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平成 19 年度第２回農林水産省政策評価会水産庁専門部会議事録 

 

○政策評価班長より平成 19 年度政策評価目標の設定について説明 

 

○委員より意見・質問等 

安元委員：事前に資料をいただいて用語集で調べたがわからなかったので教えていただ

きたい。資料 1-3 の５ページに高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の

割合の向上とあるが、高度な衛生管理対策というのがどのような対策なのかわ

からない。ＨＡＣＣＰとは違うのか。 

 

事務局： 具体的に言うと、水産物の高度な衛生管理というのは陸揚げから流通加工の

処理過程で、水産物に細菌等が混入するのを防ぐための管理の徹底を図るとい

うものである。具体的にはハード整備の条件となるソフトの施策では、講習会

等の開催によって、漁港利用者の意識の向上の推進、作業前の消毒の徹底、取

組体制の構築、定期的な検査態勢の構築、作業エリア・区画動線ルールの設定、

船舶・容器等の洗浄の徹底、残渣などの適正な処理、処理の効率性から人手を

極力排除できるベルトコンベアやクレーン等の設置等がある。 

     また、ハード整備の施策では、具体的には、清浄海水導入施設の整備による

陸揚げ処理水等の管理によりきれいな海水を汲み上げて、それを利用する。排

水処理施設の整備による港内水質管理の徹底、排水の滞留防止の徹底、鳥獣侵

入防止施設による荷捌き所における異物混入防止の徹底、屋外作業時の風雨等

による危険侵入防止の徹底。これらを考えているところである。 

 

計画課： 補足をさせていただきたい。基本的に漁港では、水産物を取り上げてから流

通加工と出荷していく中で、例えば荷捌き施設で処理する時に水の中に菌が混

入する可能性があるということ。それを取り扱う漁業者の方、卸売り業者の方

などが入ってくる時に、菌を持ち込んでくる可能性があるということ。また、

荷さばき所用地には鳥等が多く集まり、鳥が落とす糞から菌が混入してしまう

可能性があることから、こうした懸念がないようにするため、細菌の混入がな

い形でどれだけ出荷できるのかというのを、一つ一つのプロセスでチェックリ

ストを作って、チェックすることとしている。また、鮮度の劣化ということも

一方で重要な課題であるが、このことについては、これまでも作業時間の短縮

化に努めているところであり、ここで言っている衛生管理とは別と考えている。 

 

安元委員：ＨＡＣＣＰの場合は、他者のチェックというのが厳しくあるが、高度な衛生

管理と謳ったからには、業者だけではなくて、誰がどこかでチェックしないと
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わからないのではないか。ＨＡＣＣＰの場合、普通の業者がなかなか取り入れ

る事が出来ない理由のひとつは、年間通しての費用が零細の人はなかなか払え

ないからである。あらためてここで政府が高度な衛生管理と謳ったからには、

何か良い知恵があったのかと思い、いろいろ調べたのだが出てこなかった。 

 

計画課： 確かに仰るように第三者がどう評価するのかも大事なことと認識している。

できるだけ国民の方にわかりやすい仕組みとなるよう検討しているところであ

る。 

 

若林委員：全体の評価をＡＢＣの３段階に整理されたことについては良いと思う。それ

で、政策評価に向けて、各ランクを設定する根拠は極めて重要で、それぞれの

項目について、一定のアカウンタビリティーが必要である。順番にお聞きした

い。 

まず、第 1 に、資料 1-1 の７ページで、「ＢとＣの区分を振れ幅の 1/2」と

しているが、1/2 と決めた理由は何か。 

 

加工流通課：振れ幅はＨ11～17 の単年度ごとの実績値で、目標値からの乖離を絶対値で

見ている。絶対値なのでプラスであればそのままプラス、マイナスの部分はプ

ラスにしてそれを平均すると、グラフの上に幅ができる。目標値より下回った

部分の 1/2 については、既に目標を達成しているため、目標値を超えた 1/2 を

Ｂとした。 

 

若林委員：それから、第２に、資料 1-3 の３ページ、漁業経営改善計画の認定者数の確

保ということで、下２行の、「毎年この 67 経営体を 15％増した」ものを目標

値としているが、15％増はどこに起因しているのか。15%の意味はどういうもの

なのか。 

 

水産経営課：経営改善計画に５年間で付加価値額 15%増という指標がある。平成 14 年度

に経営改善計画が創設されたが、この制度を実施して最初の年で 67 経営体を達

成した。この１５％とは関連性はないが、翌年度については 15%程度アップし

ていくものとし、77 経営体を目標値とした。18 年度の評価はＢとなっているが、

19 年度に実施のプロジェクト事業等において、経営改善計画を事業の要件とし

ていることからも 15%増は可能と考え、目標を従前同で設定した。15%について

は、これまでの実績から決定しているものであり、分析結果として出たもので

はないため、可能であれば表現ぶりを修正したい。 
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若林委員：全体的に理解しにくいので、少し検討いただいた方が良いと思う。繰り返し

