
   
                         

   

   

   
   
   
   
  
   
   
   

   

平成１７年度農林水産省政策評価会 
水 産 庁 専 門 部 会 (第１回)

議  事  次  第

農林水産省水産庁中央会議室

平成17年６月２３日
１３：３０～１６：００

１．開  会 
 
 
２．企画課長挨拶 
 
 
３．議  事 
 
 （１）平成１６年度実績評価について 
         
  （２）平成１７年度公共事業評価について 
 
 
 
４．閉  会 
 
 
＜配布資料について＞ 
 
（資料） 
 
 ・資 料 １   実績評価一覧表（案） 
 
 ・資 料 ２－１ 実績評価の修正事項（6/16事前送付からの修正） 
      ２－２ 実績評価結果（案） 
 
 ・資 料 ３   公共事業の事後評価書(案)  
          （水産基盤整備事業等の期中の評価）

「第一回農林水産省政策評価会水産庁専門部会 出席者名簿」

 
氏   名 

（５０音順・敬称略）

 
所      属 

 

 
水産庁専門部会委員 
 
 池添 恭弘 
 

 
 
 
漁業者（徳島県阿南市、小型底引き）、（全国漁青連副
会長） 



 田中 栄次 
 
 中山 嘉昭 
 
 ﾌﾀﾑﾗ 
 二村 真理子 
 
 若林 良和 
 
農林水産省政策評価委員 
 
 大木 美智子 
 
 大山 達雄 
 
水 産 庁 
 
 坂井 眞樹  
 
 橋本 牧 
 
 影山 智将 
 
 事 務 局 
 
 

 
東京海洋大学 助教授 
 
静岡県水産加工業協同組合連合会 理事 
 
 
愛知大学 助教授 
 
愛媛大学 教授 
 
 
 
消費科学連合会会長 
 
政策研究大学院大学研究科長、教授 
 
 
 
企画課長 
 
計画課長 
 
防災漁村課長 
 
漁政課政策評価班他 
 
 

平成１７年度 第１回 農林水産省政策評価会水産庁専門部会の概要 
        日時：平成１７年６月２３日 １３：３０～１６：００ 
        場所：水産庁中央会議室 
 
＜出席者＞ 
◎水産庁専門部会委員：池添委員、田中委員、中山委員、二村委員、若林委員 
◎農林水産省政策評価委員：大木委員、大山委員 
○水産庁：企画課長、計画課長、防災漁村課長、事務局（漁政課政策評価班他） 
 
＜議事概要＞ 
  企画課長の挨拶に引き続き、座長・副座長の選出があり、田中委員が座長、若林
委員が副座長に選出された。 
 
 
議題（１）「平成１６年度実績評価について」 
 まず、資料に則り事務局から説明が行われた後、田中座長の議事進行により各委員
との間で以下のとおり質疑応答がなされた。 
 
（若林委員）２点ある。１点目は政策分野６－８「漁業生産を支える人材の確保・育
成」について、新規就業者数の統計が廃止されたとのことであるが、その経緯につい
てお聞きしたい。また、廃止された統計に代わって聞き取り調査をもとに推計してい
るとのことであるが、この数値は今後の政策上、非常に重要であり、代替方法を考え
る必要があるのではないか。 
  ２点目は、政策分野１０－３「漁村地域における総合的整備の推進」における目
標値で、アンケート「地域住民等の漁村整備に対する満足度」についてであるが、自
分の経験からも、満足度を１００％にすることは困難であると思う。それで、こうし
た量的調査に加えて、質的な面からの満足度を測る指標を考えて政策評価に活かす必
要があるのではないか 
 
（坂井企画課長）統計が廃止された経緯については、国による統計を必要最小限にす
るとの趣旨で統計情報部で行った全体的な見直しの中で残念ながら廃止になったも



の。こういった調査については、漁協に対する聞き取りなどをとおして調査を行って
きたところであるが、個人情報保護の観点から調査が行いにくく例などもあったよう
だ。 
  平成１６年の新規就業者数に関しては、都道府県で継続的に調査しているところ
もあるので、調査を行っているところの数字をベースに、平成15年から16年にかけて
の新規就業者の変化率を計算し、全国ベースの人数を推定した。 
  また、代替方法については、新規就業者についてのデータは重要度が高いので、
平成18年度予算の中で、委託調査といった方法により何らかの調査ができないか検討
中である。 
 
