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○開会

○事務局から資料配付の説明

○漁港漁場整備部 宇賀神部長より挨拶

○出席委員の紹介

○水産庁から水産流通基盤整備事業 境港地区及び水産環境整備事業 日本海北部地区の

事業内容と事前評価の概要及びその結果を説明

○岡安座長 それでは、ただいまの説明いただいた内容につきまして、各委員からご意見、ご質問

等伺いたいと思いますが、どなたからでも結構ですので、よろしくお願いいたします。

○関委員 ２点教えてほしいのがあるんですけれども、１つは境港のほうで、耐震岸壁を整備する

ということで、これは災害なりがあった後の漁業の水揚げもそうですし、物資的なものの供給のた

めのそこに資するということも含まれていると理解していいんでしょうか。

○中村計画課計画班課長補佐 今、説明したとおり、水産物の流通そのものと、あとは緊急物資の

搬入、非常時のそういった主に２つがありますけれども、ここで取り上げているのは水産物の流通

のほうです。拠点的な水産物流通拠点と言われるところで我々岸壁の耐震化をして、いざというと

きも水産物の物流をとめないように、そして、地域経済に影響を与えないようにといったことを考

えて整備しています。ですから、ここでは被災直後、岸壁が壊れないことによって水産物の水揚げ

がそこで常時引き続き行われ地域経済に影響を及ぼさないと、そういったことを効果に取り上げら

れるということであります。

○関委員 ありがとうございます。もう一つ、復旧費用を便益に入れていることをもう少し丁寧に

説明していただいてよろしいでしょうか。

○中村計画課計画班課長補佐 これにつきましては、実は港湾のほうでもこういった形で便益に取

り入れているということで我々は参考にさせていただいています。この復旧費用というのは、これ

が壊れたときに例えばこれは仮に10億かかるとしたら、10億分の再度復旧費用といいますか、整備

を投資しなきゃいけないということであります。これが軽減されるはずだということで、その分を

見ているということです。ただし、これについては確率がありますので、地震が起こる確率、これ

もあわせて計算しているということであります。ですから、その耐用年数の期間中にそういった地

震が起こる確率、そういったことが起こる確率と復旧に対する費用、これを掛け合わせて便益につ

なげていると、そういったものであります。これについては直接的なものとして今の費用対効果分



- 2 -

析の我々のガイドラインのほうでは、直接には表示していないんですけれども、これプラスアルフ

ァの効果として公共事業のほうで港湾と同じように入れてもいいのではないかということで我々は

今入れているようにしています。

○中村委員 荷さばきスペースの拡張で時間が短縮される、それが大体20分から30分ぐらい待ち時

間が短縮されるという説明なんですけれども、その漁船が短縮されたことによって何かほかのこと

ができるわけですか。

○中村計画課計画班課長補佐 ここでは漁船の待ち時間のほうです。待ち時間であれば例えば沖待

ちするであるとかそういうことで、ほかの作業は行えなかったという前提に立って、その部分の時

間が浮くということで計算しています。

○中村委員 いや、機会費用的に考えると、その浮いた時間で何かほかのことができることの価値

相当分でここの便益を換算すると思うんですけれども、そのときの機会費用の30分で一つの漁船当

たりの単価というのはどういうふうになるんですか。いや、例えば普通の交通であればそこで１時

間時間が短縮されると、そこを通るトラックの人件費というか、そういう意味ですか。

○中村計画課計画班課長補佐 例えば30分短縮されるということは、そこの労働者、漁業者、船に

乗っている人たちが要するに時間が浮くといいますか、その時間分を労働単価に掛け合わせて算定

しているということです。

○中村委員 すぐには難しいかもしれないんですけれども、長期的に見ると、それは大きなメリッ

トになるということですか。20分浮いたからといって、すぐ何かができるわけではないわけですよ

ね。

○中村計画課計画班課長補佐 実際労働の、待ち時間もそうなんですけれども、これは労働の軽減

でやっていますが、荷さばき所の労働の軽減、時間の短縮であるとか、あと道路を整備したことに

よる短縮であるとか、そういったことは恐らくその人が例えば１時間浮くとして、その１時間に見

合った価値を恐らく生み出すんだと思います。何を生み出すかというのは、ここではちょっととっ

ていなくて、その生み出す１時間自体に価値があるだろうということで今、便益として単価を単純

に掛け合わせると。もしかしたら漁業者にとっては、その１時間が別の付加価値化をすれば、もっ

ともっと浮くかもしれませんが、そこはその人の単位当たりの労働の単価で置きかえているという

現状です。

○中村委員 休憩しているかもしれないし。あと、衛生管理で魚の単価が向上するというのは何％

ぐらい上がると見込んでいるんですかね。

○中村計画課計画班課長補佐 ここでは過去の調査事例から８％ということをとらせていただいて
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います。これ、上がるというよりもイメージとしては今の価値、100円例えばあるとして、その1