になるが、数値については、評価の基礎になることから、明解な説明が大切だ

と思う。 

     第 3 に、資料 1-3、5 ページの「高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物

の割合を 23%から向上させる」ことについて、この 23%の根拠はどこにあるのか。 

 

計画課： 漁港の事業の中で、今申し上げたような衛生管理型の対策事業を進めており、

数値は当該事業が完成した漁港での取扱量をもとに算出している。なお、漁港

は全国で 3,000 弱あるが、対象漁港としてはその全てとしているわけでなく、

水産物の供給ネットワークを考慮の上、産地市場を有するまさに流通の拠点と

なる漁港を概ね 150 漁港に絞り込み、それを対象としている。これは漁港にし

っかりと役割分担をさせることで整備の選択と集中を図っていこうとする考え

方によるものである。全国の漁港での取り扱い量は、430 万トンくらいが水揚

げされているが、その約７割の 260 万トン強がこの 150 漁港で水揚げされてい

る。この 260 万トンを分母として、市場を通している数量を分子として割り出

したものであり、これを５年間に 260 万トンの半分の 130 万トン程度まで取り

扱うようにするということで目標を設定した。 

 

若林委員：関連して、もう一つだけ、資料 1-3 の７ページの経営不振漁協について、「１

年間に 10 漁協ずつ改善計画を策定する」とあるが、10 漁協だと、これからま

すます合併が進行していく可能性が高い。現時点で計画されている 100 漁協な

ら、単純に考えれば達成するのは 10 年かかることになる。10 年経過すれば、

予測できない問題が、もっといろいろと出てくると予測される。そう考えたな

ら、なぜ１年間の改善が 10 漁協なのか。明確な説明が必要だと思う。 

 

事務局： 漁協数について、１億円を有する漁協が全国にだいたい 100 漁協あるとうこ

とであるが、漁協経営改善事業については、全国の漁協の参考となるような漁

協経営改善モデル先進事例ということで、一部の漁協を対象に策定し、これを

広く普及紹介しようというものである。この事業により、経営改善計画の策定

対象とならない漁協も含めたより多くの漁協の経営改善の参考となることを目

指している。先進的事例として毎年 10 ずつやっていくということである。該当

しなかった漁協については、それらを参考にし、モデルにして自らやっていく

ことを考えいている。 

 

若林委員：そうすると、ここの文章の表現がちょっと違うのではないか。数値の根拠に

ついては、明解な説明があったことから、先ほどの分も含め、もう少し実態に
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沿った表現をしておくべきである。こうしたことは細かいことかもしれないが、

これにこだわるのは、繰り返しになるが、評価のためのＡＢＣランクを設定す

る根本的な算定根拠になるからである。この点の取り扱いには注意が必要だと

思われる。 

 

安元委員：資料１－１の３ページの（ウ）に、主な栽培漁業対象魚種及び養殖業等の生

産量の確保とあり、自給率 65%を達成するためということは大切なことだと思

うが、消費者にとって関心の高い魚種のふ化・放流というところの、消費者に

とって関心の高い魚種とは何か。どういう魚種に関心が高くてどういう魚種に

関心がないのか悩ましい。どうしてかというと、日本近海というのは、他品種

少量の漁業、漁獲であり、そこで消費者は同じものだけ食べているのかと思っ

たからである。 

 

田中座長：関心を何ではかったものなのかが難しいのではないか。 

 

安元委員：流通量で計ったのか、漁獲量で計ったのかが明確でない。魚離れといわれる

中なので、なおさらはっきりさせた方が良い。 

 

栽培養殖課：基本的に魚類、甲殻類、貝類の中からだいたい２種、栽培漁業ということ

なので、放流して漁獲を行っているものを選んでいる。また、これ以外にもマ

グロなど関心の高い魚種もあるが、種苗放流されており、漁獲に反映されるも

のということで、放流量が多い魚種を選んでいる。放流魚種を選ぶ中でどのよ

うなものが良いのかは、各県が基本計画を作っている。基本計画は、例えば漁

協からマダイやヒラメを放流してほしいという意見があったらそれを反映され

る。ただし、いくらマグロが良いと言っても種苗放流する技術がない場合はで

きないので、県が計画を立てて行っている。放流量は、尾数だけで全体を把握

するのは難しいので、今のところは代表的な魚種だけ選んでいる。 

 