（若林委員）これらの数値は、水産政策上極めて重要なデータの一つであることか
ら、是非、継続の方策を検討すべきである。 
 
（事務局）満足度に関するアンケート調査の目標値を１００％とすることに関して
は、確かに１００％が満足するということは現実的には困難であると認識している
が、では何％であればよいのかという点について明確にすることができないというこ
ともあり、今回はこのような指標にせざるを得なかった。これから行う平成１７年度
の実績評価については、分野の数や目標値について全体的な見直しをしていくという
流れがあるのだが、その一環として、アンケートものの指標はメインの指標としては
外れる可能性もある。その点については８月に再度評価会を開催してお諮りし、取り
まとめてゆきたいと考えている。 
 
（議長）指標については現在は曲がり角にあり、後日検討する余地があるということ 
 
（二村）若林委員の意見に関連して、単純に疑問に感じるのだが、例えば９０％を目
標とした場合、批判が起こる可能性があるのだろうか、１００％にすべきという議論
になるのだろうか。 
  また、政策分野６－１０「漁業協同組合の事業・組織基盤の強化」について、漁
業基盤強化・安定のために漁協合併を進めているところであると思うのだが、指導・
助言だけではなくもう少し強力な手法でありうるのではないか、例えば合併したら何
か特典を付けるなど。 
 
（坂井企画課長）漁協の合併については、基本的には「自主的な取り組み」というス
タンスを前提としており、その上で合併を促進するための法律を作っている。このよ
うな枠組みのもとで漁協への指導・助言のみならず、合併に必要な事務処理等、ある
いは漁協役員の意識改革に資する研修や、融資関係でも特別な配慮措置を行ってい
る。その法律の終期が平成１９年度であるので、これをひとつのインセンティブとし
て強力に合併を進めているところ。 
  アンケートの満足度については、例えば９０％、８０％というのは本来はかなり
高い数値とみなせると思う。先ほどのご指摘にもあったように、質的調査を導入する
という点も含めて、見直しを図っていくこととしている。 
 
（中山委員）加工業関連の立場から言わせて頂くと、水産庁事業の８０％以上が第１
次生産者、つまり漁業者向けである。加工業と漁業は車の両輪であり、たくさん漁獲
しても、陸で加工する施設などがなければ意味がなく、連携していくことが大切であ
り、加工業者へももっと目を向けた取り組みを頂きたい。また、水協法の規定のしば
りが厳しく維持が難しいこともあり、全県的に水協法上の組合が減っており、中企法
上の組合が増えている。協同組合の組織基盤をどのように育てるかという視点もぜひ
政策に入れていっていただきたい。 
  もう一点は、政策分野８－４「水産技術の開発」に関連するが、技術をこれだけ
開発したという数を目標とするのではなく、どのように利用されているかという実態
についての評価の視点も大切なのではないか。 
  
（坂井企画課長）ご意見を踏まえて、今後とも加工関係も含めて政策評価の内容を検
討していきたいと思う。 
  加工流通関係の重要性について、今年の水産白書でも中食の増加など水産物の消
費形態は大きく変化している点を取り上げている。練り製品などの従来のものとは違
った加工も増加している。こうした変化に対してどのような対応を取るのか、漁業の
面からも、加工の面からも大変重要な事項になってきている。 



  中小企業法と水産業協同組合法では、組合設立の際に人数的な制限が違うのだ
が、いずれの組合にしても水産加工業ということで水産庁の行政の対象として取り組
んでいるところである。 
 
（事務局）開発された技術の利用実態の件であるが、技術の利用率まで踏み込んだ方
がよいのではないかという指摘は前々からあり、実際農水省の技術会議などでは、利
用率に関しての分析も行っている。このような技術開発的な政策に対して、現在のよ
うな毎年度ごとの評価を行うのが正しいのか、むしろ複数年単位ごとで評価する総合
評価としてはどうかという議論もあり、そういった部分も含めて、今後の検討課題で
ある。 
 