00円を価値づける主な要因として８％分が衛生管理の要因ではないかという過去の調査結果から平

均的なといいますか、８％は割と平均的なところでもちょっと下限をとっているんですけれども、

そういったところから今は代替しているということになります。

○中村委員 要するに魚の価値が上がるということは高く売れるわけですよね。それはやっぱり品

質が揚がるというふうに考えるわけですか。

○中村計画課計画班課長補佐 直接の品質もそうですけれども、信頼とか例えば魚の価値が安定す

る、もしくは高まるということと取引先がちゃんとそこでその魚そのものに価値を持って、ほかで

は魚価が下がるのにここでは下がらず、信頼があって一定とかそういうプロセスを経ているといい

ますか、例えば衛生管理をちゃんとしているので、その信頼度といいますか、HCCPをとればなおさ

ら価値化されるんだと思うんですけれども。そういった取り組み自体に例えばちょっとうまく言え

ないんですけれども、魚価が安定するとか魚価が下がらないとか、そういった効果もききますので、

直接上がらないまでもそういった信頼関係のもとでこの８％というのが構成されているというふう

に考えています。

○中村委員 普通値段が上がると、生産者は生産者で上がるんですけれども、消費者は消費者で下

がりますので、そのネットでプラスが出てくると。普通単価が変わると、トータルの社会的な余剰

がどう変わるかということだと思うんですが、それとこれは直接のことではありませんが、境港港

は何度も魚を買ってきた経験があって、あの橋も渡ったことがあるんですけれども、ここは本当に

有数なところで、日本海でありながら境港でとれた魚は月に一回岡山のほうまで売りに来るぐらい

の非常にあれなんですけれども、随分昔なんですけれども、ここはイワシがたしか日本でもトップ

の水揚げ高だったと思うんですが、それが一時２位か３位に落ちて、 近はどうなんですかね、イ

ワシは。どうでもいいといえばどうでもいいんですけれども、 近、境港の漁港の状況はどうなの

かなと。

○中村計画課計画班課長補佐 すみません、余りよくないらしいんですが、情報がなかったもので

すから。

○中村委員 同じ島根県の境港じゃなくて、もう少し北に隠岐の島があって、そこに隠岐漁港とい

うのがあるんですが、実はそこでいろんな水揚げをしたものが結局隠岐の島でなくて全部境港のほ

うに行ってしまって、そちらのほうで高い価値がつくので、そちらに行っているという話を聞いた

ことがあるので、そういうのもひょっとしたら境港に別のところから来たのが入ってきているんじ

ゃないかなというふうな気がして、ちょっとイワシのことを聞いてみたわけなんですけれども、そ
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れぐらいです。

○中村計画課計画班課長補佐 ちょっと我々も情報として仕入れておきます。

○安永委員 環境整備事業のほうでちょっとお伺いしたいんですが、マスタープランに従って今回

事業計画を立てられておりまして、計画内容そのものが特に気になるわけではないんですが、例え

ば資料の事業概要で見ますと、増殖場が３カ所、魚礁が１カ所ということで示されておられるんで

すが、対象種が主要な魚種としてはウスメバルとハタハタが挙げられているので、この増殖場がそ

れぞれどの魚種を主として狙っているというか目的としているのかがもうちょっと説明されている

といいのかなという点が１カ所ですね。

それからあと、マスタープランは３県がかかわっておられますので、ここでの事業実施を各県に

どのように波及するのか、具体的には育成された資源がどのように各県に回っていって漁獲に結び

つくのか、そういった点についてもこれすぐにはできない話でしょうけれども、事業の展開分にお

いてはやはりトレースしていただきたいなというふうに思います。

○中村計画課計画班課長補佐 ここではウスメバルとハタハタを挙げておりますけれども、ハタハ

タのほうはどちらかというと秋田のほうになりまして、ここでは指標種としてはこの２つを挙げて

いるんですけれども、あとはキツネメバルとかヒラメとか、あとヤリイカ、アイナメ、こういった

ほかの魚種もあわせて対象としているということでありまして、そういった産卵場、幼魚の育成場

がこういった手前の増殖場になるということであります。

○安永委員 ハタハタについては、また秋田県のほうで別の事業として想定されているということ

ですか。

○中村計画課計画班課長補佐 実はこれ、３県をまたがった海域のマスタープランということで、

主にウスメバルとハタハタを挙げていますけれども、やはり得意なといいますか、地域があります

ので、ここでは余りハタハタについては入っていないということであります。

それと、後段のマスタープランで各県にどのような影響というか波及効果があるかということで

あります。まさにそれを我々ちょっと追求すべきところだということで、マスタープランを立てさ

せていただいて、その事業によってモニタリングを事業の中でできるようにしています。今後おっ

しゃるとおりモニタリングを各３県がそれぞれにやって、持ち寄ってその情報交換をしながらＰＤ

ＣＡにつなげていくということになると思います。具体にこういった県については、例えば毎年３

県が集まって協議会を組んで情報交換をするであるとか、そういった動きも見られ始めていますの

で、今後期中評価、事後評価にもそういった情報提供ができればというふうに思っています。

○岡安座長 ありがとうございます。そのほかございますでしょうか。 続きまして、期中評価の
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斜里地区について水産庁さんのほうからご説明いただければと思います。