安元委員：消費者にとっての関心の高いものが、漁協にとっての関心の高いものとなる

とは限らないのではないか。 

 

田中座長：価格の高いものは人気があると、つまり、消費者にとって関心が高いから量

が少なくてほしい人がたくさんいて値段が高くなる。ということで判断してい

るのではないか。他の魚種は放流する技術がないということもあるのではない

か。 
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安元委員：栽培漁業が確立している、魚価の高い魚種ということか。 

 

中山委員：これは、１回目の評価会のときにも申し上げたが、産地と消費地の価格差４

倍について、資料 1-1 に消費者が求める新鮮かつ安価な水産物の安定供給とあ

るが、高い安いというのはどの基準で４倍としたのか。この４倍について前に

も言ったが、どこからこの４倍というのが来たのか。特に資料を見ていくと、

19 年、20 年、21 年とどんどん下げることになっている。今現実にはほとんど

の魚価が上がっていると私は見えるが、その中で下げて行くとなると、非常に

難しいと思う。 

     何でも安く提供するというのは、消費者からみると安くて良いのかと思うも

しれないが、高度な衛生管理など色々なことをやって、安心安全なものを消費

者に届けるほうが消費者のためになるのではないかと思う。４倍というのはい

つまでも下げていかなければならないのか。 

     もう一つ、資料⑬-6 ページで、生産と消費の橋渡しとなる加工流通分野にお

ける構造改革を進め、ということが謳われているが、いただいた色々な資料の

中で、このような施策というのがどこに載っているのか教えていただきたい。 

 

加工流通課：４倍について、なぜ４倍なのかという理屈は正直申し上げて無い。資料 1-1

の７ページに単年度ごとの格差が載っているが、４倍を下回る年が平成 16 年し

かない。整数倍ということもあるが、当面の目標ということでとりあえず４と

いう数字を掲げたのが正直なところである。ただ、今回の見直しによって、だ

いたい４倍という従来の考え方から、18 年をベースとしてさらに価格差を縮め

ていこうという目標に変えさせていただいた。 

     もう一つ、なぜそんなに安くする必要があるのかというご質問について、少

なくとも当方の考え方として、価値に応じた価格というのはやはり必要だと思

っている。ただその一方で、消費者の方にわかりやすくということを考えると、

消費者の方々が今魚の価格についてどう思っているのか、アンケートの結果な

ども見てみると、やはりまだ肉に比べて割高だという意識が根強く、そこはや

はり克服していきたい。 

     ただし今回の目標は、前回も同じだったが消費地の価格をどんどん下げてい

くということではない。あくまでも価格の相対値を縮めていこうという考え方

で、矛盾するかもしれないが、産地の価格はより高く、消費地においてはより

安くするということである。 

     これをどう実現していくかというと、コストを下げていく必要がある。現段

階で流通のコストそのものというのは、各流通業者、加工業者が努力されて行

くとこまで行きついているのだという考え方もあるが、例えば産地市場におい
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ては零細な産地市場が数多くあり、例えばこれを漁協合併を含めて統合してい

くことができれば、中に入ってくる仲買の数も増えてくるので、より価値に応

じた価格というのが実現していくだろう。そうすれば産地の価格も上がるだろ

うし、産地の価格が上がって消費地の価格が動かなければ、価格差が縮まる。

そういったこと進めていって格差を縮めていきたいと考えている。 

     これを限りなくゼロに近づけるということは毛頭思っていない。４倍という

数字自体、実績として 4.08、4.24 などと出ているが、この倍率自体がまだ相対

的に見て高いのではないかという考え方もあるので、それらを縮めていこうと

いうのを目標としている。 

     それと、水産庁の施策でどういったものがあるのかということについては、

資料1-2の12ページから並んでいる事業が対応する事業ということで掲げられ

ている。だいたいがソフト事業になっているが、ハード事業も含めてここに並

んでいる。 

 

中山委員：並んでいる資料の中で、加工流通の構造改革というのはどこにあるのか。 

 

加工流通課：加工流通に関しては全てそうだが、一番上にある水産物流通対策事業費補

助金を通じて、流通・加工両面での改革を進めていこうとしている。中身とし

ては、今年度から始めた流通構造改革事業等様々な事業が含まれている。 

 

田中（一）委員：具体的にどのようなことをやるのか。抽象的なことを言われても何を

やっているのかわからない。 

 