（大木委員）先日聞いた話だが、たとえば３００グラム以下の小さなサバや、川を遡
上してきたような色の悪いサケなどは日本では売れないので中国へ輸出しているとい
う。せっかく安くおいしく手に入れるチャンスなのに、規格的な問題で市場に出回ら
ないことがあるという話だったが、実際に水産物に関しては何か規格があるのか。ま
た、行政側で小さい魚も出荷するようにできないのか。 
 
（坂井企画課長）水産物はサイズ等について強制的な規格はない。一定の体長未満の
魚は漁獲してはいけないといった制限はあるが。 
  ある程度以下のサイズの魚は食用にならず値が付かないという事実はあるが、消
費者の好みの問題などもあり、行政として出荷を強制するようなことはできないと考
えている。他方、消費者に正しい情報を伝達する努力を行っており、産地・養殖・解
凍などの表示を行っている。そういった情報提供の中で資源の有効利用に少しでもつ
なげて行く意味で、今後工夫ができればと思う。 
 
（池添委員）政策分野６－８「漁業生産を支える人材の確保・育成」の評価結果で、
16年度には1391人の新規参入者を確保でき、目標を達成したというくだりがあるが、
われわれ現場の漁業者サイドから見た現実では、新規就業者もいるかもしれないが、
それ以上にやめていく人間が多い。特に高齢者などでは跡継ぎがいなくてやめてしま
うというのが現状だ。 
  また、漁協合併の推進というが、今年などは黒潮大蛇行の影響で漁獲もないし、
石油の高騰で船の油代もロクに出ないようなことが続いており、合併に向ける余力が
ないのが現実である。そういった現実も踏まえた政策をとっていってほしい。 
 
（中山委員）漁業者が高齢化して仕事を辞めたあと、陸でできる仕事としてわれわれ
のような加工業がある。加工業は漁業者の受け皿的な存在になりうるということ。現
在は、漁をやめた人が自分で加工業をしていることが多いが、受け皿としての我々と
漁業者、両者をうまくつないだような政策が取られれば良いと思う。また、漁業をや
めた後の漁港利用もうまく考えていけばよいと考えている。 
 
（坂井企画課長）漁業者と加工業者の連携を図るビジネスモデルを作る事業を行って
いるところ。また、加工分野については新製品開発等に対する融資などがある。補助
になじまない部分では融資で対応しているところであり、これからも努力していきた
い。 
  ご意見の後半にあった漁港の利用の部分では、プレジャーボートや、流通市場に
港を貸し出す特区の試みなどもあるので、色々なアイデアを頂きながら進めて生きた
いと考えている。 
 
（大山委員）３－１０「わが国周辺水域における水産資源の適切な管理」について、
食生活の面から見ても大変大事な話だと思うのだが、地域ならどこが、魚種ならどれ
がより深刻度・重要度が高いのか、より管理を必要性としているのかといった情報も
判るように工夫していただければと思う。 
  また、わが国周辺水域に入漁する外国漁船の操業条件の遵守状況の確認割合とい
う指標があるが、２０％というのはぴんとこず、通報状況がどのようになっているの
かなどについても検討する必要があるのではないか。 
  ３－１１「つくり育てる漁業の推進」の部分で、「持続的養殖生産確保法に基づ
く漁場改善計画を策定した漁協にかかる養殖生産量の海面養殖行の総生産量に占める
割合」という指標値があるが、これはつくり育てる漁業のひとつの側面であり、かな
り限定的に感じる。もう少し魚の消費量や自給率など、全体の中での海面養殖業の位



置づけなどを見越した指標を検討する必要があるのでは。 
  ３－１２「水産物流通対策」では、「中間流通コストの削減」で直近3ヵ年の平均
をとっているが、少しマクロに過ぎ、どの辺に問題があるのかがわからないのではな
いか。地域、魚種、季節などの問題もわかるような指標があれば、重要事項や解決す
べき事項が見えるのではないか。 
  さいごに、６－７「効率的かつ安定的な漁業経営の育成」であるが、実際には経
営者がそれぞれの経営をみなおすというのが中身なので、目標値のように「平成18年
度までの漁業経営改善計画の新規認定経営体目標を３７５にする」というよりも、生
産コストはどうなっているのかが判るような目標のほうがよいのではないか。 
 