○水産庁から水産流通基盤整備事業 斜里地区の事業内容と期中評価の概要及びその結果

を説明

○岡安座長 ただいまの説明につきまして各委員からご意見、ご質問等伺いたいと思います。いか

がでしょうか。

○中村委員 今の②のほうの付加価値の効果の額がこれだと３億ですが、この表のところの89.2

8というのは、これはどっちかがどっちかに含まれているんですか。

○中村計画課計画班課長補佐 一番後ろの384というあたりは年間便益額ということでありまして、

表の中はそれを耐用年数期間を考えて掛け算したと、年数を掛け算したと。

○中村委員 では積み上げていっているわけなんですね、割り引いて。

○中村計画課計画班課長補佐 そうです。年数を割り引いたものを掛けて総額を出しています。

○中村委員 わかりました。ついでというとあれなんですが、この費用対効果が2.37というのはか

なり大きいというふうに思えるんですが、 も大きくなっている要因というのは便益のほうなんで

すか、費用のほうなんですか。費用は安くいっている、それとも何か便益で非常に大きく。例えば

便益の場合だともっともっとここの漁獲高がすごく多いので、便益が大きくなっているということ

に対して、意外に整備のコストがそれほどかからなかったと。

○中村計画課計画班課長補佐 整備のコスト、これは普通の通常の標準的な単価をもってコストを

はじいていますので、コストが云々という話というよりも、むしろやっぱりそれに見合った効果が

出ているということだと思います。やはり出漁機会の増大にしても、かなり概要①の写真を見てい

ただきましたらわかりますとおり、かなり荒れてなかなか現状、見た目は整備をされつつあるもの

の、現状問題、静穏度というものはかなり漁業者の方々は苦労しているという話だったというふう

に聞いています。ですから、出漁機会は４日ですけれども、その４日がかなり重要だというもの、

そして、もう一つはやはり漁獲物の付加価値化の効果に期待されるということだと思います。これ

費用対効果便益の便益の中でもやはり半分強を占めているということでありますので、これに対す

る期待によるところが非常に大きいということだと思います。

○中村委員 これ、期中の評価なので今やっているところですよね。

○中村計画課計画班課長補佐 はい、そうです。

○中村委員 いつぐらいに完成しそうなんですか。
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○中村計画課計画班課長補佐 今のところ28年度目標です。

○中村委員 では、あと２年ぐらいですかね。

○中村計画課計画班課長補佐 そうですね。ですから、 後の残りの泊地のしゅんせつであるとか

奥側の整備をすれば完成に至るという状況であります。

○中村委員 これは多分事後評価のときにかかってくると思うんですけれども、便益を所得率を掛

けてやっているということは、要するに漁業者の人の所得が上がるわけですよね。例えば100人で

漁業をやっていたら、その100人でこの便益額が揚がるということであれば、結果的には必ず漁業

者の所得が上がっていないといけないわけですよね、本当は。上がるんですよ、今まで。なかなか

漁業者の所得は上がらないのに。要するに長期的なトレンドで見ると、漁業者の人は減っていて、

しかも、片方で整備しているので所得は上がっていると。そうすると、基本的に１人当たりの所得

はかなり上がってくるはずなんですが、なかなか所得統計で見てもそうなっていないのは、本当に

上がったものが所得をきちんと帰属しているのかどうかというその辺がよくわからない。

○中村計画課計画班課長補佐 それはよく言われる問題で、我々もかなりそれは認識しています。

先生方にも言われる問題意識はよくわかります。ここでは、そのものが今よりも上がる、それイコ

ール漁業者の所得だと、そういうロジックはおっしゃるとおりです。ただし、ここでは趨勢値に対

してといった捉え方のほうが正確ではないかというふうに思います。

ですから、これは数式を見ていただきますと、30日の今の出漁日数を割り戻して、それで１日の

単価を掛けて、そのかわり掛ける４とやっていますので、全体の絶対値が上がればそうなんですけ

れども、その絶対値はちょっと不確かなところがあるということで、それプラスアルファになると

ころ、この部分の４日部分を見て費用対効果のＢに入れているという計算にしています。

○中村委員 そうすると、トレンドとしては年間漁獲高が下がっている中で、それを押し上げると

いう感じですか。

○中村計画課計画班課長補佐 そうですね。ここだけに限らず、例えば資源管理をしながら、休漁

しながらやっているところというのはまさにそういうところだと思います。ですから、趨勢値に対

して何も手だてをしなきゃこのまま下がるところの底上げを図ってもとに戻しているといいますか、

そういった意味合いだろうというふうに思います。

○中村委員 はい、わかりました。

○関委員 今のやりとりを聞いていてすごい思ったのは、別にちょっと質問とかじゃないんですけ

れども、やっぱり漁業の場合は出漁日数が上がったからといって、それで魚がその分仮にとれたと

しても、そのことがお金として反映できるかどうかというのは違う要因になってくるところもあり
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ますよね。要するに魚価の問題とか流通の問題とかになってくるので、だから、すごくこういう中

