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平成 19 年度第３回農林水産省政策評価会水産庁専門部会議事録 

 

 

 

計画課長：（資料１水産関係公共事業における事業評価について説明） 

 

計画課長、計画課担当（資料２水産関係公共事業の事前評価について説明） 

 

防災漁村課長：（資料３－１公共事業の事後評価書（案）（水産関係公共事業の期中の

評価）について説明） 

 

計画課長：（資料３－２公共事業の事後評価書（案）（水産関係公共事業の完了後の評

価）のうち計画課担当事業について説明） 

 

田中座長：それでは、ここまでのところで委員の皆様のご意見等伺いたいと思います。

盛りだくさんの内容ですが、お話いただいた内容は、事前の評価、期中の評価、

完了後の評価で、一緒にご説明いただいたのが資料２の事前評価のやり方とい

うことで、夏にお集まりいただいて、必須項目の他に新たに国民に中身を説明

するために優先配慮項目を設けて、評価をすることについてどうでしょうかと

いう話をしました。これに加えてその時に、B/C だけではあまりにも紋切り型

で他省庁とのやり方にだいぶ違いがあるということで産業連関分析を入れて評

価をするということになり、今日は産業連関分析について詳しくご説明があっ

たと思います。それと期中の評価ですが、これは例年行っていて、資料の３－

１ですが、その他に完了後の評価ということで３－２の途中までご説明いただ

きました。 

     まず最初に新規事業の採択ということで資料の２の方からご意見があればお

伺いしたいと思います。 

     私の意見としては、今まで通り B/C を出して、地域間の効果と更に地域を越

えた効果を考慮して幅広く国民の理解を得られるようにしていただければ良い

のではないかと思います。 

 

二村委員：よく波及効果の計算のときに言われることというのが、二重計算の可能性が

あるのではないかということです。二重計算が少しでもあると非常に胡散臭い

目で見られがちであるということでもありますので、先ほど座長おっしゃいま

したとおり、直接効果はこうです、そして産業連関表を使った波及効果こうで

すという形で、今までのものと二本立てで出されるのがよろしいのではないか
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と思っています。ですから、申し上げることとしては波及効果を計算するとき

は二重計算の可能性について十分気をつけてくださいということです。 

 

計画課 ：ご指摘ありがとうございました。確かに二重計上は私どもも十分注視してい

かなければならないものと認識しております。B/C と産業連関分析による効果

にあって、二重計上がないよう現在精査中であり、今後とも二重計上になるこ

とがないようしっかり見ていきたいと思っております。ただ事業評価手法につ

きましては、あくまで全省的な取扱い等もありますので、引き続き B/C という

ものを私どもの評価の軸にもっていきたいと考えており、今回お示ししたもの

は、経済効果というもう一つ別の視点で評価するとこうなるということでお示

ししたものとご理解いただきたいと思って、います。 

なお、今回の産業連関分析の中で、課題１と課題２ということで示していま

すが、この課題１と課題２の中でもまた効果の二重計上というものが出てくる

可能性があると考え、これについては色々と有識者の方々ご意見をいただきな

がら検討しており、そこについては問題の無いことが確認できています。 

 

中山委員 資料２のところで、今平均 4.7kg で 662 円とあり、市場の方では５kg 以上の

もので出してくださいということで 692 円になるでしょうということで、30 円

上げますと、4.7kg を５kg に上げると経費は相当かかってくると思うんですが、

１億 8,300 万円というのは経費を抜いてそのくらいになるということですか。

飼料代とかそういうものは相当かかってくると思うんですが。 

 

計画課 ：ご指摘のとおり当然経費はかかってきます。ただ今回の視点というのは地域

の経済効果ということで、金銭のやりとりというものがどれだけ今後活発化す

るかということで見ていますので、直接効果としては経費分を含んだ形での効

果になっています。一方 GDP 効果ということころは、そこがないようにするた

めに全ての生産にかかる費用の中から、営業余剰分とか雇用者所得分とか税収

増加分という形で、そこは切り出して取り扱っております。 

 