（坂井企画課長）最初のご指摘については、全体的な状況に関するデータを盛り込ん
でもっと分かりやすいものにできるよう、工夫していきたい。 
  次の、外国漁船の操業条件の遵守状況の確認割合の部分についても、先ほど事務
局からも説明があったが、今後の見直しの中でどのような指標にしていったらよいか
検討したい。 
  次のご指摘であるが、「持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善計画を策定した
漁協にかかる養殖生産量の海面養殖業の総生産量に占める割合」というのは、環境と
の調和を目指す養殖業を促進するために、漁協が漁場改善計画を作って都道府県が認
定するという仕組みがあり、その枠組みの中でのシェア、即ちどれだけ環境と調和し
た持続可能な養殖が行われているかをあらわすサブ指標であるので、そういった点で
の意義があると考えている。 
  水産物流通対策および漁業経営の育成部分の指標については、どのような指標が
政策効果の発揮を見る上でより適切かという点と、データが実際に取れるかどうかと
いう問題もあるので、その２点を勘案して、検討をしていきたい。 
 
（事務局）最後のご指摘の部分をすこし補足させていただく。実は「効率的かつ安定
的な漁業経営の育成」の政策分野にかかる当初の指標として「生産コストの削減」と
いうのを立てていたことがあったのだが、その当時の委員会で、下げるべきコストも
勿論あるが、必要な投資をすればコストは上がるのだから、コストを下げることのみ
を目的にするのはおかしいという指摘と議論があったことと、現実問題として、統計
がないため政策の効果の発現を客観的に見るのが難しいという点から、農業の認定農
業者にならって作った指標である。現時点でこの指標の正当性について疑問もあるの
だが、これに代わる指標がなく、これから精査していく予定である。 
 
（議長）自分からも3点伺いたい。 
  ひとつは、漁協の経営については、もう少しアウトソーシングした方が良く、あ
るいはプロに任せる部分もあってもよいと思えること。二つ目は、先ほども出た「小
さなサバは流通しない」などの規格の問題だが、これには消費者への啓蒙が重要であ
ること。三つ目は、政策を評価するとき、それぞれの重要度を評価の中に入れること
ができないかということである。 
 
（坂井企画課長）まず、政策の重要度のことだが、先ほどの大山委員の意見にもあっ
たが、水産庁全体の中でのその政策の位置づけがよりわかりやすくなるような形で評
価書を作るよう心がけたい。 
  漁協経営のアウトソーシング化に関連して、例えば経理のプロによる研修事業な
ども行っているところであり、専門家との接点はそれなりにあるはず。実際に経営の
一部を外部に委託したりするかどうかは各漁協の経営判断の問題となる。 
  小さなサバが食用に回るかどうかの問題では、消費者の選択に任される部分が大
きく、行政としてのアプローチが難しい問題だが、まず消費者と生産者との間でもっ
と情報の共有を進めていくこと、いわゆるの顔の見える関係作りに努力することが重
要で、行政としても支援したいと考えている。先ほどもあった、日本で売れないサバ
などを中国へ出しているという動きは数年前から出てきていて、ある意味新たなビジ
ネスとしての視点でもあり、それはそれで重要な取り組みである。 
 
（大木委員）中国へ輸出することが新たなビジネスという点は同感だが、消費者にと
っては魚というものは高価だというイメージがあり、小さくても安いものが出回れ
ば、自給率のアップにもつながるし、消費者への選択肢の幅を増やすという意味でも
良い話で、生産者・消費者のほかに流通との連携も大切だと思う、消費者としての声
である。 



 
（二村委員）関連して、自分が買い物をする場合、国産魚と中国産魚があれば、値段
の差に左右されず国産魚を選ぶ。多少形などが悪くても安いものがあれば、消費者は
喜んでそれを選択すると思う。なぜ、そういうものが出回らないのかを考えた時、も
しかしたら安い魚が出回ると高いものが売れないような事態が出来するからであろう
かとすら考えてしまう、流通業へ働きかけることも大切だと感じている。 
 
（議長）今後の課題である 
 
（中山委員）小さいさばは水揚げが多いが、それを食用として出荷した場合、消費者
のところで売れるかどうかという不安があるため、非常に値が安く箱代にも運賃にも
ならず、消費者のもとに送ることもできないというのが現実。 
 
（大木委員）出回らなければ消費者が選んで買うこともできないし、どうせ売れない
だろうということで出荷しないということではなく、色々な意見を取り入れて、少し
ずつ進めていくことが大切。 
 