でそれをお金にして見せるというのは物すごい大変なことだなというふうに常々ちょっと感じてい

ます。なので、とにかく出漁の機会がふえるということは、そこに効果として実際のお金はわから

ないけれども、上がる可能性があるということでそれを出すと、そういうふうに私はいつも聞いて

いるんですけれども、そういう解釈でいいんですかね。

○中村計画課計画班課長補佐 そうだと思います。本来であれば、それから付加価値化をつけて地

域経済が回るように、そこまで考えてＢを出せばいいというか出さなくちゃいけないと思います。

これは中村先生の言っておられます地域に波及する影響、これ例えば産業連関にするとかそういっ

た動きも見られているところもありますが、ここでは直接的に一番 初の事業として、事業途中な

んですけれども、そこで想定し得るものをダイレクトに換算でき得るものということで漁業者の所

得という形にしています。おっしゃるとおり事後評価になりますと、やはりそれがどういうふうに

地域に影響を与えたのであるとかプラスの効果になったと、そういうところを評価してご提示でき

ればというふうには思っています。

○関委員 あともう一つ基本的なことなんですけれども、サケは何月から何月までの期間で年間の

平均出漁日数が37日なのかというのをちょっとすみません、教えてください。

○中村計画課計画班課長補佐 ９月から11月です。

○関委員 ありがとうございます。３カ月ですね。

○岡安座長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。

○安永委員 今お話しなさっていた出漁日数の増加の件なんですが、資料の増大効果のところでは

４日間出漁日数がふえるということで、１点は下側に書いてある式が通常こういう式を書いても問

題ないというか構わないんですが、37日掛ける４日となっているので、分母のほうに４日かかるよ

うになっているんですけれども、実際にこれは括弧でくくられる数式なわけですね。

○中村計画課計画班課長補佐 そうです、おっしゃるとおりです。

○安永委員 これは単純な表記の問題なんですけれども、今３カ月の間、４日ふえるということで

ちょっと意外に少ないなというふうな印象もあるんですが、この根拠は2.5メートル以下に波高が

抑えられる日数に基づくというお話なんですが、これは大体どのぐらいの波であればこの波高で抑

えられるというような何か数値があるんでしょうか。

○中村計画課計画班課長補佐 出漁日数については、例えば漁船の大きさであるとか地形であると

かそういったところによってさまざまですけれども、大体２メートルとか３メートルとかそういっ

たところが言われています。ここについては大体どういう状況、どういう波であれば出漁しますか
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とか自分が出漁する意思がありますかとか、そういったところを漁業者の方にヒアリングしまして、

その波を設定して、その波から大体どのくらい日数があるだろうということで換算しているという

状況です。

○安永委員 平均値かむしろミニマムに近い数値、 低限このぐらいは少なくとも出漁できるぐら

いの。

○中村計画課計画班課長補佐 実際にご自分たちがこれ出漁したくてもできないんだよなと思う日

があると思うんですね。その港口さえ静穏が保たれていれば出るのにという思いがあるでしょうか

ら、実際にそれと静穏が保たれるのが２メートルなり2.5メートルなりというのが出てきますから、

それらをアンケートでヒアリングしながら、対話しながら日数を出したというところです。

○安永委員 わかりました。あと、今数式の下にホッキガイとタコ箱漁のことが書いてあるんです

が、これはサケ漁期の間にこれらの漁業もそれなりの便益が得られると、そういう理解でよろしい

んですか。

○中村計画課計画班課長補佐 時期については今調べておりますが、考え方は一緒です。サケの漁

期、それとホッキの漁期とかその漁期ごとに出しまして、同じような時期になるかと。

○安永委員 違う可能性があるわけですね。

○中村計画課計画班課長補佐 そうですね。すみません、時期については後ほど調べてお答えしま

す。

○安永委員 はい、わかりました。結構です。

○岡安座長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。

○関委員 今のやりとりの中にあったのでちょっと教えてほしいんですが、そこの地域にいる組合

員さんなりにヒアリングをした結果を加味しながら日数的なことは出されているということですよ

ね。

○中村計画課計画班課長補佐 そうです。大体どのくらいの箱になっていけば漁業者の方々が出ら

れるというこの両者を考えて確認しています。

○関委員 今ちょっと思ったのは、そうすると、やっぱり高齢の漁業者さんとかがふえてくると、

ここら辺の増加出漁日数というのはもしかしたら下がってくる可能性とかも大きいということにな

りますよね。

○中村計画課計画班課長補佐 漁業者の方々がこういった状況でもう出漁しないんだという話にな

れば、逆にそうすると、整備をする意味といいますか効果がないという話になってきますので、そ

こはある程度の静穏の絶対値、何メートルかというものとどの漁業者さんをサンプルの対象にする
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かということにもなるというふうに思います。

○関委員 一番言いたいのは、そうならないようにやっぱり漁業者さんがちゃんと新陳代謝してわ

かってどんどん入ってくるような整備に向けていかなきゃいけないんだなということをちょっと考

えたので、今ちょっと言わせていただきました。

○中村計画課計画班課長補佐 ありがとうございます。蛇足ですけれども、高齢者となると、やは

り陸揚げしやすい施設であるとか、より就労環境が上がるものとかそういったものが求められてお

りますので、量の話もさることながら質の話の転換といいますか、そういったことになるというふ

うにも思います。

すみません、先ほど安永先生のほうからありましたホッキガイとタコの漁期なんですけれども、

ホッキガイ、タコ漁とも９月から12月ということで。

○安永委員 同じ。

○中村計画課計画班課長補佐 大体一緒ですね。

○岡安座長 ありがとうございます。中村先生、よろしいですか。

○中村委員 この防波堤ですけれども、これは漁はその外でするわけですよね。出るときに危ない

わけですか。もう外に出たらもっと海が荒れているような気もするんですが、それは大丈夫なんで

すか。

○中村計画課計画班課長補佐 波が複雑であったり、防波堤に当たるであるとか、その一番危険な

ポイントといいますか、それが港口だというふうに言われています。

○中村委員 わかりました。

○岡安座長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

それでは、続きまして、完了後評価ということで入善海岸地区と須津地区についてご説明をお願

いいたします。

○水産庁から海岸保全施設整備事業 入善海岸地区及び漁業集落環境環境整備事業 須津

地区の事業内容と完了後評価の概要及びその結果を説明

○岡安座長 ただいま説明いただきました入善漁港海岸地区と須津地区ですか、この２つにつきま

してご意見、ご質問ございましたらよろしくお願いいたします。

○中村委員 前半のほうなんですけれども、事業期間が物すごく長いですよね。これ東京オリンピ

ックの前の年から始まっていて、もう40年以上やっていたわけなんですけれども、 初に空中写真
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がありますけれども、この評価とは直接関係ないんですが、やり始めた昭和40年ごろというのは、

