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平成 26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要旨 

○開会 

○事務局から配付資料の確認 

○髙吉漁港漁場整備部長より挨拶 

○出席委員の紹介 

○出席者の紹介 

 

○水産庁より、直轄特定漁港漁場整備事業東浦地区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 ただいまの説明につきまして、各委員からご意見、ご質問を伺いたいと思います。 

○中村委員 一番効果便益額の高いのが漁獲物付加価値化の効果で 23.33億円。全体の便益の

７割ぐらいを占めていますが、内訳を教えてください。 

○高原計画課計画班課長補佐 この付加価値化の効果としましては、一つは衛生管理をしっか

りやることにより国内向けのホタテガイの単価を約 10％上げることによる効果と、もう一つ

は、ＥＵへの輸出向けに現状の倍の量を確保することにより、国内向けよりもさらに単価の高

い取引ができることの２つの効果を積算しております。 

 ホタテガイの陸揚げに対応した屋根付き岸壁の整備による出荷量の増加として。 

○中村委員 ６億 3,500万と、もう一つが。 

○高原計画課計画班課長補佐 衛生管理施設整備による魚価安定化の効果として約 17 億円で

す。 

○中村委員 これが大きいですね。 

○高原計画課計画班課長補佐 はい、23億円です。 

○中村委員 衛生管理をすることで、ホタテガイの単価が上がる、今の単価に対してだいたい

１割上がる。 

○高原計画課計画班課長補佐 はい。 

○中村委員 漁獲量自体は変わらないですね。 

○高原計画課計画班課長補佐 はい。 

○中村委員 １割上がるという根拠を教えてください、簡単で結構です。 

○高原計画課計画班課長補佐 これは北海道の事例でございます。北海道開発局がいろんな方

法を用いまして、衛生管理をしっかりやったときの漁獲物の単価がどれぐらい上がるのか調査
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をしました。だいたい１割から調査方法によっては３割ぐらいまで効果があったとの結果が出

ており、最低限の結果である１割を効果として見込むことということで。 

○中村委員 衛生管理をしっかりするということは、今まで市場に出ているのは逆にいうとそ

れほどしっかりされていないものがあったということですか、そうではないのですか。 

 イメージからすると、今までよりも市場に出せるロットが増えるのではないかと思うのです

が。今までのやり方では市場に出せなかったものが衛生管理をしっかりやると出せるものとな

り、今までの１００に対し、１１０になるということであれば増えますが。 

 つまり、今までよりもホタテの質がよくなるということですか。だとすると、今までの質は、

よくなかったのですか。 

○高原計画課計画班課長補佐 衛生管理の効果としては、やはり鮮度を落とさず品質がよい状

態で出せることになりますので、水産物の高付加価値化と、便益自体も付加価値がつくと見て

います。一般で流通されるものよりも価値が高いものということで。 

○中村委員 水産物の付加価値が高いというのは、あくまでも生産者側の考え方で、市場で売

られるものは、買人が品質がよく付加価値が高いことを認識していること、流通側が認識しな

いと価格が上がりませんね。その辺は大丈夫ですか。 

○高原計画課計画班課長補佐 いろいろ調査をした結果により、大体ミニマムとして、これぐ

らいはあるだろうと、１割を上げることを見込んでいるところです。 

○中村委員 品質がよくなるのはいいことですが、値段が上がれば消費者の需要は減りますね。

なるほど、これは、効果のシェアがすごく大きいですね。 

 次に、水産物の生産コストの削減効果について、労働時間が短縮する効果ですけれども、減

る労働時間数に、時間費用を掛けて、労働時間の削減額が効果になると算定されていると思い

ます。今までいろんな作業をしていたが、整備後はいままでどおり作業をしなくて済むように

なることで、仮に一人当たり１時間も労働時間が減ることになると、その減る１時間でどうす

るのですか。つまり、空く１時間でほかの生産関係の作業をするとか、付加価値に十分貢献で

きるようなことでないと、本当の便益にはならないのではないか、その点は大丈夫ですか。 

 要するに、労働時間が減る、その分、給料も減ります。 

○高原計画課計画班課長補佐 労働時間が減ること自体に価値があるという。 

○中村委員 今までは８時間かけて仕事をしていた。要するに８時間で 100という仕事をして

いたのが、７時間で 100という仕事ができるようになるわけですか。 

○高原計画課計画班課長補佐 はい。 
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○中村委員 その場合、支払う側の要するにオーナーというか、雇用主、賃金を支払う側は大

