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（２）その他
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平成１８年度第２回農林水産省政策評価会水産庁専門部会

配布資料一覧

資 料 １ ：分野別評価書「水産物の安定供給の確保」分野

１－１ 政策評価結果書(案）

１－２ 政策手段シート(案）

資 料 ２ ：分野別評価書「水産業の健全な発展」分野

２－１ 政策評価結果書（案）

２－２ 政策手段シート（案）

資 料 ３ ：今後の予定

参考資料１ ：健全な発展「産地と消費地との価格差の縮減」目標についての考え方

について

参考資料２ ：水産基本計画の見直しに関する中間論点整理 関係資料
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平成 18 年度農林水産省政策評価会水産庁専門部会（第 2 回） 

議 事 録 

 

日 時： 平成 18 年 8 月 24 日（木） 13：30～16：00 

場 所： 飯野ビル 第１会議室 

 

○政策評価班長より「平成 18 年度政策評価の目標値設定について」の説明 

○加工流通課調整班長より「水産業の健全な発展」の目標値のうち、「③消費地と産地の価格差

の縮減」についての説明 

委員より意見・質問等 

田中委員： 参考資料 1の P2 を見たところ、消費地の価格は全体的に見たところ、時系列的に見

て下がっており、首都圏等の末端消費地においては下がっているといえる。また、生産

地アジ・マガレイ・スルメイカにおいては産地価格が若干伸びており、それ以外は横ば

い、または上昇となっているが、魚種間の価格に由来する変動と、産地から消費地ま

での価格差を縮小する努力との関係を、分析等が行えないか。 

加工流通課： 魚種によってかなり差があるので、分析の段階では今後考慮していきたいとは考えて

いる。価格差の高い魚種、低い魚種が共に別途の事情があるにしろ、（縮減という目標

の観点から）まとめて4倍として数値目標としている。（先般の専門部会において、一括

で目標を 4 倍としているのが分かりにくいとの指摘だったが）魚種別に細かい数値につ

いて出す事は可能であり、要望があれば公表していきたいと考えている。 

中山委員： 資料を見せて頂いたが、現場で働いている自分から見ると余り実情に伴っていない

感がある。また、魚価というのは年々変動するものであり、一律に4倍として決めてしま

うのも疑問がある。例えば、従前から加工業に携わっているが、25 年頃前は過剰な漁

獲のため、水産庁による調整保管がなされたが、その当時で 250 円／kg であった覚え

がある。それが、現在では鮮魚と冷凍では価格が違えどその当時から100円／kgは下

がっている。そのような状況での 4倍という指標は、漁業者に対して効果的な救済に繋

がるかが疑問である。年々で変化する魚価に対して、目標値についても柔軟な対応が

必要だと思われる。 

調整班長： 個別の魚種に対して 100 円／kg や 200 円／kg などの価格設定をしようとしているの

ではなく、そもそもの現在の指標の考え方としては、例えば生産者価格が 100 円／kg、

消費者価格が 500 円／kg で価格差が５倍のところを、コストの削減により消費者価格

が 400 円/kg で価格差を４倍とする方向もあれば、付加価値向上により生産者価格が

1,000円／kg、消費地価格が2,000円／kgで価格差が２倍と同じように縮減する方向も

あり、相対的な価格差を指標とすることにより、どちらの方向も評価し得るよう、こういっ

た評価の方法を考えた次第である。「評価」ということから数値化が必要であるため、

取組み等がきちんと評価の数値に織り込むことができる指標を考えたとき、これが最も

 