この地区はどういう状況だったのかわかりますか。要するに当時がどれぐらい住宅というのが張り

ついていて、どういう護岸であって、それが40年たってどうなったかというのが見たいのと、もう

一つは当時の漁港地区の人口とか売り上げじゃなくて陸揚げなんかがどれぐらいであったのか、

40年以上事業が続いて、それから、３つ目が投下された事業費の分布というんですか、均等にいっ

ているわけではないと思います。どのあたりで事業費がぐっとふえていて、 近がどうなのか、あ

るいは 初は低くてだんだんふえてきたのか、そのあたりがもし今でなくても、また後で教えてい

ただければと思うんですけれども。

○河野防災漁村課災害査定官 当時の状況なんですけれども、今であれば事業をする前に事前評価

というのをしっかりしまして、当時の状況、費用対効果を分析して幾らというのを出すんですけれ

ども、当時は効果分析をする仕組みになっていなくて、ちょっとそのデータは今持ち合わせていま

せん。期中評価のデータはございまして、宅地等の数は減っていないんですけれども、農漁家の数

は期中評価のときからは減っている状況でございます。

○中村委員 その期中評価はいつごろの。平成18年ぐらいですか。

○河野防災漁村課災害査定官 近ですね。ちょっとご質問に答えられていなくて申しわけないで

すけれども。

後段のご質問の事業費の分布といたしましては、また後で資料をお渡ししたいとは思うんですけ

れども、事業費の推移としましては、平成11年が も多い事業費を投入していると、平成の一桁台

が集中して事業費を投入している状況となっております。

○岡安座長 ほかにございますか。

○安永委員 では、ちょっと１点。後の漁村整備のほうのお話なんですが、便益額の算定そのもの

については特段意見があるわけじゃないんですけれども、何回か当該事業のお話を聞いていてちょ

っと感じますことは、経済効果とあわせてこのような事業をやったことによって、その地域におけ

る魚価の継承性というんですか、有用の継承性、そこにどういうふうに効果があらわれたのかとい

うことも検討されないのかなということを感じます。貨幣化をどうするのかというような経済技術

的な話になるとちょっと私も不明な点が多いんですが、現在いろんな環境整備がなされて、現在住

まわれておる方が快適感を感じるということ、そのこと自体はいいと思うんですが、そのことが次

の世代の魚価の維持、継承性にどの程度貢献したのかという点についても検討はできないものなの

かなということを感じておりましたので、参考意見ということになりますが、一言述べさせていた

だきました。
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○舘野防災漁村課漁村企画班課長補佐 今ご意見ございましたところについては、今回は従来の方