丈夫ですか。賃金は雇用主と労働者の間で決まっているので、働く側が１時間減るというので

あれば、今まで８時間の労働時間が７時間で済むのだから、７時間分しか賃金は支払わないと

いうことになりませんか、交渉で。 

 通常、効率的にやるとすると、今の賃金で７時間になると、余暇の便益に該当すると。つま

り、我々がある一定量の仕事をするのに８時間もかかっていたのを７時間でやるということは、

効率的にやれるということになる。従って、自分自身が使える時間が増えることだから、余暇

時間の便益ということではありませんか。 

 要するに、生産、ワークが効率的にできることは、今まで８時間のものが７時間で済むとい

うことで、１時間余るわけですね。１時間の労賃で便益を計算されていると思うのですが。 

○高原計画課計画班課長補佐 働く方の労働時間が減ります。 

○中村委員 そうですね。 

○高原計画課計画班課長補佐 その方の労働時間が減ることで、便益が生じているという。 

○中村委員 それは誰の便益になりますか。 

○高原計画課計画班課長補佐 働いている人というか、漁業者さん個人の。 

○中村委員 ということは、可処分時間というか、自由時間の便益ですね。 

○高原計画課計画班課長補佐 はい。 

○中村委員 いや、生産コストの削減効果ではなくて、便益は労働の効率性による可処分時間

というか、余暇時間の便益になります。確認ですが、生産コストが下がっていれば生産コスト

です。労働生産性は上がることになる。８時間から７時間になるのであれば、付加価値は上が

っています、つまり労働生産性の便益です。 

○高原計画課計画班課長補佐 そうですね、その方が働く時間が減る、水産物の生産にかかる

コストが縮減されるという考え方で整理しているのですが。 

○中村委員 いや、生産にかかるコストは別だと思いますが。同じ賃金を払っていれば。８時

間で１万円払っているのも７時間で１万円払っているのも同じ額であればコストは変わらない

です。 

○高原計画課計画班課長補佐 誰を基準に考えるかですが、例えば今おっしゃられたように、

誰かを雇っているということであれば、その時給分の１時間が安くなるという考え方でもいい

と思います。 

○中村委員 しかし、これは削減コストではない気がする。 
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○高原計画課計画班課長補佐 そうです、だからそういう考え方と、あと個人々でやられてい

る方は、自分の１時間、その部下の方も。 

○岡安座長 漁業者さんの働き方にもよりますね。 

○高原計画課計画班課長補佐 おっしゃるとおりです。 

○岡安座長 一般の事業者のようにほかに仕事がたくさんある状態であれば、この分は減るイ

メージなのでしょうけれども。 

○中村委員 一般的に、生産コストが下がれば、供給側のコストも下がるので、市場価格が下

がるはずです。 

 だから、この便益の効果は、単に労働者のための効果だけではない、やはりコストが低下す

ると当然、供給費用は下がりますから、市場価格はどこかで下がる効果になります。従って消

費者の便益が上がることが、帰着だと思いますが。 

○高原計画課計画班課長補佐 便益の効果は、作業時間が減ることをどのように貨幣化するの

か検討した中で、単純に時間に掛けて時給を算定しております。先ほど岡安委員がおっしゃら

れたように、空いた時間を、ほかの作業に回すとか、別にほかのことに使える効果自体を貨幣

化するに当たっては時給という考え方をとらざるを得ない。計測するために時給を払う人に結

びつけた考え方になりますけれども、作業時間が１時間減る効果を捉える場合に、単純に時給

を掛けています。 

○中村委員 それはやはり可処分時間の効果ですか。 

○高原計画課計画班課長補佐 はい、そういうことです。 

○中村委員 生産コストの削減効果だということについては、財務省に説明するときにいかが

か、という気がします。コストは下がっていない。自分の労働時間中に、Opportunity Cost、

選択機会が増えると考えれば、その人に帰属する機会費用が上がっていることになるわけです

から、可処分時間の効果だと定義したほうがわかりやすいと思います。労働時間を効率化され

るということは。コストが削減されるのであれば、最終的に価格が下がらないとおかしいので、

下がる圧力を抜かないと。これにより下がるのかというと下がるわけではない。 

 作業従事者が８時間働いて１万円もらっているところを７時間で 8,000円をもらうことにな

れば、生産コスト削減になると思います。しかし、そうではない、この場合は作業時間短縮の

効果となり、この人の可処分時間、平たく言えば余暇時間であり、自由に使える時間の効果。

私は存在する効果自体を否定してはいませんので、表現の仕方で、生産のコストの削減効果だ

とするのは、違うのではないかという気がしますので。 
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○岡安座長 お話を聞いていて、中村先生のおっしゃることはごもっともだなという感じもし