加工流通課：まずは産地市場の統合が大きな課題である。産地市場を統合して、さらに

統合市場において買参人の新規参入を促進するということが一つ基本的にあ

る。そこで各産地における流通拠点の形成を計っていきたい。それと併せて、

拠点を作るだけではしかたないので、消費地と産地、特に消費者との間で、消

費者の望むものを適切に届けられるような流通ルートを構築していきたいとい

うことで、多様な流通ルートの確立というものを掲げ、実施している。 

     内容的には、例えば漁協が加工業者あるいは消費地の小売店等と直接組んで

新しいビジネスモデルということで流通ルートを開拓していこうというものに

対して支援を行っている。 

 

中山委員：計画の中で来年度また減らすようになっているが、今色々な魚の値段が上が

っている。枕崎の辺の鰹節業者は、自分たちが生産したものの値を上げてもら

わないとやっていけないということで、一週間休みも無い。焼津でも鰹節業界
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やカツオを扱っている業者も、なんとか値を上げてもらわないとつぶれていく

という状況の中で、組合指導の下、みんな値を上げることを一生懸命やっって

いる。そういう中で、これを下げようとしていることは経済の実態と離れてい

るような感じを受ける。 

 

加工流通課：鰹節についてはそのとおりだと思う。これは全ての魚価を全部下げようと

いう話ではなくて、主要魚種の 10 魚種としている。一方、今年のサンマのよう

に値が下がっているというのもある。 

     当方としては、産地で暴落しているものに関しては、今までのような漁業者

は水揚げしたらあとは知らないというような流通から脱却していただきたいと

考えており、産地における市場を支えたいというのはむしろサンマとかそうい

ったものについてはあてはまるのではないかと思う。 

     カツオに関していえば、仰るように国際価格そのものが値上がりしているの

で、別の施策になるのではないかと思う。それはむしろ産地においては十分価

格が上がっているだろうということであれば、消費地における価格も連動して

上がっていくべきではないかと思う。 

     価値に応じた価格というのは一番始めに申し上げたが、カツオについては鰹

節にすることで付加価値がついているはずだが、それが正当に評価されていな

いということだと思う。逆にそれは鰹節に関する売り方を変えるなり、そこで

流通の構造を変えるなり考えていくしかないのではないかと思う。 

 

 

企画課長：私の方から一言言わせていただくと、４倍の価格差というのは、加工品で見

ているわけではなく、鮮魚で主要品目の産地価格と消費地価格とを比較してい

るわけで、加工品は中山委員の仰るようにいろんな付加価値を付けてそれが価

格となっているため比較するのは非常に一定の枠の中では難しいのではない

か。 ここで言っている４倍というのはあくまでも鮮魚の流通での魚の流通コ

ストを価格差としている。コストといっても厳密に言うと一部に流通業者の利

益があるが、なかなかコストだけをとらえることができないので、鮮魚に関し

ての価格差をもって、それをコストと見なして、できるだけ縮減させていこう

という考え方である。加工品も含めて価格差を縮減するというのは混乱してし

まうので、我々としてもできない。 

 

中山委員：最初、小売屋さん、鮮魚屋さんの話を聞いてきたが、その当時も４倍以内に

おさめるのは大変なことだと言っていた。サンマの場合はそのまま腑付き頭付

きで鮮魚で売るから十分４倍以内でいけるし、サバも同じである。あの当時は
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カツオも入っていたと思う。 

     人手を使って消費者に刺身まで作って提供するのに、４倍というのは今の人

件費の中でやるのは非常に難しい。確かに直接スーパーなどに納めている方は

何とかやっていけるだろうが、一方では流通業者の中でも消費市場を一度再構

築してほしいという意見もよく組合員から聞く。私も鮮魚と加工の４倍につい

てはわかっているつもりであるが、４倍が本当に良いのかというのが、疑問に

思う。 

 

田中座長：毎年この話は出るが、４倍の数値というのがそれほど実態を反映した４倍で

はないのではないか。これは漁業情報サービスセンターに頼んで調べたものを

まとめているものである。実際にあるところで売られたもがはどこでいくらで

取引されたというような追跡調査をしているものではないので、鮮魚が途中で

加工にまわってもわからない。産地では鮮魚だったのが消費地では冷凍であっ

たりすることもあり、それを全部含めた統計なので、４倍にあまりこだわると

話が難しくなってしまう。 

 

加工流通課：４倍については、例えば産地で１００円で売られているものが、消費地４

００円売られると、この場合マージンは３００円になる。それを縮めていこう

という話ではなくて、むしろ産地１５０円に上げて、消費地の価格を６００円

にしようというものである。同じ４倍だが、この場合価格差は４５０円になり、

価値を上げるためにかかった分１５０円というのは、業者の方々が懐へ入れる

べきものであるが、そうした中で、なるべく消費地の６００円をそのままおく

のではなく、コストを下げることでできるだけ下げていこうという考えがある

のでご理解いただきたい。 

 