調整班長 

（以下調整班長） 



妥当であると判断して設定している。 

企画課長： 調整班長が話したとおり、生産者価格の一片を捉えるのではなく、流通過程でどれく

らいのコストがかかるかを中心に捉えていく事が大事だと考えている。また、今回示し

た目標値は、非常に多くの要素を取り込んだものであり、これから分かるところとしては

生産地から消費地に至るまでのコストが分かる指標だと考えている。生産者価格と、

小売価格の差が小さくなるような流通の合理化がされていく事も好ましいと考える。但

し、この指標はあくまでも相対的な価格の比較として流通の合理化がどこまで図られて

いるのかの進歩状況がわかるものとしているところが狙いである。 

        そういった視点で水産物の流通を考えると、参考資料 1 の P.4 にある水産白書の抜

粋内にある野菜の流通段階別の比較を見ると、流通過程で水産物の方がコストが掛

かっているのが分かる。これは産地卸売市場が間にある手間や加工等による事情も

あるが、最近は野菜においても加工物が増えていることも勘案すると、現在水産物の

流通は産地市場を通したものが中心であるが、必ずしもそこを通らなければならないと

言った事はなく、合理化がなされずに旧態依然の取引を行っている面もあり、この部分

に関しては更なる合理化の余地が有ると考えている。そういった点を、指標にも取り入

れていく必要があると考えている。 

また、この指標については先般の指摘を受けて数回議論を行ったが、これに代わる

指標が見つけ難いというのも事実であり、また、この指標もさまざまなデータを取り入

れているものである事から、ある程度の中長期的な期間で見れば、指標としても生かし

ていけるのではないかと考えている。 

中山委員： 参考資料 1 の P.2 のデータは平成 11 年度からとなっているが、例えば昭和辺りから

の10年単位程度で良いので、これらの魚価は幾らだったのかという指標は見せて頂け

ないか。特に遠洋漁業においては、以前と比べて価格が下落している中で今年はマグ

ロの価格が上昇していると言われているが、産地の者にとっては昔程度に値段が戻り

つつあると言う見方もできる。先程の話にもあったが、近年の価格の変動だけを基本と

して、ここから更に努力して流通コストを下げろと言われても、生産者サイドにとっては

簡単に受け入れられるものではない。そういった観点から、特に魚価が低迷している魚

種については更に遡ったデータも示して頂きたい。 

調整班長： 現在示しているデータについては平成 11年度までが限界であるが、公式統計など他

のデータであれば、例えばマグロは平成2年度の、比較的魚価の高い年代からのデー

タも示すことができる。また、近年の魚の価格如何と問われたときには、中長期的に見

れば平成２年頃をピークとして低下傾向、最近になって底打ち的な反転がみられてい

ると言える。 

坂元委員： 参考資料1のP.5 にある生鮮水産物の小売価格（H17）が 424円／200g となっている

が、別途漁青連内でも平成 16年度での価格を同様に計算したところ、429 円／200g と

なった。その中で、私たちの粗収益が 168 円、小売等の経費が 261 円であり、また、粗



収益から引かれる出荷経費が63円、人件費等が58円であり、最終的な漁業者の利益

は 47 円であった。これは、生鮮水産物の小売価格の 11％に相当する額しか生産者に

は還元されていないという実態である。これら以外は全て加工流通の過程においての

経費として使われている。自分たちは、この利益額から漁船等の経費なども捻出して

いかねばならず、世の中の物の価値と比較すると、この利益額が 47 円と言う事実につ

いては漁業者にとって非常に危機的な数字である事を示していると考えている。 

なので、先程から出されている東京等への流通経費の削減については、築地に全

漁連が進出しておらず、産地市場においても魚を集めるのは各県の漁連だが、そこか

ら転売をするのは別の業者であり、漁業者から見ると彼らが利益を全て持って行って