ましたが、説明資料の絵に２人しか書いていないのでわかりにくいのかと、例えば 10 人でや

るところが９人でできます、ということになれば、単純に生産コストの削減というか、それが

回り回って消費者の価格の低下になって消費者便益が上がれば本当はいいわけですね。 

○中村委員 そうです。 

○岡安座長 だから、この状態で果たして価格が一定のままなのか、下がらないのかというこ

とについては、需給関係の話にもなるので私もよくわかりませんけれども。 

○中村委員 それは難しいですけどね。 

○岡安座長 難しいとは思いますけれども、説明資料は２人ですけれども、10 人で作業して

いたのが９人でできることになるのであれば、雇う人数が減って生産コスト自体は下がる。そ

れが税金を投入するという意味合いからいうと、消費者の便益につながれば本当はいいという

ことなのでしょうか。 

○中村委員 そうしたら、私は、便益の効果については労働生産性の向上であるという気がし

ますけれども。やはり今まで８時間で働いているのを７時間で仕事ができるのであれば、やは

り労働生産性の向上です。 

○高原計画課計画班課長補佐 そうですね、おっしゃられることも十分理解できますので、便

益の効果につきましては時間をいただいて、整理した上で回答したいと思います。 

○中村委員 長時間かけて恐縮ですので、どうぞ先に。 

○岡安座長 はい、このことについては算定の仕方はマニュアル化されていると思いますので、

しっかりと議論をしていく必要があるかもしれませんね。 

○中村委員 そうですね。 

○高原計画課計画班課長補佐 私どもは、水産基盤整備事業費用対効果のガイドラインを策定

しまして、便益の積み方の部分をガイドライン化しているわけでございます。 

○岡安座長 ただいまの中村先生のご意見は、作業時間の削減によって、ある便益を生んでい

ることはお認めいただいているわけです。ただし、便益の評価項目に整理する上で、さらに考

えることが必要ではないのか、ということでよろしいですか。 

 つまり、ガイドラインに反映するのか、あるいはこの事業についてのみで考えるのかは別と

して、今後、さらに考えていただきたい。 

○中村委員 補足しますと、付加価値化の効果と書いてありますが、生産コストが下がること

は付加価値化の効果ではありません。労働生産性が上がるということであれば付加価値化につ
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ながると思います。 

 生産費用が下がるということは、供給コストなので、必ずしも付加価値化とは限りませんが。

この場合の付加価値化は質が上がることを意味しているので、そもそもの入り口である上流に

さかのぼりますと、労働生産性と資本生産性がありますが、労働生産性が上がるということ。

そうすると付加価値化に結びつくということで、供給コストの削減よりも労働生産性の向上が

付加価値化のネーミングにはすっきりくるかと思います。 

 しかしながら、本件につきましては、水産物生産コストの削減効果でいいです。 

○高原計画課計画班課長補佐 付加価値化につきましては、水産物の価値が上がる部分を付加

価値化と整理しておりまして、生産コストにつきましては、労働時間がどれだけ短縮されたの

かについて考慮するということでございます。 

○中村委員 しかし、漁獲物付加価値化の効果であるのに水産物生産コストの削減効果と整理

している。 

○高原計画課計画班課長補佐 はい、水産物が衛生管理の効果によって、鮮度がよくなったり、

品質がよくなったりする部分を付加価値がついたということで便益として計上しているという

部分でございます。 

○岡安座長 ですから、中村先生のご指摘は、一番上の水産物生産コストの削減効果として整

理してしまっているということです。 

○高原計画課計画班課長補佐 この評価書ですと。 

○中村委員 この 23億 3,000 万円。 

○高原計画課計画班課長補佐 私どもは労働時間の減少につきましては、これまで生産コスト

の削減効果と整理しまとめております。次に衛生管理の結果、品質が上がることを見込む、そ

ういった部分は付加価値化と整理しています。 

○中村委員 そうですか。わかりました。いいです。 

○岡安座長 中村委員、整理をしていただくということで、よろしいでしょうか。 

○中村委員 はい。 

○岡安座長 ほかにご指摘があればお願いします。 

○古屋委員 衛生管理、対ＥＵ輸出基準に対する現地対応状況のところで、生産海域について

も生産漁船についても加工場についても全て対応済みとなっている中で、漁港の施設に関して

だけがまだ未対応となっており、今回整備するということですが、効果の発現する時期を見る

と 33 年度からとなっており、まだ時間がかかるような状況ですけれども、いろんな施設整備
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の優先順位があると思うのですが、ほかのところが全て対応している中で、基盤部分のおくれ