式で算定をさせていただいておりますけれども、今ご意見を頂戴したものなどについては、今後の

参考にさせていただきたいと思います。

○河野防災漁村課災害査定官 先ほどの中村委員からのご質問につきまして、平成10年と平成15年

の評価が行われておりますが、ちょっとそのデータを今持ち合わせていないので、後ほどご提供さ

せていただきます。

○関委員 私も今、安永さんの意見と同様で、やっぱり集落環境整備なんていうのは、なかなかこ

れ貨幣化にできるのはすごい難しい部分がいっぱいあるなと思って、そうでない価値は本当にいっ

ぱいあるよなというふうな感じがしているんですけれども、多分それは貨幣化できない貨幣化困難

な効果というところで文章としてあらわされているんだろうと思うんですが、やっぱりその中身が

もうちょっと現場に行って見聞きしている人たちがつくるんだから、もうちょっと書けそうだなと

いう感じが正直するとあります。それはもう直接今のこの制度の中でそれは関係ないといえばそう

なのかもしれないけれども、やっぱり継続性と今おっしゃったけれども、そのことはすごく大事だ

なというふうに思いました。

それともう一つ、その前の１つ目のほうなんですけれども、これは今、浜の写真が昭和22年と

32年があるんですけれども、何か同じアングルで現在とかというのがあればもっと今どうなってい

るのかなというのをちょっと 初の写真だけで本当にわからなくて、ちょっとこれと同じアングル

の現在の写真というのはないんでしょうか。

○河野防災漁村課災害査定官 現在の写真が申しわけありません、それは今のところありません。

海岸管理者がもしかしたら持っているかもしれませんが、それは今手元になくて申しわけないです。

○関委員 要はどの辺でちゃんととまっているのかというのが知りたいのですが。

○舘野防災漁村課漁村企画班課長補佐 関委員の漁村の関係のご発言でございますけれども、資料

にも入っております事後評価書でございますが、平成13年に当該地を期中評価させていただいてお

ります。そのときの数値が1.17でございました。それも事後評価で1.04というふうに下がっており

ますけれども、私たちの分析では過疎化により人が減少しているということで、残念ながらＢのほ

うが下がっているということがございます。両委員のご意見、承りまして、今後研究を引き続き続

けて、Ｂのとり方について研究させていただきたいというふうに思っております。

○岡安座長 ありがとうございます。感想なんですけれども、過疎、高齢化は全国的なトレンドと

してあると思うので、その辺は何もしなければその分は下がって当たり前とは言いませんけれども、

下がるだろうと。それに対してどれくらい持ちこたえたのかということも間接的な意味ではベネフ



- 12 -

ィットなのかなとは思うんですね。全国的にそういうことをやっていかなきゃいけないだろう、あ

るいは国としてどういうふうにそれに対して考えていくのかというのはあると思うんですけれども、

こういう過疎、高齢で全国的に人が減っているというような状況を考えると、ただ持ちこたえてい

るだけでも結構大変なのに、あるいはそれに向かって努力をしていかなきゃいけないのにというこ

とで、統計的には落ちてしまうように映るかもしれませんけれども、実際には全国トレンドを考え

るとプラスと考えても評価できるようなこともあるのかなと思うので、ちょっとその辺は少し評価

のほうでも工夫をしていただいたほうが適切ではないかなという気がいたしました。

あと、すみません、全然違う質問なんですけれども、海岸のほうなんですけれども、これは対象

になっている海岸というのはどこからどこまでなんですか。これスライドにある航空写真の全部が

対象海岸なんですか。

○河野防災漁村課災害査定官 スライドのほうに、この７号離岸堤と書いているところから向かっ

て右側の漁港との境のところですね。７号護岸と記載させていただいているところまでが事業を実

施した地区になります。

○岡安座長 わかりました。そうすると、７号離岸堤が入っているというところから絵で言うと北

側、左側、北側のほうがこの計画の対象ではとりあえずないということですか。

○河野防災漁村課災害査定官 ないです。

○岡安座長 わかりました。ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。

○岡安座長 ありがとうございます。ほかに特にないようでしたら、事前、期中、事後の計５件の

評価につきましては、今いただいたご意見で改めて今後に向けて検討いただければと思います。

それでは、本日２つ目の議題でありますところの水産基盤整備事業費用対効果分析手法の検討に

ついてというところにつきまして、水産庁さんから説明をお願いいたします。

○水産庁から水産基盤整備事業費用対効果分析手法の検討について（１）漁港の津波対策にかか

る便益算定手法について、（２）漁港整備による漁船の耐用年数の延長について説明。

○岡安座長 このガイドラインの改定についての大枠というんですか、流れというんですか、ほ

かの委員会でもこれを検討された上で出てきているとは思うんですけれども、それと今後どのよう

に使われていくか、今26年度からというお話がありましたけれども、その辺ちょっと説明いただけ

ると。

○中村計画課計画班課長補佐 説明不足で申しわけございません。このガイドラインの改訂である
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とか、あとは多重防護の考え方、そして、漁船の耐用年数につきましては、別途水産庁の委託した

委員会がございまして、その委員会で出た結論を今回正式な水産庁のこの事業の評価委員会で提示

しまして、アドバイスをいただくということであります。 終的には、今後きょういただいたアド

バイスを踏まえ、 終的なものを年度末、予算の成立にあわせて出していこうということです。適

用につきましては、先ほど少し触れましたけれども、今の新規採択時評価と事後評価等につきまし

てはもうやっておりますので、今後の26年の事業、今からの適用、主体に適用させていきたいとい

うふうに考えています。

○岡安座長 ありがとうございます。それでは何かご質問等はございますか。

１つ質問というよりは今後に向けてということなんですけれども、漁業生産被害の算定というの

をされていて、それはあくまで漁業施設、水産業関連施設ということだと思うんですけれども、小

規模な津波であれば、あるいは堤外地のみの被災であれば漁業被害だけを考えておけばいいのかな

とは思うんですけれども、この前の東日本大震災みたいに町一つが非常に大きく被災してしまうと

いうことになると、漁業という概念だけではなくて、町そのものの被害というんですか、生産被害

というよりは動かなくなってしまう被害というのが非常に大きくなって、ただ、それは多くの場合、

前面に立ってこういった防災が行われるのは漁業、水産庁の管轄する海岸であったり国交省の管轄

する海岸であったりとか、海岸がある意味線的に後背地を守っているとは思うので、特に大きな津

波災害みたいなものを考えるときには、少し後背地の産業全般についても踏み込んでもいいのかな

という気もちょっとするんですけれども、そうでないとあくまで水産業というふうに限定してしま

うと、漁港なら漁港の中でしかお金が積めないというか評価ができないので、後背地がどうなって

いようがその生産にかかわる部分は評価の対象外というふうになってしまって、何となくそこは地

域全体から考えると少し過小評価になる部分があるのかなというふうに感じているので、今回につ

いては限定的に水産業関連施設ということでよいのかなと思うんですけれども、今後もう少しそう

いうことも大規模災害については考えなきゃいけないのかなという気がすると。

逆に 近防潮堤をつくる、つくらないということでいろいろなところで話題になっているんです

けれども、必ずしも高い防潮堤をつくるということがプラスにだけは働かないということもあるの

で、その辺は逆にコストとして景観であるとか、あるいは地域、海岸の分断みたいなものをマイナ

スの評価として少し今後は考えていく必要があるのかなという気もしています。

○中村計画課計画班課長補佐 １点目についてはまさにおっしゃるとおりだと思います。ここでは

水産関連産業ということで、比較的水産関係で取り上げやすいところまでということである程度挙

げておりますけれども、やはりおっしゃるとおり、例えば産業連関分析をかけてみて、それであれ
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ば入れるであるとかそういった動きも別途ちゃんとやらなきゃいけないというふうに思います。

