、あるいはリスクを算定するかということが余り決まってな

いというところもございまして、事業の評価自体が非常に難しくなっていると思うんで

すけれども、そういったところも早いうちにある程度確定といいますか考えていかない

と、その事業自体が前に進められないということだと思いますので、ぜひそのあたりも

含めてよろしくお願いいたしますというか、と思います。

それでは、これまで各委員から出していただいた意見を十分に踏まえまして、今後の

事業評価に生かしていただきたいと思います。

ここまでで、予定しておりました議事は終了いたしましたので、以後については事務

局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。

○橋本漁港漁場整備部長より挨拶

○閉会