中山委員：このグラフの資料はインターネットでどこかに載るのか。 

 

事務局： 最終的には今日行われた資料ということでホームページに載せる予定である。 

 

中山委員：この資料をこのまま一般の方が見ると、わかりづらいと思う。今説明したよ

うに、これは鮮魚関係だけであると書いた方が良いのではないか。水産庁はよ

くやっている、毎年下げる努力をしているというのはわかるが、一般の方はこ

れを見てもすぐ解ると思えない。 

 

安元委員：魚だけではなくて、私たち消費者はフェアトレードで海外から持ってきたも

のについて、産地で不当な価格で叩かれて国内で安く買うというのは妥当では
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ないと思う。産地も幸せで、私たちも適正な価格で買いましょうという輸入の

ありかたで、いろいろなところで行っているものを買ったりしている。 

     この間から考えてみたのだが、農産物ではそのような考え方をしており、産

地が活き活きとして、私たちもより良いものを買うということがあるような考

え方を、この書きぶりの中にも入れたらいかがか。プロフェッショナルな人だ

けが見て初めてわかるような書きぶりというのは、インターネットで流したと

ころでわからないと思う。 

     資料の水産業振興民間団事業費補助金のうちのところで、消費動向調査、ふ

れあい学習講習会、料理コンクールを実施のところで、121 百万円のお金が使

われているが、消費者にはどこで何をやっているのかが全然わからない。カリ

フォリニアレーズンとかクルミとかの料理コンクールをするといったことがイ

ンターネットに出ていたのを見て、そういうのはすごくよくわかるし、アメリ

カも努力しているのがわかる。 

     魚のことを普及したいはずなのに、昨日資料を読んで、どこで誰が何をやっ

ているのかわからないというものに 121 百万円もかかっているのかと思い、イ

ンターネットで水産庁や農水省のページを見たがよくわからなかった。こうい

うことを具体的に書くと魚の普及にもなるのではないか。 

 

田中座長：全般的なことにも関連するかもしれないが、国民に対するアカウンタビリテ

ィー、説明責任を果たせるよう工夫してほしいというのが大事である。今後そ

の点につていては改善をしてほしい。 

 

若林委員：現在の水産白書は、昔の 10 年前の漁業白書に比べて分かりやすくなっている。

大学生にとって、とっつき易さ、理解し易さも、今の水産白書のほうが断然、

良い。したがって、部外など外向きの説明には、今の水産白書にならって、わ

かり易くしていくべきである。国民に理解を求めるということが大前提なら、

そうすることで、よりスムーズに理解が得られやすくなると思う。 

 

田中（一）委員：４倍の話で、ご担当から、生産地価格を上げて４倍を縮減するという

ことであったが、産地と消費地の価格の差というのは市場の流れであって、行

政が何か邪魔をして４倍になっているのであれば、それは改善の余地がある。

行政が介入することによって４倍以内にするなら意味があるが、あるいは４倍

になっているのは行政上の何か理由があって４倍になっているのであれば、改

善の余地がある。そうでなければ市場に任せておけば、４倍が高ければ消費地

の業者はより安くしようと努力するはずである。なにも行政が介入する必要は

ないのではないか。生産地と消費地の価格の差は、行政が介入しても意味がな
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い。意味のないところに 18 億使っているわけだが、予算自体が非難される恐れ

がある。今の議論を聞いていたら少なくともそう思う。説明になっていない感

じがした。  

     それから、1,500 人の話を私は３月にも申し上げて、そのとき分かったので

あれば聞く必要はないのかもしれないが、今聞きたくなったのは分かってない

ということだと思う。1,500 人はどこから出てきたのか。一定の将来における

姿があって、将来漁業をどのようにしたいのか、そのために毎年 1,500 人の参

入がなければいけないという根拠があれば知りたいと思い、３月に質問した。 

     しかもここにも書いてあるように、景気が良くなると、どんどんそちらに出

て行ってしまい、毎年 1,500 人入っても、１年、２年、３年の間にどんどん減

耗していくはずである。そうなると、最近においてどのくらい入って、出て行

った実員はどのくらいなのかが分かって、その実員を超えてはだめだから増や

さなくてはいけない、そのためにどうしたらいいのかということではないのか。 

     1,500 人だけ入口で押さえても何の意味もないと私は思う。それに対して３

月のときどう答えられたか、記憶がないということは納得していないというこ

とだと思うので、もう一回繰り返したいと思う。他に若林先生が仰った数値の

こともあると思うが、どうも水産庁の数字というのは他の局に比べて理解でき

ないものが多い。 

 

田中座長：例えば、市場の閉鎖性があって著しく高くなっているので改善の余地がある

等の書きかたにしないと、誤解が生じるかもしれない。 

 

