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平成１５年度 第一回 農林水産省政策評価会水産庁専門部会の概要

日時：平成１５年 ５月１３日 １３：３０～

場所：経済産業省別館各省庁共用第８２７会議室

＜出席者＞

◎水産庁専門部会委員：中村座長、池添委員、岩田委員、大河内委員、田中委員、二村委員

◎農林水産省政策評価委員：秋岡委員、大木委員

○水産庁：企画課長 栽培養殖課 加工流通課 国際課 管理課 水産経営課 研究指導課 防災漁村課 事務局 漁、 、 、 、 、 、 、 、 （

政課政策評価班）

＜議事概要＞

議題（１） 「平成１４年度実績評価について」

事務局から、資料である評価結果書に基づき各政策分野ごとに説明が行われ、その後各委員による質疑応答が取り

交わされた。

①「つくり育てる漁業の推進」について

（事務局による説明）

（岩田委員）養殖水産業に関する薬品の使用につき、現在トラフグ等で問題となっているところであるが、そのよう

なものへの対策も含めた、食品としての安全性に関する政策目標はないのか。

(事務局）食の安全に関しては、農水省において食の安全を司るセクションにおいて一元的な政策の取り扱いをして

いるため、当該案件に関する水産庁独自の政策目標は策定していないところである。

（ ） 、 、 、田中委員 食の安全は 生産の現場から加工・流通 そして消費まで一貫した対策が必要とされるところであるが

養殖の生産現場における例えば のような食の安全性確保のための制度の導入実績はあるか。HACCP
（担当課） 制度そのものは、食品製造等に適用される衛生管理手法であるが、養殖の生産現場においても、HACCP
ＨＡＣＣＰ的な考え方に基づいた衛生管理マニュアルを策定しており、現在その普及に努めているところである。

（大河内委員）サブ指標の②「持続的養殖生産確保法に基づく漁場改善計画策定漁協に係る養殖生産量の海面養殖業

の総生産量に占める割合６０％」の文章が理解しにくいが、海面養殖業の全国生産量を分母とし、漁場改善計画を策

定した漁協に係る養殖生産量を分子にとるという理解でよいか。

（担当課）その通りである。

（二村委員）分母となる生産量の中で、漁場改善計画を策定しない漁協の生産努力が強まった場合に、漁場改善計画

を策定した漁協の生産努力に対する評価が過小評価となる恐れがあると考えられる点は、評価に際して考慮する必要

がある。

今後も、漁場改善計画を策定した漁協数ではなく当該漁協に係る生産量をもって目標とするのか。

（担当課）漁場改善計画策定数を増加させ、漁場改善計画を策定した漁協に係る生産量の割合を増やすことを目標と

している。

（岩田委員）サブ指標③の「水産基盤整備事業による藻場・干潟等の水産動植物生息環境の保全・創造」とは、具体

的に誰がどのようなことを実施している事業なのか。

（担当課）沿岸漁場において、地方自治体等が事業主体となって、漁礁の設置等による漁場や産卵場の造成などを行

っている。

②「消費者ニーズに対応した水産物の流通・加工」について
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（事務局による説明）