によって、ＥＵへの完全な対応がまだまだなされないような状況になっているので、できるだ

け早く進めていただきたいというのがまず一つです。 

 全部完成しないと効果が出せないのですか。 

○高原計画課計画班課長補佐 実態上、漁業者の皆様、地域の皆様と整備の優先順位を調整し

ながら、できるだけ早期に整備をしていきますが、効果の積算と、計上の仕方につきましては、

一番の安全則を見ているというか、Ｂ／Ｃで過大評価よりも過小評価をして計上しているとこ

ろです。実態はもっと前倒しでも可能だと思います。防波堤よりも屋根を優先しようというこ

とであれば、整備箇所の優先順位はその都度考えていけるようにしたいと思います。 

○古屋委員 わかりました。 

○岡安座長 ありがとうございます。はい、安永さん。 

○安永委員 私もＥＵ対策、衛生管理の面でうかがいます。施設の整備では屋根付岸壁をつく

られ、その関連で適正に排水処理をするということですが、具体的にはどのような施設をつく

られるのかという点が一つです。あとは衛生管理による効果率が 10％で、この数値は道庁の

検討結果等を踏まえて出されたとのお話でしたが、衛生管理で改善される点、例えば資料では

降雨とか鳥糞、直射日光の防除と書かれていますけれども、どの点が一番優先すべきことであ

るのかがもう少しわかるといい感じがします。 

○高原計画課計画班課長補佐 まず排水の話でございますけれども、これは岸壁を改良する際

に排水が直接海に流れ出ないような構造にしまして、それを集めて処理できる形にするという

ことです。 

 次に屋根を付けるときの効果ですが、なぜ屋根を付けるのかというご質問でございますけれ

ども、やはり直射日光もそうですが、鳥の羽だとか、糞だとか、屋根がないと直接かかってし

まいますし。また昨今、鳥インフルエンザも問題になっていますので、そういった部分から守

ることが大きいと思います。 

○安永委員 わかりました。 

○岡安座長 ほかにございますか。よろしいですか。 

 では、いろいろご意見いただきましたので、またそれも含めて検討いただければと思います。 

 

○水産庁より、直轄特定漁港漁場整備事業様似地区の事業内容と事前評価の概要及びその効果

を説明 
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○岡安座長 それでは、以上の説明につきまして、何かご意見、ご質問ございましたらお願い