安元委員：産地価格は 150 円になってもかまわないと思う。何故かというと、魚という

のは天候に左右されるので、その辺を考慮してもいいのだが、最終価格が４倍

以内なので、別に 150 円が 600 円になるという話ではない。考え方がもともと

おかしいと思うのは、工場生産のものとか、農業のものとかは、衛生管理もき

ちんとし、それからＨＡＣＣＰにお金も払い、何とかして企業の人たちは努力

をして150円のものを300円以内におさめようと努力している企業精神がある。

ところが魚のところでも天候があるから仕方ないと思いつつも、努力をすると

いう姿勢が感じられない書きぶりだと思う。世の中の企業はどうなっているの

かを考えて、漁業の方を向いた書きぶりにしておかないといけないのではない

かと思っている。 

 

 

企画課長：４倍の話は、我々の考え方としては、マージンではなく流通コストである。

流通コストをできるだけ削減しようという中で、どのような指標をとるのが良
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いのかを考えたとき、データをとるのが難しい中にあって、産地と消費地の価

格差を相対的に比較したものを４倍とした。 

これは、平成 11 年から 17 年までの実績が、上下した年もあるが概ね４倍程

度で来ているという中で、だいたい普通であれば４倍くらいだろうということ

で、４倍を少し上回っている水準からできるだけコストを下げようということ

である。 

水産物というのは、青果物などと違って産地市場があり、流通段階が多いの

で、そういう中でできるだけコストを縮減しなければならない。そのために基

本計画の中の水産物の安定供給のための加工流通という柱のなかで、流通拠点

の整備ということで産地市場を統合しながら、衛生的な条件などを整えながら、

流通コストを下げていこうというものである。それから消費者に有利な形での

取組ができないかということで、消費者に向けて多様な流通ルートの改革など

を考え、基本計画にもそのような施策を盛り込んでいる。 

また、今回施策の目標を立てるに際して、この４倍というのは何の成果を計

るのかということについて、昨年までは水産業の振興の分野に入ってたが、今

回から消費者への安定供給という新しい枠組みの成果指標とし、より一層消費

者を見た考え方にしようというものである。指標だけ見ると変わっていないが、

そのような考え方ということを理解いただきたい。 

なかなか４倍に達していなかったが、昨年、異常年を除いて、平常年として

は４倍をきるようになってきたということについては、我々としては取り組む

べき流通コストの削減の一定の成果を上げてきたということだと考えており、

そうであれば、さらに５年間で５%程度削減していこうという考えである。消費

者価格を上げるのが目的というわけではない。 

田中委員ご指摘の 1,500 人の就業者数については、これまでの実勢を見て⑭

-3 にもあるように、平成 11 年から 18 年までの新規就業者数を見たところ、そ

のピークの時がだいたい 1，500 人水準であった。ところが最近数年において、

1,200 

人台に落ち込んでいるのが問題だという意識があって、これを今年度から新た

な就業者対策として各地で就業者フェアを開催して、漁業に興味を持って参入

したい方にマッチングの場を作るという努力をしており、さらに対策を強化し

ていくことによって、平成 11 年以降の中ではピーク時の水準の 1，500 人を確

保していこうということを目標にしている。 

全体の就業者との関係について理論的な根拠が若干弱いところがあるが、当

面就業者を確保していかなければいけない中で、最近の落ち込みが問題である

のを立て直していきたいというものである。新しい対策を最近になって始めて

いるので、それがどう効果があるのかというのは、ご指摘の通り新しく入れた
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人がどのくらい定着しているのかというのを見ていかなけらばいけない。最近

になって始めた改革については、いずれフォローアップしていかなければなら

ないと思っている。我々としても、もう少し検証するだけの材料がいるが、そ

の辺をご理解いただきたい。 

 

坂元委員：水産基本計画の中で自給率を 65%に上げるということで、前回も申し上げた

が、国内の需要と供給のバランスはどうなっているのか。国内生産だけを増や

して、輸入物はそのままでその中で魚価が下がっていく、そして漁業者が飯を

食えない状況にある中で、今後も自給率 65%を目指して色々な施策をし、需要

と供給のバランスをとるためにも、作った魚が売れる体制をつくってほしいと

いうお願いをした。 

     新規就業者についても、乗組員という形で就業しているのか、それとも自分

で船を買って独立して企業するための新規就業者なのかわからない。そこを詳

しく出してほしいということを言った。 

     また、1,500 人の中で、新規の方が 1,500 人、そして年齢とともにやめてい

く人がどれくらいなのか、そして水産業という産業自体をみたときに、国民に

水産物を供給する一つの大きな産業として今後成り立っていくものなのか。自

給率を 65%に上げていくという方向性はすばらしいことだと思うが、色々と矛

盾もあると思う。 

 