（田中委員）流通コストの削減という目標であるが、近年の流通は多くの量販店などにおいて見られるように、産地

からの直接の買い付けなど場外の取引が増える傾向にある。そのような流通形態のものに対する政策の考え方や施策

のあり方はどのようになっているか。

（担当課）現在の目標は産地・消費地間の卸売市場における取り扱いの平均価格の差を流通コストと見なし、この削

。 、 、減を目標としている その他の小売店等の流通実態については 水産物は小売段階で大きく荷姿が変化するとともに

公式な統計が整備されていないため、目標値化が困難である。

（田中委員）当該目標の達成のための具体的施策は何か。

（担当課）大きく分けて２つの施策方向となっており、１つは産地機能の強化のための産地市場の統廃合等や産地か

ら消費地への直販などの取組みに対する支援等であり、またもう１つは産地から消費者までの水産物流通システム全

体を合理化する視点からのモデル事業の実施である。

（岩田委員）産地と消費地の卸売市場間の価格差をもって流通コストとして位置づけることについては、やはり若干

の無理を覚える。もう少し適当な指標は設定できないか。

また、消費者のニーズとしては流通段階における衛生面での管理の徹底に対する要望も強いと思われるが、市場内

の流通について加工における のような衛生管理手段はないのか。HACCP
（担当課）公式の統計ついて適当なものがなく、現在のところ産地市場と消費地市場間の価格差をもって流通コスト

とし、この削減に努めるということを目標として設定している。

市場の衛生管理については、ＨＡＣＣＰの考え方について管理方法のマニュアルを策定しており、その普及に努め

ている。また、施設整備基盤の策定を現在進めているところであり、その普及にも努めてまいりたい。

（池添委員）魚の値段は、魚を獲る生産者にとっては安く、これを食べる消費者にとっては高いという認識が一般的

であると思われる。生産者の立場としては、その辺の流通構造の改善を要望したい。

（担当課）生産者及び消費者の利益のためには、価格と供給の安定を図ることが重要である。委員のご指摘の事柄に

関しては、この流通システム自体が構造的に抱える問題もあると考えられ、現在、水産物流通全体の合理化のための

モデル事業等を実施しているところである。

（二村委員）所見のところの記述に、サンマの産地価格が上昇したものの、消費地においてはそれに応じた価格の上

昇が見られず、これをもって流通コストの圧縮が進んだとの見方が記載されているが、消費地における価格形成要因

には、消費者ニーズが代替商品に移行したとの見方も出来る。もう少し適切な表現をされてはいかがか。

（担当課）書きぶりについては、今後、機会があれば改めることとしたい。

（大河内）輸入品については本施策の対象としているのか。

（担当課）国内産品についての施策として実施している。

（田中委員）食の安全に対する関心が高まっている中、国内産品に対する安全性確保のための対策の充実が図られて

いれば、輸入品に対抗するための強力な競争力ともなると考えられるので、今後も加工・流通段階における食の安全

・安心の確保に努められたい。

（担当課）そのように取り組んでまいりたい。

（二村委員）価格の算出に際してデフレートを行っているか。

（担当課）行っている。

③「国際的な水産資源の管理と利用」について

（事務局より説明）

（田中委員）日中、日韓の漁業の操業実態から考えると我が国周辺水域も、その実国際水域であると考えられる。こ
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のため、日中・日韓間における資源管理の取組みにつき、積極的に推進することが重要となるなのではないか。