いるかのように感じる。国民に対して安定的に水産物を供給すると言う視点から、そう

いったシステムは必要ではないかと考える。今後、水産物の需要と供給のバランスの

中で安定的に魚を供給していくのは、果たして現状の行政で可能なのかが疑問であ

る。 

また、新規就業者数の増加についてだが、自分たちは漁業権を所有しているが、新

規に就業する人たちはすぐにそれを所有する事はできないため、最初は現業のお手伝

いという形から入るが、現在の閉鎖的な漁業界の中では漁業権を取得しづらく、果たし

て目標である 1,500 人という新規就業者数が増えていくのかが疑問。従業員という形で

増えるのと、経営体としてとの数とはまた意味が全く異なるものである。そういった所も

加味して検討して頂きたいと思う。 

そして、産地市場の統廃合も確かに必要かもしれないが、その一つ前の、全国一元

化の情報収集や、その分配も必要であると考えている。現状では朝一番の情報が漁

連に回り、我々の元に入るのは2番目。それから皆で集まり、適所に魚を集め、東京に

出荷する、と言った非常に手間のかかる現状がある。できれば自分たちの物販物を直

接買いたい人達に送れるような情報の手に入る、インターネット等を利用したネットワ

ークの整備ができないものかと考えている。 

また、実情として仲買人の力は非常に強く、残念な事に消費者と直接売買しようとし

て潰されてしまうケースが沢山ある。自分たちのところもイサキが大量に獲れたので、

地元の流通業者を使わずに直接産地に卸したところ、相手先に業者が出向き「この魚

は自分たちの所を通さずに流されたものだから潰して」の一言で連絡がつかなくなり、

買って貰えなかった。これが2回、3回と続くと漁業者はやる気がなくなってしまう。それ

でまた従来の流通形態でせざるを得ない。こういった現実がある中で、産地市場の統

廃合を行ったとしても漁業者は潤う事がない。このままでは後継者育成や地域の伝統

文化も守っては行けないのだろうと思う。 

企画課長： 大変重要な話を伺わせて頂いた。先ほど、産地市場のあり方が旧態依然としている

面があるということを話したが、現在の魚の流通システムが物がない時代に確立され

た方法で、例えばせりなどは不足している事を前提に行っているから成り立つ面があ



る。現在は肉もあれば輸入もあり、そのような状況でないことは明らか。また、産地市

場で買う人は必ず消費地での売値を決めているため、一定以上の金額になれば買わ

れなくなる。また、魚が多く獲れると魚価は安くなる。ある意味では現状から見ればせり

は魚価を安くするために行っている面があるとも言えるのではないかと思う。 

また、今伺った仲買人の話は非常に驚き、そこまでするものかと思ったが、恐らく公

正取引法にも違反するように考えられるが、個別のそういった事例にまで公正取引委

員会が介入するかと言うと、多分それは難しいと思われる。しかしこういったことは少し

でも改善していくべきであると思う。後ほど計画の見直しの話をするが、市場の流通構

造を改革していかなければいけないと言う事で、例えば 19 年度予算において、買参権

をオープン化し、仲買人を増やすといった取組みを行うところに対して支援を行うといっ

た事をして行きたいと考えている。また、ご承知のとおり流通については、行政が介入

する場面は少ない。勿論不正が行われれば公取委等が対応するだろうが。そういった

現状から、水産庁としては流通の合理化等を図る上でどういった支援を行っていくべき

かという視点からアプローチを行っていきたいと考えている。また、仲買人の問題につ

いては、そもそも漁業協同組合や連合会はそういったときのために存在するのではな

いかと思う。 全国に多くいる組合員が集まって、本来の役割として担うべきではと考え

る。 

また、情報提供については、情報サービスセンターで一定の情報は提供しているが、

商売で必要な情報がタイムリーに出されるまでの詳細なものではなく、全体の流れ程