もう一点の後段ですけれども、多重防護で少し説明が不足だったんですけれども、この図のよう

におっしゃるような今現時点で問題になっている天端高を低減してやる方法であるとか、それにも

資するということであります。ちょっと図を見ていただければと思うんですが、パワポの２枚目、

３枚目ですけれども、スクリーンに出しておりますけれども、多重防護であれば、すみません、今

現状であればＬ１と言われている発生頻度の高い津波、おおむね数十年から100数十年に一度に対

する津波に対しては堤内地を守ってやろうという高さで設定されております。しかしながら、この

多重防護ということで津波に対して防波堤とあわせて防潮堤、この２つで守ってやるということに

なりますと、防潮堤の高さが減じられるという可能性があるということで、その分先ほど委員長が

おっしゃった景観であるとか、あとは土地の利用であるとか、あと住民合意の容易性であるとかそ

ういったところにもつながるので、この多重防護についてはそういった可能性も秘めているという

ことで我々も期待したいというふうに思っています。

○岡安座長 難しいかなと思うのは、多重防護はあくまでトータルのパッケージとしての多分提案

だと思うんですね。一つ一つの要素については、やっぱり高い、安いというのがあって、特に防波

堤は深いところにつくるので、基本的にコストが高くなりやすいんですけれども、防潮堤を物すご

く高くして陸に物すごい高い壁をつくるほうが比較すれば安くて、かつ効果がかなりはっきりする

んだとは思うんですね。

ただ、それは先ほどのお話の中で景観の問題であるとかアクセスの問題であるとか地域分断の問

題であるとかということで、住民の方々も含めて反対される方も結構いるし、地域全体を考えると、

そういうことでなくて多重に防護していくことによって少しずつ防護効果を分担していくと。ただ、

その一つ一つの要素をとってしまうと、これ結構お金がかかったのに何かうまく機能しなかった、

これだけでは機能しなかったじゃないかというような議論もまた出てくるわけで、あくまでパッケ

ージとして考えていくということがいいんだけれども、説明を一つ一つちゃんとしようとすると結

構難しいので、そういうのが吸い上げられるような評価方法というんですか、先ほどの防潮堤を低

くできるということは、今コストに反映されていないですよね。だから、そうすると、せっかくそ

こはよかれと思って考えているんだけれども、その部分をダイレクトにベネフィットあるいはコス

トのマイナス分に考えないと、いや、これよりはもとのほうが同じ効果を出すならよかったじゃな

いかみたいな議論がまた出てきてしまうと思いますので、その辺は今後また考えていっていただけ

ればなと思います。

○中村計画課計画班課長補佐 先生おっしゃるとおり、まさにそういう問題意識の中で、予算の話
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になりますけれども、来年から災害に強い漁業地域づくりというパッケージ事業を少し強化しまし

て、今まではどちらかというと海岸は海岸、漁港は漁港という側面で考えていた色が強いんですけ

れども、それを一つの事業の中で調査から計画、そういったものも手当てできるような、そういっ

た制度づくりについても少し努力をさせていただいているという状況です。

○関委員 ちょっとその費用対効果というそのものからは離れてしまうかもしれないんですけれど

も、今こういう時代になって、こういうことが起こって、それでこういう話がどんどん出てきてい

るわけですよね。その中でやっぱり一番、そういうのを計画すればそれが事業としてゴーかＮＧか

というのがこういう手法で調べるなり検証するんだなというのは、それは当然なんですけれども、

やっぱりそれ以前の話というのがすごく大事なわけで、やっぱりそこで暮らす人たちが自分たちの

地域をどういう地域にしたい、そういう目標設定をどこに持ってくるかということによっていろん

な形の事業というのは出てくるんだろうなというふうに思うわけですね。

そうすると、そういう過程を経てある事業が計画され、それに対して効果がこうという話になっ

ていくんでしょうけれども、やっぱりそういう事業の姿としてあらわれるまでのプロセスというこ

とをすごくしっかりと踏まえていかないと、やっぱり漁村はとんでもないことになっちゃうんじゃ

ないかというのはすごく懸念するところなんですね。だから、でき上がった計画に対する効果評価

というのはもちろんなんだけれども、そこに至るまでのプロセスをどういうふうに中の人あるいは

そこにかかわる人たちが評価していくのかということですね。計画づくりまでのそのプロセスへの

評価ということもここには直接関係ないのかもしれないけれども、すごく大事じゃないかなという

ふうに思ってちょっと言わせていただきました。

○中村計画課計画班課長補佐 ありがとうございます。余り関係ないかもしれませんけれども、ま

さに皆さんの地域がいかに自分たちの町をどうしようとかいうことを考えるのが大事だということ

で、これは全然別の予算体系なんですけれども、水産庁の中では事業化するためというよりは、む

しろ自分たちの地域をいかにして活性化させようであるとか所得につなげようという動き、背中を

押すために浜のプランというものを来年度予算でつくっておりまして、それはそれぞれの地域がみ

ずから立ち上がって考えていただくようなものに対して、水産庁みずからがアシストするといった

ところで、全国の津々浦々の漁村集落、数百カ所ありますが、それに対してアシストするようなそ

ういった仕組みも今考えて、来年度に向けて動き始めているという状況です。

○岡安座長 ありがとうございます。関先生もおっしゃっているように、全体としてのプラン、今

回はあくまで津波あるいは高潮の防災施設としての防潮堤であったり防波堤であったりということ

なんですけれども、後背地の土地の利用であるとか、あるいは災害に強いというのは、結果的には
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生産維持あるいは町なり地域の産業と暮らしを守るというか、発展させていくということだと思う