田中座長：私の方から希望ですが、これは B/C が割と低い方の事例だと思いますので、

高いのと中間くらいのものを３つくらい合わせてお示しいただければ、比較と

いう意味で色々役に立つのではないかと思います。 

     よろしければ、次の期中の評価、資料３－１の方でご説明いただいたことに

ついてですが、ご説明いただいたのは、大船渡で B/C でいうと 1.22 で下から２

番目くらいですが、非常に狭隘な土地の有効利用となっています。 
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二村委員：基本的なところを伺いたいんですけど、最初に漁村で排水設備の普及率が全

国平均をかなり下回っているというようなご説明をいただいたんですが、これ

は漁港特有なものと考えてよろしいんでしょうか。例えば都市部というのはも

ちろん排水処理施設の整備率が高いというのが通常わかるんですけど、一般に

市街地を外れたいわゆる人があまり住んでいないところ、漁村というのは住ん

でいるわけですが、漁村特有の問題なのかどうかということを、基本的な知識

としていただきたいと思います。 

 

防災漁村課長：漁村特有というより、不便で施設を造るにも狭隘で、平坦な用地がない

ような地域の特徴ではないかと思います。例えば都市部でも大都市と中小都市

を比べましても大都市の方が高くて中小都市の方が低いという状況もあります

し、農村の中でも中山間地となりますと、平坦地などの農村に比べると整備率

が低いはずですし、漁村特有ということではなくて、地域の特徴になると思い

ます。 

 

若林委員：要するに遅れている地域の基盤整備が行われている共通的な措置という解釈

でよろしいですか。 

 

防災漁村課長：はい、それまでの投資効果や優先順位もあるかと思いますが。 

 

若林委員：計算式等ありますが、多分ここに限らないかもしれませんが、例えばこの事

業によって、５ページ目の地元（受益者、地方公共団体等）の意向というとこ

ろで、今回期中ですからやっている最中だと思います、生活基盤の整備をやっ

ていかなければいけないのは当然で、その結果として、書いてあるのは海域環

境の保全等良くなるのはわかるんですけど、後ろの方を見ると、定住化の促進

ですね。効果はなかなか出てこない確率が高いのではないかと思うんですが。

例えばこのケースでいうとどうなんでしょうか。あるいはこのケースに限らず

でいいですけど、定住化が少し進んだという良い話がもしありましたら。どう

でしょうか。 

 

防災漁村課：蛸ノ浦につきましては、まだ人口は変わっておりません。これから下水道

を整備したりして定住化が進むかどうかを注視したいと思いますが、実際に人

口が増加した事例はあります。例えば徳島とかの事例ですが、ちょうど小学校

が廃校になりかけていたところに、下水道等の整備ができたということで、小

学生等の人口が増加し、活性化しています。水洗トイレですと、孫などの若い

世代の方々が戻ってきやすい状況となりますが、汲み取り便所となりますと、
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なかなか若い方に戻ってきてもらえないということがあります。これは実際の

話で、そうなってくると下水道等は活性化を図るうえで前提となるのではと考

えられますので、その効果については地元の話をきいて情報収集を図っていこ

うかと考えています。 

 

若林委員：いわゆる生活基盤整備が前提だと思うので、その上でアカウンタビリティー

ですか、説明するときに、最終的には外向きに第三者的に見ても効果的なのは

定住化だと思うんですね。というとことがなにがしかの形できちんとデータ化

数値化できる事例を持っておいた方がいいと思っています。 

 