田中座長：これは議論すると長くなってしまうので、次回にお答えいただくということ

でいかがか。 

 

若林委員：少し長くなって申し訳ないが、この委員になって最初に着目したのは研究分

野のこともあって、新規就業者数 1,500 人である。というのも、新規就業の漁

業者がいなかったら、立ちゆかなくなることが自明であり、大変、重要な基礎

データだからである。社会調査や統計の原則からすると、この表には、かなり

厳しい限界がある。なぜかというと、数値の根拠・ソースがバラバラで違って

いるからである。平成 17 年からは、「大日本水産会調べ」となっているが、そ

のデータの中身のチェックも必要であり、今後、経年的に同一機関で同一の方

法によるデータ収集が大切である。その上で、これに対して具体的に追跡調査、

フォロー調査をやってもらいたい。このことは昨年度か、一昨年度にお願いし

たと思う。とにかく、今後の漁業のあり方を考えていく上で、重要な基本指標

だと思われるので、善処していただきたい。 

 

企画課長：今ご指摘のあった大水のやっている事業の中で、事業の中に新規就業者数の
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把握のために漁協へのアンケートも行っており、まとまってきたら今後の委員

会でも説明させていただきたい。ただ坂元委員ご指摘のとおり、今年できた基

本計画の中でも、今後は漁業者は数自体は平成 29 年には７万人くらいの水準に

減っていく。その中で安定的な生産構造をつくっていくためには中核となる経

営体をどの程度育成していかなくてはいけないのかということになる。 

     漁業の生産構造として、業種ごとに全体の数が 29 年にはどのくらいになっ

て、そのうち効率的、安定的な経営体のシェアはどのくらいなのかを考え、そ

のような経営体によって全体の生産力を維持していくものとして、目標とする

生産力を計算をしている。今日は資料としてお配りしていないが、これは次回

また説明をさせていただきたい。 

 

○整備課長より漁港漁場整備法改正に伴う事前評価について説明 

 

○委員より意見・質問等 

田中（一）委員：これは、さしあたり兵庫県、鳥取県、島根県の沖合ということで、そ

の他にも今後実施する予定で、これで終わりではなく、始めの事業をひとまず

やるという理解で良いのか。 

 

整備課長：そのような理解で良い。 

 

田中（一）委員：負担の嵩上げ措置があるとのことだが、鳥取県、島根県については、

先ほど仰った 9/10 補助ということになるのか。 

 

整備課長：国の負担が、兵庫、鳥取、島根で、鳥取と島根が 9/10、兵庫が 3/4 となって

いる。 

 

田中（一）委員：別の角度からみると、整備の範囲というのが従来から外国船を含めて

底曳き網などによる密漁が多いので、そのための措置ではないかと私は思った

のだが、そのような効果もあるのか。これは私の独り言だが。 

 

整備課長：純粋に、今回の整備は、あかがれい・ずわいがにの資源増加を期待するもの

である。 

 

若林委員：ところで、基本的で素朴な質問で申し訳ないが、このブロックは１基いくら

くらいするのか。 
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整備課長：運ぶ距離等の条件が異なるので、１基いくらというのはわからないが、２ｋ

ｍ四方を一つの群として全部で２１を考えている、それで全体で６５億円、１

箇所約３億円。あかがれい・ずわいがにの生息水深が２００～３００ｍなので、

そこへ投入する。 

 

田中（一）委員：ブロックの大きさはどのくらいあるのか。 

 

整備課長：これまで整備していたものは３ｍくらいである。 

 

－－－休憩－－－ 

 

○計画課長より平成１８年度事業評価（直轄）結果について説明 

 

○委員より意見・質問等 

 

田中（一）委員：この事業の事前の評価はどのようにやっていたのか。 

 

計画課長：この当時はまだ B/C を算定することにはなっていなかったため、計算してい

ない。 

 

田中（一）委員：B/C がないとすると、優先順位はどのようにして決めたのか。 

 

計画課長：定性的な評価ということで、今漁業の現状に応じて困窮している度合いを調

べて、それに応じて判断したということだと思う。地元の話を聞きながら、実

態も調べながら、そこを重点的にやっていく定性的な評価である。 

 

田中（一）委員：その当時 B/C が無く、定性的評価が正しかったのだと言えるとしたら、

なぜ正しかったと言えるのか。 

 

計画課長：当初の課題を整理し、それを解消するということで、そのとき問題となって

いたことがより深刻かどうかということかと思うが、この場合は非常に静穏度

が悪かったといことが一番の問題だったと思うので、それを判断したのだと思

う。 

 