（担当課）委員のご発言の通りであり、毎年行っている両国との交渉の中において鋭意取り組んでまいりたい。

（田中委員）クロマグロの漁獲枠というのは、目標としてどのような意味を持つのか。他国間での配分基準を取り決

める協議の中で、自国シェアを維持することを目標とするのか。

（担当課）マグロについては、我が国の食品として重要な位置づけにあり、この供給を安定的に確保することは政策

としての重要度があると認識しており、また、データの把握がしやすいために指標として取り入れている。

（大河内委員）民間協定というのいは、どのような形態のものですか。

（担当課）政府間協定では政府と政府ベースでの交渉となるが、民間協定の場合、政府と民間、あるいは民間同士の

協定締結となる。現在２０程度の民間協定が締結されている。

(岩田委員）国際的な資源管理対象魚種が増えることは、あるいは、乱獲の末に資源水準が低下して管理に取り組ま

なければならなくなった魚種が増えるというようなイメージもある。実際のところは評価できるような事柄なのか。

（担当課）乱獲により資源状態の悪化が危惧されているものもあるが、基本的には水産生物資源の管理に関して、可

能な限り科学的知見のもとに最適な利用を図ろうといった精神で取り組んでいるものであり、評価できると考える。

（田中委員）科学的知見に基づいた海洋資源の合理的利用の推進が図られることについてはプラスに評価したい。今

後も資源管理対象魚種は増えることが望ましいと考える。

④「我が国周辺水域における水産資源の適切な管理」について

（事務局より説明）

（池添委員）１４年度に資源回復計画が策定された８魚種とは何か。また、サワラについては、徳島の地元において

も平成１３年と１４年に、例年の１０倍といっても良いほど沢山獲れたので、実際に資源が増えていることを実感で

きた。一体どのような取組みを実施した結果、資源が増大したのか。

（ ） 、 、 、 、 、担当課 ８魚種の内訳は 日本海北部におけるマガレイ ハタハタ 日本海西部のベニズワイ 九州西のトラフグ

周防灘の小型底びき網が対象とするガザミ類、シャコ、クルマエビ、小型エビである。

サワラに関しては、休漁や目合いの拡大等による小型魚の保護などが実施されている。

（池添委員）漁師の立場から言わせていただくと、サワラのような通称青物と呼ばれる表層魚は、もともと資源の変

動や海流の影響による回遊の変化が大きく、余り当てに出来ない魚種という認識が強い。一方、徳島の地元において

はシャコのように、以前は獲れていたもののすっかり獲れなくなった底物の魚もある。資源の回復計画を策定する場

合には、そのような底物の方が管理に適していると思われるが、どのような基準で魚種等の選定をしているのか。

（担当課）資源の減少原因がはっきりしており、かつ人為的な取組みによって資源の回復が図れると考えられるもの

について回復計画の策定を実施することとなっている。

（池添委員）地元である紀伊水道の水産資源の枯渇状況は深刻であり、何らかの対策を至急に講じる必要性を感じる

が、回復計画などの取り組みについては現場の隅々まで情報が行き届いて、その声が的確に反映されているのかどう

かが疑問である。海区の調整委員や組合の幹部だけに声を掛けていても実効のある計画の策定には至らないのではな

いか。

（担当課）これまでに全国ベースで千回以上の漁業者協議会を実施しているところであるが、現場の隅々にまで情報

、 。が行き渡るよう今後も努力するとともに 計画の実施について実効が得られるものとするよう注意を払って参りたい

しかしながら回復計画の基本的精神として、行政による上からの画一的な施策の押し付けによるものではなく、現場

毎の実情やニーズに応じた自由な発想による計画の意思決定が期待されており、地域単位の自主的な取組みの活性化

や合意の形成に努められたい。

（大木委員）行政と現場のギャップや施策の実効性の確保という点は大事な話であると思う。施策が確実に実行され

るためにも行政において、現場とのギャップを埋めるよう努力することが必要である。
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（田中委員）只今の議論は、水産生物の資源管理のあり方に関する根本的な話である。資源の管理を行おうという場