安元委員：蛸ノ浦の例と同じかどうかわかりませんが、今年の新聞で、ここの近くに志

津川というところがあってタコの漁獲量が今年はすごく増えたという記事の中

に、漁民の話として漁港が少し整備されて水質改善がなされたことも原因の一

つではないかということがあって、そのとき思ったんですけども、こういう資

料のときも水質の調査というのはなされているのでしょうか。 

工事では、よく大気汚染調査をしますけど、漁港の水質もこのように変わり

ましたというデータがあれば、外に向けて資料として出すときに、どれくらい

改善されましたということが一つあるのではないかと思います。 

それから条件の不利な町にあっても、漁港の整備、下水道の整備というのは

きちんとなされていけば良いのだとは思います。そのときに都市部は効果が高

いから今すばらしくなっていますけど、漁村を整備されていくと、色々な体験

授業とかで小学校とか中学生の人たちが行くという例もありますから、整備し

たことをきちんとアピールできるような学習資料にもなるようなものを出して

いくということも、水産庁には大切ではないかと思います。 

 

田中座長：水質改善の統計をとっているかという質問ですが。 

 

防災漁村課長：２点ほどあったかと思います。一つは施設整備の前後で水質調査をやっ

たかどうかという話だと思います。現在のところやっていないというのが現状

です。ただ、そういったことをやれば、これから活性化の一つになると思いま

すので、予算との兼ね合いになりますが良いアイデアではないかと思っていま

す。    

もう一つ、体験学習で、やはり排水処理施設を整備しましたとアピールした

らどうかという話ですが、今私ども農水省と文科省と総務省で３省庁連携して

小学校５年生だいたい 150 万人いるんですけど、それを農山漁村に１週間から

10 日間の体験学習というプロジェクトがあります。農水省は受入側としてそれ
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をきちんと整備する必要があるということで動いていまして、その一つとして

やはり汚水処理施設の整備というのが大きな要素だと思います。先ほどの説明

でございましたけど、やはり汲み取り式のトイレというのは見たこともないと

いう世代ですから、それがネックとなって定住は勿論のことその前の交流すら

できないという実態がありますので、そういった視点からも排水処理施設の整

備を進めアピールしていきたいと思います。 

 

田中座長：水質の改善の方は排出されるゴミは植物プランクトンによって浄化されると

いうこともあるのでなかなか難しい面もあると思います。汚染された物質の量

がどのくらい減ったかというのは観測できるのですが、水が実際それでどうな

ったかというのは、これはまた難しいと思います。確かに負荷が減ったら水が

きれいになったことになるかもしれませんが。 

 

防災漁村課長：実際水質調査は大変だと思いますけど、施設を整備した後の水産物につ

いて大腸菌を分析した結果、検出がありませんという形で売り込むことができ

れば、施設整備の重要性をアピールすることができると思います。 

 

田中座長：それでは次の事後の評価、資料の３－２ご説明いただいてよろしいでしょう

か。 

 

防災漁村課長：（資料３－２公共事業の事後評価書（案）（水産関係公共事業の完了後

の評価）のうち防災漁村課担当事業について説明） 

 

中山委員：完了後評価で、各漁港とも減っているという形で書いているんですけど、ほ

とんどの漁港で漁船が減っているというのが現状だと思います。色んな避難施

設の整備による漁港内の静穏度とか費用対効果があるといいながら、漁船がこ

れだけどんどん減っていますと、減っているのになぜこれだけお金をかけてい

るのかと思います。今後の課題特になしと書いてあるんですけど、その辺はど

う考えているんですか。 

 

計画課長：漁船は確かに全国的に減っています。そういった中で資源の管理をしながら

しっかりと水産物を供給しようという役割をもっておりまして、それぞれ便益

として出しましたのは生産をするのに要するコストの削減とか労働環境の改善

とか、そういう貨幣化できる便益を算定した結果です。もちろん漁船が減って

いるというのは事実でございますが、大多尾の場合ですと平成 13 年には 145

隻であったものが平成 17 年には 142 隻と減っているものの、およそ 142 隻とい
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う船がしっかりと港を中心としてコストの低減が図られているということで、

漁業が盛んな町でございますので、そういう地域がこれからも漁業の拠点とし

ての役割を続けるという意味で必要な整備は実施していきたいと思います。も

ちろん何もいなくなってしまうようなところは将来性を考えたらそういうこと

をすべきではないと思いますけど、今後とも生産活動の拠点ですとか流通の拠

点になるようなところについてはしっかりと整備を行っていきたいと考えてお

ります。 

 