いたします。 

○古屋委員 定量的な効果の概要の①の部分で、生命・財産保全・防御効果のところで、耐震

強化岸壁をつくることによって、発災後速やかに漁業の再開が可能になるということですが、

現地は襟裳岬のすぐ近くで、津波が集中しやすいところで、漁港の被害だけではなくて、周囲

の道路も大きな被害があると思います。 

 陸揚げをいち早くできたとしても、水産物が速やかに市場に出荷されるのかどうかは難しい

と思います。災害時の効果を想定するときは、今回、定性的な効果として挙げられていますが、

例えば、さらに緊急物資を受け入れることが可能になる効果等をも定量化すること、多様な効

果を前面に出していくことが、必要ではないでしょうか。 

○高原計画課計画班課長補佐 緊急物資が運べるようになるという効果は定量化しづらい部分

が一つありますので、定量化に結びついていない、そのＢ／Ｃを算出する手法として一つある

ということ、また地域の都合がありまして、大々的に港湾と漁港の仕分けがある中で、例えば

港湾が緊急物資対応ということで地域防災計画に位置づけられていると、近隣にある漁港は、

やはり漁業が早く再開できるようにという位置づけになる。実態上として何かが起これば、出

荷が可能な漁港から出して、陸揚げが可能な漁港から受け入れられることができればいいと思

いますが。やはり、港の位置づけがありますので、いまの段階で評価書において断定すること

はできないといった２つの理由がありますので今回は定性的な効果にとどめているところでご

ざいます。 

○古屋委員 この場合は、浦河港がその役割を果たすのですか。緊急物資の輸送とか。 

○高原計画課計画班課長補佐 浦河です。 

○古屋委員 マニュアルもあるでしょうけれども、先ほどから話も出ていますけれども。 

○高原計画課計画班課長補佐 あと計算方法が課題です。一般的に理解が得られる計算方法を

しなければならないものですから。 

○古屋委員 ぜひ今後検討していただければと。 

○岡安座長 私からも関連することで、事業費の中で耐震強化岸壁と外東防波堤の改良が非常

に大きなウエイトを占めています。先ほどの古屋先生がおっしゃっていたように、そのバラン

スするところの便益が見積もれていないということで、効果は定性的なところで、おさまって

いるわけですけれども。 

 今後、同様な事業をされるときに、ある程度ダイレクトに効果を算定する手法を考えておか
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ないと、様似漁港についてはともかくとして。特に防災面では以前から言われていることです

けれども、改良しにくいということになってしまうのではないかと。今回、特にその事業費の

かなりの部分が防波堤と耐震化に配分されているのではないかと思いますので、ダイレクトに

効果を算定する手法を考えていただかないと、適正な費用対効果の分析としての評価がしにく

くなってくるのではないかという気はしますけれども。 

 ほかに何かございますか。安永先生。 

○安永委員 衛生管理対策で、今回は中国への輸出物が主対象ですけれども、中国向けの輸出

物にもＥＵと同じ基準はないとしても衛生管理基準のようなものがあるのですか。 

○高原計画課計画班課長補佐 対米やＥＵは、ありますけれども。中国向け、アジア向けには

特段、指定とか、受けなければならないということは、ありませんが。 

○安永委員 そうですか。そうすると、例えば衛星管理対策により単価が、ある程度上がる可

能性があるとか、評判が高くなってさらに輸出量が増える可能性がある、そういうところが見

込まれるということでしょうか。 

○高原計画課計画班課長補佐 まさに、おっしゃるとおりです。 

○安永委員 もう１点うかがいます。波浪が静穏化されることで作業効率が上がるというお話

でしたが、具体的には、例えば作業時間が何％ぐらい減る可能性があるのか、外部船の入港日

数がどのぐらい増える可能性があるのか、その辺の数値はわかりますか。 

○高原計画課計画班課長補佐 日高中央漁協に、業者に、整備後にどれぐらい時間が短縮でき

るのかヒアリングをして、陸揚げ作業時間は全体で１時間ぐらいかかっているところが 30 分

ぐらいになるとのことで結果に基づいて便益を算出しております。 

○安永委員 そうですか。それが便益の中に繰り入れられているということですね。 

 わかりました。 

○岡安座長 ほかにございますか。 

○中村委員 説明資料の７ページのタラの輸出数量、価額の推移ですが、平成 24年から 25年

で数量、金額ともほぼ倍増しています。函館税関の統計ですね。左の軸が数量トンで右の軸が

金額だと思いますが、数量と金額が同じような比率で増えているということは、金額、単価は

変わらなくて、輸出量だけが増えているのではないかと思いますが、どういう理由があります

か。中国、アジア向けが圧倒的だということですから、相手先の何か理由でもありますか。 

○高原計画課計画班課長補佐 単価が変わらなくて、量が増えたということですか。 

○中村委員 棒グラフと折れ線の数字を比較してみると、金額は倍増していて、数量トンは倍
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増していません、ということは金額は上がっているわけですね。僕、見間違えましたが、金額