（坂井企画課長） ご指摘にもあるように、たとえば流通サイドからしてみるとこれ
までの経緯から商売にならないので取り扱わないという部分がある。逆に、ビジネス
になるのであれば、取り扱いも出るだろうということで、どちらが先かという難しい
話になってしまう。最終的には消費者の選択であるが、地産地消などの動きも出てき
ている今、例えばトレーサビリティシステムを使ってもっと生産者と消費者との間で
情報の共有を図ったりしていくことが重要ではないか。また、流通も含めて水産業に
携わっている人間が知恵を出し合えるような形になっていくことができればいいと思
っている、少し理想論かもしれないが。 
 
（若林委員）次の２点についてお願いしたい。１点目は漁業・水産業の多面的機能に
関する、一般向けリーフレットが作成されたが、より積極的な活用方法として、学校
教育の「総合学習」などでの利用が考えられる。自治体の教育委員会などを通して、
その活用を図っていくべきである。 
  ２点目は、今後１０年くらいにリタイアする団塊の世代の受け皿として、またス
ローライフを求める人々も増えており、昨今の多元価値の社会状況からしても、水産
業はもっと支持されてもいいと思う。しかし実際はその点は農業に比べて後進的な点
が多いと思う。政策的により一層の積極的な取り組みがあってもよいと考えているの
で今後の取り組みに期待したい。 
 
 
 
議題（２）「平成１７年度公共事業評価について」 
  まず、資料に則り水産庁防災漁村課長から説明が行われた後、田中座長の議事進
行により各委員との間で以下のとおり質疑応答がなされた。 
 
（二村委員）これらの施設の選定方法を教えていただきたい 
 
（影山防災漁村課長）自治体から出された実施要望地区の中から、効果の高いものを
選出している。何箇所について着工するかという点には財務省との協議が必要であ
る。 
 
（大山委員）B／C（費用便益比率）のB（総便益額）について、ソフト面とハード面
があると思うのだが、どういうタイプの便益かわかるように資料を作っていただける
とわかりやすい。 
 
（影山防災漁村課長）費用便益比率についてはマニュアルに沿って算定しており、す
べての便益について貨幣化するのは困難な部分もあるが、ご指摘を踏まえ、説明の際
に明らかにできると点は明らかにしていきたい。 
 
(中山委員)古い港に加えて新しい港を作る時、新港ができたはいいが旧港の利用が決
まっておらず、旧港が使われないまま放置されているような事例を見ることがある
が、その視点からの評価は行うのか。また、港は漁業者しか使えないことが多く、漁



   

業者以外が使用したい場合には、土地の使用目的計画を変えないといけないことにな
っているが、そこは柔軟にすべき。 
 
(橋本計画課長)旧港の利用については、施設の老朽化の問題や、建設時の基準と現在
の基準の相違の問題などもあるので、地域の目的などにも配慮して、連携をとって進
めたい。また、利用方法については、土地の利用計画は柔軟に変更する。漁業利用が
低調になってしまった場合、漁業目的以外にも使えるよう、運用上の用途を広げる措
置などはとっているが、民間利用については課題である。流通にかかることには長期
使用を可能にするなど、特区制度を利用した例もあるが多くはなく、当方としても、
委員と同様の問題意識を抱いている。 
 
（中山委員）補助金の有効活用になることなので、ぜひ柔軟に対処して頂きたい。 
 
（大木委員）利用されていない港がどのくらいあるかについての調査やデータがある
か？ 
 
（橋本計画課長）遊休土地については季節的なものもあり、統計的にカウントするの
が難しいため、データを持ち合わせていない。個別のヒアリングなどは行っているの
だが。 
 
（二村委員）PFI制度を使ってやっている例はあるのか 
 
（影山防災漁村課長）制度はあるのだが、実際には利用企業がないのが現状。出資を
回収する手段がないことが原因のひとつであろう。たとえば、外国では港の使用料を
取るケースが多いが、わが国では漁船から料金を取っている例はあまりない。地方自
治体法の改正により民間に港の管理を任せることが可能になったことでもあり、地域
の資源として漁港を地域の活性化に活かして生きたいという考えである。 
 
 
 
議題その3「その他」 
  事務局より、今後の予定について説明 
 
 
  閉会                   