度にとどまるが、それらの情報を得て、どこの産地で売買ができるかと言うのはやはり

漁協なり連合会において分析等を行うのがいいのではと思われる。 

坂元委員： 自分が現在危惧しているのは、需要と供給のバランスである。前回の部会でも話した

が、水産基本計画が作成され、漁業資源を増やすと言う観点で推進されてきたが、国

内の水産物の需要は決まっていると考えている。その中で魚を増やしていき、ダブつい

たのが現在の状況だと思っている。先ほどから流通については変えていくべきだとの

話が出ているが、これを変えていくのは安易ではなく時間が掛かると思われる。できれ

ば、国民が魚を食べやすいような環境を作る、といった事も検討していただきたい。魚

の消費を促進する上でネックなのは価格だと思われる。1 家庭 1,000 円というお金を魚

に換算したとき、家族4人で食卓を囲える金額なのか。肉の場合、単価の話もあるがひ

き肉であればハンバーグは 1,000 円で相当の数が作れる。 

また、魚を食べる人口比率を見たとき年配の方が魚を沢山食べているが、現在少子

高齢化であり 40 代以上の方が多く魚を食べている。このような現状の中でさえ魚が売

れないとなると、20 年後に魚を食べない人達が果たして食べてくれるようになるのかが

非常に疑問である。各家庭の中で食育があり、魚を食べない家庭で育ってきた子供た

ちがある年代になったときに魚を食べるのか。子供たちの味覚を守る観点からも、そう

いった施策を展開していただきたい。 



大河内委員： 消費者は小売店等から購入するためそこまでに至る流通の中身が見えず、漁業者

がどんどん減っており、生活も苦しいものになっていると言う事もリアルには感じられな

いが、消費者としては漁業が潰れてしまうのは望んではいない。こういった構造につい

ては政策的な問題が大きいのではないか。少なくとも消費者の影響でこうなっていると

は考え難い。また、魚食についての話があったが、子供が魚離れをしている訳ではなく、

魚も好んで食べている。 

企画課長： 流通が不透明ではないかとの指摘であるが、確かに多くの人間が携わっているとこ

ろであり、見えにくい部分があるのも事実だが、流通業者においても数が減っており経

営は厳しい状況であって、流通のどこかで誰かが大儲けをしていると言った事はないと

思われる。 

全体的なことを言えば、買い手の方が非常に寡占化されてきており、大手のスーパ

ーを含む量販店が、販売先の 7 割を占めるなど買い手の力が非常に強くなっている事

は間違いない。買い手の寡占化がなされている現状では、生産者が産地からの販売

力を付けていくなどの対応をしていかなければ中々前進していかないのだと思われる。

例えば家庭で調理する事が減ったために加工品が多く扱われ、また、量販店が増え従

来のように原型のままでは魚が売れにくくなるなど消費の形態が大きく変わってきてい

る。このような状況の中で、どうしたら産地の魚が上手く売れるのかが課題となってい

るところだと思われる。 

大河内委員： 現在は昔からの魚屋のようなところはそんなにも減っているのか。 

企画課長： 量販店が 7 割を占めており、昔ながらの小売店は非常に少なくなってきているが、中

には頑張っているところもある。 

若林委員： 最初に、先ほど、話題になった魚食について述べたい。1８年版水産白書のトピックス

で紹介された、愛媛県の「ぎょしょく」教育プログラム事業は、私が主導している。これ

は、いわば、食育の水産版であり、小・中学生とその保護者を対象に、単なる魚食普及

だけではなく、魚の生態、魚の生産から流通、消費、さらには、その民俗・文化まで含

めて学習し魚食につなげていくというトータルな教育内容になっている。約１年間、これ

に取り組んできたが、その対象を児童・生徒だけでなく、その保護者も含めて良かった

というのが率直な感想で、保護者に対する再教育の重要性を痛切に感じた。この取り

組みは愛媛県の最南端にある愛南町で実施しており、臨海部と山間部の小学校を比

較検討しているが、臨海部でさえも、魚に対する認識は希薄になりつつあるのが実情