は単価が上がったからなのですね。 

○高原計画課計画班課長補佐 はい。 

○中村委員 もちろん魚の量も増えているわけですけれども、魚の量は 31,486 トンから 49千

トンだから、1.6 から 1.7 倍ですけれども、金額ベースだと２倍弱ですので、明らかに単価が

上がっている。需要が強くなっているということですが、最大の理由、根拠はどこにあるので

すか。教えていただきたい。 

○高原計画課計画班課長補佐 いろいろ要因はあると思いますけれども、やはりアジア諸国の

購買欲が強いから単価も上がります、円安、為替レートの影響もあります、相乗効果により量

も単価も上がった、というのが事実です。データの根拠、中身の詳細について把握はしており

ません。 

○中村委員 はい、事実はよくわかります。つまり、ほとんど中国向け香港かと思いますが、

それは何でそんなに急に増えたのか。 

○高原計画課計画班課長補佐 これはまず…… 

○中村委員 ほかは減っているわけですから。日本全体の輸出は同じですけれども、タラ類の

輸出が増えているという。 

○中泉計画課長 私から説明いたします。輸出の場合は最近の動きを見ますと、一つは、プラ

スの面では養殖物も天然物も含めて非常に単価がよくなっているということ、特に養殖関係は、

量も増えています。それと、マイナスの要因では、東日本大震災の影響で、特にやはり輸出が

ほぼゼロに近くなる状況にまで止まったのが中国とか韓国です。その中でも引き続き一部輸出

されていたものもあったと思います、そういった総合的な影響が 25 年度にここまで量が増え

る、それから単価も上がるという状況になったのではないかと思います。 

○中村委員 それはかなり金額が倍増しているのがすごいことなので。 

○中泉計画課長 北海道は本来ならたくさん獲れると輸出します。もう一つは、スケトウダラ

の資源がだいぶ厳しくなってきて、値段が上がっているものが輸出されている状況です。そう

いうことがいろいろと反映されていると思います。 

 しかしながら 26 年度はどうなるのか、やはり今後とも推移を見て見ないと予測がつかない

ものでございます。 

○中村委員 今質問した意図は、輸出する漁港が今後も持続可能とするためには、倍増してい

るのが、要するに価格という、供給側の仕入れ管理の影響で上がっている部分と、それから需
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要サイド、例えば香港とか中国の富裕層が、日本のものを非常に需要が高まっているというこ

とで、輸出数量と価額が倍増したと。北海道の場合はかなりそれぞれの漁場が特化型ですね、

魚に対して。 

○中泉計画課長 そうですね、限られるとみなされるでしょうね。 

○中村委員 そうすると、供給は資源とか、漁港の整備によって動かすことはできるけれども、

需要は、相手先があってのことですから、マーケットのリサーチもしっかりとやらないと。計

画課が担当ではないかもしれませんけれども。 

○中泉計画課長 ただ、先生がおっしゃられるように、単純に需要と供給で決まるのではなく

て、いわゆる需要をかき立てる場合には、やはり水産物の品質がいいことが必要だと思います。 

○中村委員 需要をかき立てるのは、供給があることが要因です。供給が需要をかき立てるの

で、要するに需要と供給の相対効果で決まるので、品質がよくて需要をかき立てるのは、大元

は供給側の要因です。 

 だから、いいものをつくったら売れるのは、やはり供給、サプライサイドの話です。 

○中泉計画課長 もちろん、そのためには需要、ニーズが品質のいいもの、魚のサイズの大き

いものを求めているわけですから、むしろ日本側も積極的に、今売り込もうとしています。 

○中村委員 ということは、やはり供給側の漁港とか、供給サイドの政策が基盤ということに

なりますよね。 

 とにかく、平成 24年から 25年にタラの輸出数量、価額がすごく上がっているので、一体ど

こに原因があるのかと思いまして。 

○岡安座長 中国はわからない、あくまで個人的な感想ですけれども、昔は川魚主体だったの

が海魚が結構…… 

○中村委員 そうですよね、海魚食べるようになったね。 

○岡安座長 食べるようになったけれども、最近は乱獲気味で中国の水揚げ量も水揚げ高自体

が頭打ちになっているところですが、需要は相変わらずありますから、震災が終わって一段落

したところで増えているという感じで見ています。中国自体は魚に対する需要は、簡単にはす

ぐ減らないだろうという感じがしますので、日本側の供給面で追いつけば、円も少し安くなっ

ているというか、元が強くなっているというか、最近、中国へ行くと元が妙に高いので、昔に

比べると非常に行きにくくなったと思います。そういう意味からでも購買力が高くなっている

という感じがします。あくまで個人的な感想ですけれども。 

 ほかにございますか、よろしいでしょうか。どうぞ。 
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○古屋委員 様似漁港の漁獲量のうちスケトウダラの比率が高いので、単価を出してみたとこ