んですけれども、その中の一つに防災という要素があって、余り災害に脆弱だと人が寄りつかない

よねということも含めてだと思いますが、土地の利用とか産業の構造とかも含めてもう少し踏み込

んだ形で全体のプランニングができるように今後考えていただけるといいのかなと。

今回のご提案のものはこれでよろしいのかなと私は個人的に思いますけれども、これだとどうや

って来たものを極論を言えば水際で防ぐのかというところで終わってしまっているので、場合によ

っては堤内地、堤外地のそういった施設のあり方とかプランニングによって全体を守っていくとい

うようなプランニングもできるように、また今後考えていただければなと思います。

○中村計画課計画班課長補佐 今後勉強させていただきます。

○岡安座長 それでは、（３）水産環境整備にかかる便益算定手法（参考）について説明をお願い

します。

○水産庁から（３）水産環境整備にかかる便益算定手法（参考）について説明。

○岡安座長 これについてご質問、ご意見等ございますか。

○安永委員 簡単にコメント。考え方については特に異論があるわけじゃないんですが、今後こう

いった形で詰めていくに当たっては、１つは例えば増殖場における藻場の発生効果、それから、海

藻が分解した後どのように餌として利用されるのか、そういったところの部分技術についての調査

がまだちょっと足りないのかなというのが１点と、もう一点はマスタープランの話がありましたん

ですが、従来増殖場あるいは魚礁との関係等は、必ずしも事前に意識されて事業が行われていない

ケースのほうが大半だと思いますので、その点については既存の事業の中で一定の関連性が認めら

れそうなところで考え方を進化させるための調査をされるということがここの評価方法を改善して

いく上での一つの重要な要素になるんじゃないかなというふうに思います。

以上でございます。

○中村委員 潜在的なものを評価するのは非常に難しいと同時に重要だと思うんですが、ここでも

書かれているように過大評価とならないようにやっぱり配慮することが一番大事で、ポイントはや

っぱり価格の幅と、それから、やっぱり転換効率だと思うんですよね。そうすると、なかなか不確

実なことが多いので、幅を決めていたり不確実なことを込みにしてやるということになると、費用

対効果の値というものは１つだけではなくて、やはりあくまでも特に事前の場合は予測なので、こ
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ういう前提条件のときにはこうなるというふうに、何でもそうですが、統計の場合は信頼区間とい

うのがありますので、そういうやはり信頼区間、極めて統計的にやるのであれば信頼区間何％の中

でこれぐらいの幅ですよというふうに言ったほうが結局後になってみて、いや、費用対効果が高か

ったんだけれども、その効果は出ていないよということになると、それは価格が低かったんですと

か、あるいは結果的にこれだけ転換できなかったということが結果的に言われたらそうですかとい

うことになるんですけれども、ではそれだったら 初からやはりここにあるように、幅を持たせた

評価を出しておいたほうが僕はやっぱりいいと思うんですね。

とはいっても、なかなかＢ／Ｃはポイントで評価されるので難しいかと思うんですけれども、特

に事前評価の場合にはどうしても不確実性があるので、その確率分布というか、そういう強気、弱

気というか、その中で価格にしても転換効率にしても幅があって、レンジを持って出されたほうが

僕はいいと思うんですけれどもね。

○中村計画課計画班課長補佐 ありがとうございます。

○中村計画課計画班課長補佐 初の安永委員のお話でいきますと、例えば全部が全部の事業にい

きなり適用するというよりも、やはりこのピラミッドを形成する要素がある事業ということで、例

えば先ほどマスタープランを申し上げましたけれども、そういった複数のまとまりを持った海域全

体で取り上げているものについてまずはやってみる、そういった取り組みが必要かなというふうに

感じました。ありがとうございます。

中村委員のほうからおっしゃっていただいた信頼区間は幅を持ってということがまさに今、それ

とあとは価格をどう代替するか、この２つがおっしゃるように一番我々としても悩みでございまし

て、この転換効率は一応プランクトンから魚に対してのそういった標準値といいますか、何らかの

ものを設定してあげたほうが実際は使いやすいのかなというふうには思っていたんです。ですから、

何らかの代表した値をできればと思う一方で、その信頼区間ということで転換率から価格から幅を

持たすとしたほうがいいんじゃないかということなので、ちょっと表示の仕方とか２段構えになる

かもしれませんけれども、少し今のご指摘を踏まえてちょっと考えていきたいと思います。

○岡安座長 ありがとうございます。ほかにございませんか。よろしいでしょうか。

では、３番目の参考でご紹介いただいたものも終わったということで、以上費用対効果分析の手

法の検討についてという段が終わりました。いただいた意見を十分生かしていただいて、今後の評

価に役立てていただければと思います。

閉会