だ。学校給食のレベルだけではなく、さらに、他の学校行事やPTA行事などでも展開し

ていく必要があり、学校の先生だけではなく、子供たちの祖父母や地域の人たちも先

生役を担ってもらうことも大切だと思われる。それで、「ぎょしょく」教育の最終的な到達

の一つの方向として、坂元委員の話にもあったとおり、たくさん魚を食べてもらうことに

もつながる。いずれにせよ、食育活動に関しては、女性の社会参画、少子高齢化の問

題などの社会情勢を踏まえて、トータルに抜本的な検討が必要であると考える。 



さて、本題であるが、まず、「水産業の健全な発展」のペーパーについて初歩的な質

問を 2つしたい。第 1に、目標①の新規漁業就業者数の確保の目標値のとり方につい

てである。資料 2-1 の政策分野の目標設定の考え方のP.3 に『平成 24年は 10.7 万人

まで減少するが、政策努力により 8 千人増加し 11.5 万人を確保』し、年間当たり『新規

漁業就業者数 1.5 千人の確保』とあるが、単純に計算してみたところ 1.8 万人になった

が、どういった算出方法なのか。第 2 に、同政策分野の④漁業集落排水施設による汚

水処理人口普及率の向上の目標が『小都市（10 万人規模）』となっているが、これは何

に基づいて設定しているか、という点について説明していただきたい。 

企画課長： 新規就業者数については、高齢化等も含めた減少する事も見込んでの差を含め算

出していると思われるが、確かにこれだけでは分かりにくいので修正していきたいと思

う。また、集落排水施設については、いきなり大都市並みの水準にするのも困難である

ため、まずは小都市並にしていきたいとの考え方に由来している。 

若林委員： 関連の質問になるが、新規就業者数のところで、中間論点整理の資料 P.59 の右上

にある新規就業者数推移の数字について、平成 16 年度から括弧書きの新規参入者

等も入れていただきたい。これらは何故、抜けてしまっているのか。目標を査定するう

えで、この数値は必要不可欠だと思われる。 

企画課長： これは統計の連続性がないデータによるものであり、H15 までは農林水産省の統計

部で調査していたが、それが打ち切られてしまったため、H16 においては都道府県が

調査し推計し、H17 からは（社）大日本水産会において漁協にアンケート調査を行った

ため、新規参入者についてのデータが無い状態。言われた事についてはこれから取れ

ないか検討したい。 

若林委員： この数値については推計値でも良いので、是非、お願いしたい。これは漁業労働力

の問題を検討していく際に、必ず必要になると思われる。 

企画課長： 従来は直接調査員が聞き取り調査として行っていたため、ある程度の情報が取れた

が、現行の調査はあくまでも漁協が答えてくれた場合のデータであり、強制ではない。

そのため答えたくなかったり忙しくて答えられない場合などが考えられるため、できるだ

けシンプルに答えやすい形として実施している。実際、回収率はまだ余り高くない。 

若林委員： この数値は、実際の数と相当、乖離している可能性があると言うことか。 

企画課長： それもあるかもしれないが、新規就業がなかったので回答していない、と言ったことも

考えられる。第1回評価会の際にも触れたが、そのような期待もあるが油断も持っては

いけないと言う事で、確認できた数字を掲げ、今後も調査の仕方を工夫してできる限り

調査の回答率を上げつつ、この数字をベースにどうなっていくかを見ていこうと思って

いるところである。 

大河内委員： 因みに回答率はどの程度か。 

企画課長： 7 割程度だったと記憶している。 

中山委員： 中間論点整理の冊子 P.14 にもあるいわゆる『買い負け』だが、これが対ノルウェー、



オランダ、中国、ロシアなどで発生していると思われるが、特に中国にまで買い負けを

するということは、日本の魚価がそれだけ安いともいえるのではないのか。余りにも末

端価格が安いために、国内消費に宛てる際に割に合わなくなるためなのではと考えら