ろキロ 40 円ぐらいです。一方、輸出の資料を見てみると平成 24 年は 65 円、25 年は 80 円に

なっていまして、様似のスケトウダラがかなり安いという感じです。付加価値化を図るための

整備をするのとあわせて、魚の単価自体を上げていく取組とあわせて、両方を考えていかなけ

ればならないと思います。 

 意見ですけれども、事業評価の効果分析項目、評価根拠に、地元の方の努力とかも反映して

いただければと、ぜひ、お願いしたいということで。 

 以上です。 

○岡安座長 ありがとうございます。 

 今いろいろと出たご意見について、もう一度検討いただいて、今後、事業に反映していただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○水産庁より水産物供給基盤整備事業塩釜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 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの塩釜につきましてご意見、ご質問等ありましたらよろしくお願いいた

します。 

○安永委員 感想程度のところですが、今回の変更案は全般的にわかりやすく、合理的な内容

になっていると思いますので、特に意見、異論はありません。ただし、一点教えていただきた

いのは、今回の案では、車と人との衝突を避けるため、両者の作業線を考慮して全体の施設の

構成を図るとされていますが、こういった事業は他の漁港でもなされた例があるのでしょうか。 

○高原計画課計画班課長補佐 だいたい、衛生管理型の漁港は、今、荷さばき所を整備する場

合は、車両が入ってきますと危険性だけではなく、排気ガスやタイヤにいろんな危害要因がつ

いてきますので、まずは車両を排除することから始める。 

 あと、水産物の動線を一方向にする、行ったら戻さないということを基本としてやっており

ますので、おのずと作業性も向上することになると思います。 

○安永委員 ほかの漁港でも同様な危険防除、作業性向上を考慮した事業をなさっているので

あれば、そういった面での経験とか実績、改善点等を十分に踏まえて今回さらに効果的な事業

計画をつくられることがよろしいかと思います。 

○高原計画課計画班課長補佐 もちろん、実績はもうございます。 
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○岡安座長 ほかにございますか。 

 細かいことで恐縮ですけれども、基礎の変更というところ、これは事業を開始してみて、や

はりボーリング等をしたら、こういう地盤だということが確認できたという状況ですか。 

○高原計画課計画班課長補佐 そうです、既存のボーリングデータだけではなくて、直接建物

を建てる土地の地質のボーリングは、事業を開始しないとできませんから、詳細にボーリング

をした結果、杭基礎が必要であり計画変更します。 

○岡安座長 当初は震災の応急措置的な意味合いが強かったのだろうと想像しますけれども、

当時の状態でできるプランニングと、実際に少し時間が経って丁寧に中身を見直したら、当時

の状態とは違いますので、計画変更となる内容はよくわかります。額が結構膨らんでいますの

で、震災の復旧に関連して、事業費の精査ができなかったのか、後々からはそういう感じはい

たします。今後、そんなに災害があっては困りますが、教訓として生かしていただいて、もし

万が一、次というのがあるのであれば、そのときはなるべく変更が少ない計画が立てられると

いいと思います。 

 その計画の変更前、変更後、今回の事業変更については妥当かと思いますので、よろしいか

と私は思いますが。 

 そのほか、ございますか。 

○古屋委員 今回、実際の工事にはいってから、ボーリング調査をして設計が変わったという

ことですが、被災地の漁港では、ほかにも同様のことが起こり得るでしょうか。 

○高原計画課計画班課長補佐 実際、去年同じような案件で再評価をかけさせていただいた石

巻漁港も同様の形で計画変更しており、特に基礎の変更、基礎の構造の変更という形で事業費

が増加したということでございまして。 

○古屋委員 そうですか。 

○中泉計画課長 少し補足しますと、普通の漁港であれば、ある程度ランダムに大まかにボー

リングができますけれども、今回、まさに石巻もそうですけれども、すごい被災状況があった

のです。なかなかそういう作業はできませんでした。 

 今回非常に怖いのが、軟弱層がレンズ状に入っているのが一番怖いわけです。昨年の石巻は

こういう入り方ではないですけれども、今回は軟弱地盤の中でも非常に見つけにくい、扱いに

くい地層だということです。 

○岡安座長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 特にないようでしたら、以上で塩釜の件につきましては、ご意見いただいたということでご
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ざいます。期中の評価でございますので、ご意見を参考にして事業を進めていただきたいと思

います。 

 以上３件、ご説明いただきましたので、３件を通して何かご意見等ございましたら委員の先

生方からいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。特によろしいですか。 

 では、本日いただきました、ご意見を参考にしていただいて、今後の事業に生かしていただ

ければと思います。 

 

○閉会 