合には、魚自体を管理するというよりも実際にはそれを獲って利用する人間を管理しなければならないとことがある

ので、現場における合意形成があってはじめて実効性が確保されると考えるべきである。

魚の資源変動については、海況等の外的要因に左右されるところが大きいため、目標の数値としては、資源量その

ものよりも漁獲努力の削減量等の人為的努力目標を設定する方がよいのではないか。また、資源の変動を前提とした

資源変動対応型の漁業というものを考えることが必要なのではないか。

（担当課）現場における合意形成は、ボトムアップ型の意思決定を基本理念とする資源回復計画においては尊重され

ているところである。生産量を目標とすることについては、昨年も目標値の設定に対して委員より意見があったとこ

ろであり、今年度の目標値については回復計画に取り組む魚種数と改めたところであるが、サブ指標としては資源量

も見るべきとの考えで資源量を数値目標として入れている。

（岩田委員）施策の意図が十分に現場に伝わっているかどうかについては、事後調査によるチェック等を行うことが

必要であるかも知れない。また、１４年度において１３魚種につき策定するという目標に対して、実績は８魚種に留

まったのは漁業者間の調整がつかなかったとのことであるが、具体的にはどのようなことであるか。

（担当課）漁獲努力を減らすということになれば休漁等の手段を講じなければならず、当然ながら資源が回復に至る

までの当面の期間の収入に影響が生じるところである。経営体によっては採算割れから経営が立ち行かなくなる恐れ

のあるところもあり、そうした事情から強制は出来ない場合も生じてくる。

（二村委員）漁を止めたり休んだりということは、確かに生産者にとって厳しい手段である。こうした場合に、何ら

かの補償を考えるような飴的な施策による支援は存在しているのか。

（担当課）網の目合拡大に要する経費に対する支援や休漁、減船の実施等に対する支援を行っている。

（中村座長）この「我が国周辺水域における水産資源の適切な管理」という政策分野については、農水省の政策体系

の大目標で言うところの、Ⅲ「農林水産業の構造改革を加速化し、将来にわたってほこり・魅力・やりがいのある産

業として農林水産業者が感じ取れる産業に育成する 」に分類されているところでありますが、本来は、Ⅱ「消費者。

に対し、新鮮で良質な食料及び林産物を合理的な価格で安定的に供給する 」に分類されることの方が適切ではない。

かと思われます。本分野の政策体系での位置づけについて、事務局からこれまでの経緯や今後の見通しなどについて

聞かせていただけますでしょうか。

（事務局）大目標のⅢ分類は、その下の中分類において、生産資源の確保等に着目した分類となっていることから、

「 」 。 、我が国周辺水域における水産資源の適切な管理 を当該Ⅲ分類に位置づけられたという経緯がある しかしながら

水産における資源の適切な管理の最終目的は生産物の安定供給に資するものであることから、大目標のⅢに分類され

ることには、当初から疑問が提示されていたところであります。今後、評価シートの見直しに際して分類の見直しを

含めた検討を行う必要があると考えられます。

⑤「効率的かつ安定的な漁業経営の育成」について

（事務局より説明）

（池添委員）保険と共済の処理日数を６０日とすることの意味は何か。

（担当課）請求書の受理から実際の支払いを行う日までの期間を標準的な処理日数とすることにより、漁業者が不意

に被る損失や損害の補填を速やかに行い、経営の安定に資するための指標として設けている。

（二村委員）保険等の支払い期間を短くすることがどの程度経営の安定に資するのか疑問である。また、経営コスト

の抑制については、コストを抑制することだけが目標となるのか疑問である。経営の発展のためには、積極的な投資

による生産物の付加価値向上等も考えられるのではないか。

（担当課）損害に対する補填については、早くになされることが望ましいと考える。また、この分野の目標値を策定

するに当たって、二つのことについて検討した。一つは、収入の拡大であり、もう一つはこの生産コストの抑制であ

る。収入の拡大については、魚価や、資源の状況など外的要因に左右されやすいため政策目標に用いることは適当で

ないとされた。

生産コストの抑制については、漁業経営者自らが努力できることや外的要因の影響が比較的小さいことから政策目

標として採用した。
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しかしながら、ご指摘のとおり 「コスト削減＝効率的かつ安定的な漁業経営の育成」とはならず、あくまでその、