れる。水産庁において、把握している買い負けしている魚種は何種類か。 

企画課長： 対中国のサバについては買い負けではなく輸出ではないかと思われる。小さいサバ

などは近年大きく伸びている。これは、300ｇを下回るものは国内では飼料扱いとなり値

段が急激に落ちるが、中国はそれを食用として扱うため輸出するものであり、この方が

飼料用にするより高く売れるといったところがある。また、買い負けについては主にス

ケソウダラやシャケや銀ダラなどが、アメリカなどの輸出価格を見ると日本よりもヨーロ

ッパや韓国などが高い値段を出して年々多く買っていっている状況が確かに出てきて

いる。 

中山委員： 冷凍品目の中でサバは買い負けが始まっていたと思うが？ 

調整班長： サバは買い負けというよりは国際価値が上がっているということであって、勝ち負け

が付いていると言う話ではない。また、日本の末端価格が安いために買い負けが発生

するという話については、先の話にもあったが中長期的に他のものと魚価と比較してい

くと、1990年から見ると他のものと魚の価格との傾向は消費者価格指数や産地の物価

指数を見てもそんなに大きく変わってはおらず、その中で、食用や加工向けのサバに

ついての需給が変化し価格が近年上がっている事があり、これはサケ、またマグロも

若干ある。これは、世界的な需給関係の変化や資源水準が要因である。また、これに

当てはまらないものは従来どおり安価で入手できると言う事になると思われる。 

中山委員： 現在加工業者の中ではノルウェーやオランダの買い付けが強く、業者が買えなくなっ

てきている状況があり、タイや中国、ヨーロッパもそれに参入し、上下関係もできかかっ

ている。 

調整班長： サバと言うと、国内で何十万トンと小さいものが漁獲されており、海外のサバが他国

に流れているのであれば、国内ものをもう少し待って大きくしてから漁獲を行うことがで

きるかどうかにつきる。 

中山委員： それは漁業者に漁獲しないように言うのは非常に難しい。 

調整班長： ただ、現在は国内ものを利用せざるを得ない状況であると現場の方は言っている。こ

れまではやむなく安価でしか売れない小さいものを漁獲してきたが、これを機に大きく

なってから漁獲をするように転換していく方が良いのでは。 

中山委員： 加工物のばちも最近価格が上がってきているし、先ほど話のあった小さいサバも、値

段が上がっているとはいえ 30～25 円／kg 程度であり、もっと値上げするべきであると

自分は言っている。なので、外国が強くなってくれたほうが漁業者を生かす道になると

思っている。このまま外国の勢力が強まり日本に来る魚が減れば新規労働者が増える

だろう。 

調整班長： 単純な見方をすれば、サバやサケ、マグロの価値が上がっているのであるからビジ



ネス・チャンスかも知れない。 

中山委員： このままいけば数年後には漁業の時代になる気がするのではと思う。 

田中委員： そうなっていけば非常に素晴らしいだろう。さて、この話題はこの辺までにするが、今

の指摘は重要なポイントを含んでいると思われる。産地との価格差を考えるときに例え

ばメバチは国際市場の魚種、カレイなどは国内市場の魚種だが、価格の主導をすると

きにそういったところはある程度分けて取り組んでいく必要があるのではないかと思わ

れる。 

また、中山委員の指摘のあった現在の国際市場のところだが、現在スケトウダラは

殆どが韓国に行っている実態がある。価格の問題を考えるときに、材料の問題も含め、

国際市場も視野に含めて水産庁としても取り組んでいかなければならない。このままで

は原材料が皆海外に取られてしまうだろう。 

        では、そろそろ次の議事の（2）その他に移るが、こちらは参考資料 2 にもある、現在

検討中の水産基本計画の中間論点整理が 7 月に公表されたので、この機会に企画課

長より簡単に説明を頂きたいと思う。 

 

○企画課長より「水産基本計画の見直しに関する中間論点整理」についての要旨説明 

 