中山委員：北海道では整備した漁港において、整備しても漁協の合併が行われるのか。 

 



- 15 -

計画課長：ひやまは１漁協となっている。漁港の整備については、それぞれ漁港につい

て、整備にあたってどこの漁港に集荷の拠点を置くなど役割分担をしており、

その中で機能が重複しないような形で整備を行っている。 

 

中山委員：説明のあった以外の漁港でも、ここを拠点にするという形で整備しているの

か。 

 

計画課： お示ししている漁港はいずれも平成６年から７年に事業が開始されたが、こ

のときは、まだ今のような漁港漁場整備法という法律ではなくて、漁港法とい

う法律でやっていた。その法律では、整備計画は国会承認事項とされていて、

どこの漁港を整備するか、どの施設を整備するのかまで規定していたところで

ある。ここにある漁港はいずれも国会で承認をいただいた漁港である。 

     基本的には水揚げ量が多い漁港か、避難の拠点となっている漁港ということ

で、当時の考え方としては、今のような圏域ごとに流通の拠点である等の明確

な形ではないが、基本的にはそれぞれの地域によって漁港の役割はどうなるの

か、その役割に基づいて例えば避難港ということになっているが、静穏度が悪

くて避難漁船が入れない状況のため早急に対応していくべきではないかという

議論があり、そのような中で採択して事業を進めてきた。 

 

○計画課長より水産関係公共事業における多段階評価の導入について説明 

 

○委員より意見・質問等 

 

田中座長：確認だが、まず、今までは B/C だけで評価していたものを、事業効果を広く

国民の方によりご理解していただくために、いろいろな項目についてＡＢＣと

いうランクを付けて、それをもとに決定したという、そのプロセスが明確にな

るようにこういうルールを考えたということで良いのか。もう一点は、今後は

経済波及効果を考える方式を検討するいうことで良いのか。        

 

計画課： 最初の点はその通りである。2 点目は今整理中であり、改めて詳細説明をさ

せていただく予定です。 

 

田中座長：前例がないので良いか悪いか難しいところもあるかもしれない。事例が紹介

されたが、このような実施事例がたまってきて判定基準がわかってくるように

なると、これでうまくいくかどうか、あるいはここを改良したほうが良いのか

という議論になるのかと思う。 
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田中（一）委員：この評価手法をとても評価する。ここまでまとめられた努力に敬意を

表したい。今までは費用対効果だけだったのが、例えば時間が短縮できるとか、

それぞれについて必要性、有効性についてＡＢＣとランク設定をしたのは大変

な努力だったと思う。実際やってみて、ここまでやる必要はあるのかというこ

ともあるかもしれないが、よくまとまっていると思う。 

 

若林委員：同様に、私も、この努力を賞賛する。付け加えるとすると、問題は判定基準

の根拠や中身である。なぜ、この判定基準を使うのかといった説明書きがある

と、さらに良い。また、これまでに、いわゆる多段階評価は、５段階とか３段

階とか奇数段階のほうが適切だという議論があったと思う。たとえば、ここで

は、一般の人が見たときに、－とＤでは何が違うのかと疑問が出てくるだろう。

したがって、たとえば、ＡＢＣの３段階とシンプルにしたほうが、理解しやす

いのではないか。これも、先ほどのアカウンタビリティーの話につながってい

くのだが。 

 

田中（一）委員：Ｄの上記以外というのと、－の該当なしとの違いがよくわからない。 

 

若林委員：たとえば、アンケートでいうと、ＡＢＣに加えて、No Answer（無回答）、こ

こでは、無評価のようなものである。それがわかれば、良いのでは。 

 

田中座長：政策評価との関係を評価するということについてであるが、政策に関する項

目がどれなのかわかりにくい。政策との関係について前段に説明文があるとい

いと思う。 

 

若林委員：ＡＢＣＤ－といった評価ランクが、バラバラである。ＡＢＣＤ－になってい

るのが多いが、「消費者への評価指標」の小項目の「安心安全な水産物の提供

の消費者への安定提供」では、Ｃの部分がない。実態的には、そう設定せざる

を得ないかもしれないが、それを何とか工夫して、全体としては、５段階か、

あるいは、３段階に統一したほうが、わかりやすい。それから、表現法の問題

だが、実態としては理解できるが、説明する概念でまとめてもらったほうが良

い。できれば見る側の立場で整理できないか検討してみてもらいたい。いずれ

にしても、良いものができたと思う。 

 

○計画課長より水産関係公共事業の事業評価実施要領の改正について説明 
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○委員より意見・質問等 

特になし。 

 

 

 