一部でしかないことから、１５年度以降において適切な目標となるよう十分に検討していきたい。

⑥「漁業生産を支える人材の確保・育成」について

（事務局より説明）

（池添委員）漁業士を目標にすることの意味は何か。

（担当課）漁業士については、地域の漁業の質を高めるための有用な人材と考えられ、その認定を受けた者のうち特

に将来を担うという意味で若い世代に着目をして、毎年認定される漁業士の割合を７割以上とすることを人材育成の

目標として設定した。

（岩田委員）農業の分野においては、女性に関する数値目標の設定があるようであるが、漁業において女性の位置づ

けはどのように考えられているのか。

（担当課）女性の参画や役割の見直し等の取組みについては、漁業についても農や林の分野と共に歩調を合わせて推

進を図っているところであり、施策も実施しているところである。目標値の設定についても今後検討して参りたい。

（大河内委員）漁業士の認定について、やる気がある漁業者であれば誰でも認定を受けることが可能なのか。

（担当課）一定の条件を満たした者が、研修等を受けて知事等の認定者による認定を受けるという仕組みになってい

る。

⑦「漁業協同組合の事業・組織基盤の強化」について

（事務局より説明）

（本件については意見無し）

⑧「水産技術の開発」について

（事務局より説明）

（岩田委員）政策評価の対象となっているのは国の研究所が行った技術開発だけか。

（担当課）水産庁の技術開発予算を用いた研究の成果を見ているため、地方自治体や民間団体等が行った技術開発も

含まれる。

（二村委員）論文については、技術開発的なものが主なものか。経済に関するもの等も含まれるのか。

（ ） 。 、 。担当課 ほとんど技術の開発に関するものである 水産分野においては 経済に関する部門は小さくて人も少ない

⑨「漁村地域における総合的整備の推進」について

（事務局より説明）

（二村委員）満足度アンケートの設問の設定は、五段階評価のような形式のものか。

（担当課）その通りである。

（二村委員）ここで目指している満足度１００％というのは、五段階評価のうち、例えば 「やや満足している」と、

いう回答よりも高い評価の回答について１００％を目指すということか。

（担当課）基本的にはその通りである。アンケートの集計方法については、中位より高い評価について満足としてい

る。
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（二村委員）国交省と一緒にアウトカム指標の設定を検討しているとのことであるが、具体的な指標については何か

出てきているか。

（担当課）今のところはない。

（中村座長）下水道の人口処理比率の目標を４０％としているが、目標として低くないか。例えば農村ではどの程度

であるか。

（担当課）全国ベースでは７割程度であったと記憶する。農村のデータは良く分からないが、おそらく漁村よりは高

いであろう。

（中村座長）農村よりも遅れているとすると、それは予算規模等の差によってそのような結果が生じているというこ

とか。

（担当課）整備し始める開始年度が遅かったということはあると思う。

（岩田委員）アンケートについて、何に対する満足度を訊いているのか。施策により作成した具体的な施設等に対す

るものなのか。

（担当課）そのとおりである。具体的に実施した工事等の施策の情報を提示した上で、それらに対する満足度につき

答えてもらっている。

「総括的質疑応答について」

（中村座長）すべての政策分野について一通り質疑応答がなされましたが、全体的な事柄に関する意見、また、その

他意見のある方はありますか。

（池添委員）水産業において利用される沿岸海域は、人間の生産・消費活動に伴って生じてくる汚染・有害物質等の

すべてが山川等を通じて最終的に流れ着く場所となっている。このような海域を生産の場とする漁業においては、他

の如何なる産業よりも自然環境の影響を直接的かつ受動的に受けることとなるため、環境に対する施策の重要度が高

いと考えられる。

、 、 、ところで 農水省としての政策体系の大目標のⅤのところは 自然環境の適切な管理をうたった分類項目であるが

水産庁においてこの項目に分類される環境に対する政策目標の設定がないということはいかがなものか。

（事務局）政策体系の大目標のⅤのところでは、自然環境の有する多面的機能の保持・回復を図るべしという目標と

。 、 、なっている 水産分野においては 水産におけるこの多面的機能とは何ぞやという議論を只今行っている最中であり

この機能の定義とそれに対応した施策のあり方が整理された時点において、水産においても当該目標に分類される政

策分野につき検討を図りたい。

しかしながら、環境に対する具体的な施策については、既に様々な取組みがなされており、他の複数の分野の中で

個別に実施されているところである。

議題（２） 「その他」

（事務局より今後のスケジュールについて示された）

閉会