田中委員： 今の中間論点整理について、何か質問や意見があれば。 

坂元委員： P.79 の漁獲金額による経営体の位置づけについてだが、これでは最終的な手取りが

いくらになるのかが不明確である。現在、従業員等を雇う大きな経営体ほど潰れ、家族

経営体で操業している小さいところほど各浜で何とか自分の生活を切り詰めて生き残

っている現状がある。今考えられているのは漁獲金額が500万以上や1千万以上の経

営体のところを更に伸ばしていこうと言う事だが、作り育てる、守っていく漁業には非常

に矛盾するものだと思われる。漁場に無理をして多くの魚を取った場合にその漁場が

長く使えるのか。10年程度であれば、この生産額を目指した漁は獲れるだろうが、自分

たちは次の世代にこの漁場を受け継がなくてはならない。獲れるだけとって根絶やしに

するのではいけない。また、現在の生産量はこれで良い、国内市場ではこれ以上の漁

獲は求められていないのだと自分は考えている。ただ、その生産額が問題であると思

う。その金額が、現在の漁業者が維持できる段階にないために漁業者が減っていく。

そのため、ある別の漁業者は漁獲をしてしまう。また、水産庁のその指定枠に入るため、

人々はたくさん取って行くのだろうと思う。 

自分が思うのは、（現在の漁業者は、各浜である物を、）どうにかして流通の利便化

を展開し、漁業者に漁業生産額を返していけるようなシステムを漁連が作るべきだと言

うことである。幾ら魚を獲っても、果たして漁業者が生き残っていくのか自分には非常

に疑問に感じる。なので、この施策が実際行われて5年後、10年後どういう形で現れる

か分からないが、漁業者の立場としては今後はあくまで魚は守っていくものであるとい



うことである。現在も大型のまき網漁業が操業しているが、付加価値のない餌に回るし

かない魚を沢山とっていき、皆の食べる沿岸の魚がなくなっている状況だと思われる。

また、このような値段のつかないものは東京に送っても売れず地元に残り、売れるよう

な良いものはみんな東京に集まる状態であり、実際自分たちの漁村に来てもらっても

本当にこれが前浜で取れた魚なのかといわれてしまう。 

また、自分たちも子供たちに食育を実施し、子供たちも食べたいと言ってくれて母親

も交えて行ったが、家庭の事情で、魚は決して週に 2 回 3 回などは出せない。あくまで

もお父さんのおつまみ程度になる、と多く言われ、自分たちからすると何故こんなにも

安いのに流通がそうは行かないのか、安く流通ができれば日本国民はもっと食べてく

れる、それを望んでいるのだと自分は思っている。政策審議会にはこのことを真っ先に

訴えて行きたいと思っていたので、これを機に言わせていただいた。P.79のこの内容に

ついては、改めて考えていただきたい。 

企画課長： 先ほど、若干しか話さなかったが、この漁獲金額の多寡で対象を決めるとか言うので

はなく、まずは資源管理の取組みが第一だと考えている。自分が言いたかったのはま

ず、あらゆる経営体を対象として満遍なく施策を行うのは財政上も厳しいということ。ま

た、特に漁獲金額を一つの指標としてデータを分析してみたところ、一定の漁獲金額以

上の経営体が全体生産額の相当程度を占めていることが分かり、また、こういった経

営体が将来にわたっても残っていくために、施策をどのように展開していくのかといっ

たところを検討しているところである。勿論趣味や年金などで漁業を営んでいる方がい

てもいい訳だが。ただ、国が施策を講じるときに、全てを対象にしていく必要はなく、水

産物の安定供給が国民にとって必要であるという観点で安定供給の太宗を占める

人々に施策を集中する、と言う発想である。 

また、優良な水産物が東京に集まっていると言うところだが、漁業者からもそこも変

えていくといった努力が必要である。海外で漁業を営んでいる人々は日本と言ったマー

ケットを目指しており、そういった目的意識を持つことが必要。先ほど話しに上がった仲

買人の力の強さは確かに厳しいとは思うが、その辺はマーケットメカニズムとして決ま

っているところでもあり、国として強制的な施策を講じるところではない。今後買参権の

解放といった運営の改善を行うところを支援していきたいと考えているので、そこは是

非頑張って頂きたいと思う。 

坂元委員： 自分は護送船団方式は大いに結構だと思っている。もし、実際に所得の低い人達が

辞めて行ったら、多い人達は更に漁獲を行うだろうが、国内需要は決まっている中で果

たしてその人達は生き残れるのかが一番の疑問。考えて欲しいのは、最終的に漁業

者は幾らのお金があれば自分たちの経営体を守っていけるのかと言う事。自分たちも

生きるための必要最低限の生活をする必要がある。それがクリアできなければ、漁業

者は今後少なくなっていき、ある程度の人達は残るかもしれないが流通の段階でこれ

までと変わる事はなく、漁業者は泣くしかない。よく自分は漁連の中で言っているが、自



分はその能力があると自負しているので今後個人で魚を売ると言う事はできるが、例

えばある企業と組んで自らの利益のために走ってしまうかも知れず、そうすると地域が

崩れていくだろう。自分たちが今後漁業を行っていくのは、国内市場というより、日本の

水産をどのように考えていくのかと言う事。浦浜の地域伝統文化、都市の人達に漁村

に来てもらおうと考える等、色々な形で日本の国土や水産を守っていく観念から見て、

言われているような施策は疑問。なので、護送船団方式で今までどおりの漁獲を行い、

ただ、どういった形で国民に安定的に安く供給できるのかがクリアできれば、現在の問

題は解消されるのだろうと思う。 

田中委員： 中々議論が尽きないところだが自分からも一言。消費者の要望として価格があると思

うが、安心安全も求められている。また、最近では加工食品でも肉質を柔らかくするな

どの取組みがあり、その辺を国際市場を睨みながら取り組んでいただきたいと考えて

いる。 

二村委員： Ｐ.14 にスーパーマーケットの販売シェアの上昇の一方、卸売市場経由率の低下が見

られるとあるが、このことからスーパーマーケットの交渉力が強くなっていると思われる。

その結果、スーパーが漁業関係者に提示する価格は非常に低い水準なのか、逆に少

し高めの価格であるのか。最終的に価格がどういう状況になっているのかに非常に興

味がある。 

調整班長： 個別に話を聞いた結果しか言えないが、消費者に購入してもらうために販売する事

から、それに見合う価格で仕入れざるを得ないと言うことがあり、大手のスーパーなど

は通常は消費地卸売市場を経由するが、中には産地卸売市場の買受人から直接買う

場合もあり、いずれも場合でも大体これくらいの価格との相場を決めて買受人は産地

で購入している。それらの結果、生産地を苦しめるような小売価格、産地価格、と言う

形で現れており、これが今日お示しした魚価のデータである。但し、その価格が他の物

品に比べて下がっているかと言われると必ずしもそうではなく、産地市場の価格を製造

業の生産価格と比較したとき、どちらも 1990 年のバブルのピ－ク時から約１割の低下

とほぼ同じような傾向になっている。小売価格についても、消費者物価指数と比較した

ときも、やはり同様の傾向になっている。なので、特別な事が起こっている訳でもない。

これは、個々の他の業種の方に聞き、かつ、水産関係で取引を行っている人々に聞き、

実際の価格を見て、何か特別な水産関係で特別理不尽な事があって漁業者が被害を

被っているかを言われれば必ずしもそうではない。 

中山委員： 自分のところは指定漁業者が漁業組合の中に 500 人ほどいるが、バブル経済の頃、

10 年くらい前にも産地直送が流行った事がある。その際にも、大手スーパーから消費

地卸売市場や中卸を経由せずに直接渡り、セリが全く行われなくなった事があった。そ

れからその多くを捌いてくれる大手業者に頼っていくようになった。そして、それが現在

では業者に対して量販店側が一方的に金額を提示し、その額に見合わなければ他の

業者に行くと扱われるところが非常に多い。なので、今になって産直を行っていた業者



はもう一度消費地市場を活性化し、中を通して欲しいと言っている。しかしもう市場はセ

リをしてくれず、仲買人を通してでもしてもらうと言った事まで出てきている。でなければ

とってもでないがやっていけないと皆で言っている。7 割も量販店で占められている現

状ではそこに値段が付けられ、それに従って浜の値段が決まっているのが現実であ

る。 

調整班長： 現状はその通りだと思われる。但し、その価格が他の物品と比較したときに水産物だ

けが大きく下がっているかと言われたらそう言うわけでもない。 

中山委員： 下がってはいないかも知れないが、上がってもいないのでは。何十年前からも上がっ

ていないのでは下がっているのと同じともいえるのではないかと思うが。また、やはりス

ーパー関係は強い。消費地市場よりも強いのではないか。 

企画課長： 今般の白書でも書かれているが、それでスーパーが上手く行っているか現場に聞い

てみると、鮮魚売り場は一番儲けが低い場所であると言われている。鮮魚専門店に入

ってもらうなりをしているが、それについても上手く行っているところは少ない。昔は小

売店において魚の調理法を教えてくれたり、また刺身を作った後の残りを有効利用して

別の形にして販売するなど、きめ細かな対応ができていた。こういったことから考えると、

スーパーを中心とした大きな流通では魚は取り扱いにくいのが明らかであり、時代が

変わることによって相当程度のハンディキャップを持っている。また、これが消費の減

少に繋がっている可能性がかなり大きいのではと思われる。 

こういったことを打開していくためには、産地でどのように販売力を強化させるか、非

常に難しい課題ではあるが努力をしていかないといけない。もちろん産地直送で1つの

スーパーに頼っては交渉権限がなくなっていくだろうが、市場との 2 通りの流通を確保

する地域がまとまる必要があるだろうが、そうやって工夫を凝らしていかなければ現状

では買い手の力が圧倒的であり、現状を打開できないのではないか。 

田中委員： 議論が尽きないところだが、時間もきたのでそろそろ終わりとしたい。企画課長より意

見は承るとの事なので、何かあれば事務局のほうへ連絡していただきたい。 

 

○政策評価班長より次回以降の政策評価会スケジュールの説明 

 

以 上   