中山委員：今漁協の合併を国も県も強力に推し進めていますよね、そういう中で、例え

ば静岡県の場合でも沼津市と戸田が合併しました。戸田の漁業者はほとんど沼

津へ行って水揚げしています。私は静岡なのでそのへんはわかるんですけど、

実際には戸田はもう船を置く場所なので、係留するにはこういうことしないと

いけないんですよという形で書いた方が良いのではないでしょうか、費用対効

果があるとかなんとか、色んなものを付けていると何かこう不自然に見えてし

まう、私はそう思います。これは各県みんなそうだと思います。大きな漁港が

一つあればそこへもう持って行こうとして、小さいところへ水揚げしようとし

ても仲買もいない、そこから持って行く距離もかかる、ほとんどの小さい漁港

は、もう船を泊めておく場所だけという形に、今後なっていくと思います。 

 

計画課長：昨年の６月に漁港漁場長期整備計画という５箇年計画を作りまして、その中

の考え方としましては、流通の拠点になるよう市場を統合していく、そういっ

た漁港に投資を重点化し、そこでその市場の統合とあわせた衛生管理の優れた

荷捌き所とか市場をもった港に投資を重点化して安全な水産物を提供しようと

しています。 

それから産地のほうですが、やはり投資をする対象としては生産量の多いと

ころとか、そういう生産の拠点になっているようなところに投資を重点化して

いこうという方針をはっきり打ち出しています。ただ小さな漁港につきまして

は基本的に大きな投資というのは施設の老朽化対策とかそこで漁業活動をする

方が最小限必要な手当はする必要はあるだろうと、そこは選別しながらやって

いこうと思っています。 

大規模な投資は生産や流通の拠点となるところに重点的に行うという方針を

はっきりと出しておりまして、例えば高知県の宿毛というところがございます

が、そこも非常に多くのところで水揚げして、それぞれ競りをして出していた

んですが、宿毛市の田ノ浦というところに新しく市場を造りました。そこに基

本的には全部水揚げをして、流通の場所をできるだけ統合し、それによって品

物が集まると市場の競争力が高くなり、例えば魚価が上がるとか仲買さんが多
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く入ってくるとか、色んな効果が出ておりますので、方向としてはそういった

方向にあります。 

 

中山委員：私らからいうと、10 億円以上のお金というのはすごく大きく感じるものです

から、このクラスのところに何億もかけてそれでいいのかなと感じます。それ

が 20 億、30 億、40 億と何年かかけてやるというものですから、早く統合する

なら統合を考えてやって、ここは船だまりだけですと、主要はこっちですと、

そこまで指導してやらないとなかなか漁協の合併もできなくなっています。 

 

田中座長：中山委員のおっしゃった中身というのは、たぶん水産業に限らず日本全体が

開発というか発展から持続的、成熟した社会になってきて、水産も一応一通り

は投資が行われてきたので、開発ではなくて、維持管理と一箇所集中という方

向に行く時代になったんじゃないかというお話ではないかと思うんですが、そ

のへんは水産庁の方でご検討いただいて今後の政策に反映するということでお

願いしたいと思います。 

 

二村委員：完了後の評価でシートを拝見してるんですけど、４の事業実施による環境変

化というところで、自然環境の変化がありませんというのは無くてよかったと

思うんですが、社会環境、生活環境等に対する影響が全くないというようにあ

り、事業完了におかれて全くないと確認されていないと書かれてしまうと、ち

ょっとどうなのかなと思います。ここは書き方の工夫が多少必要ではないかと

思いました。ですから本来であれば修築事業というところで明らかに改善され

たというのは嘘になってしまうかもしれないんですけど、少し何か書きぶりを

工夫していただいた方が良いのではないかということで、これは感想です。 

 

計画課長：もちろん漁業活動にとっては、色んな効果があったことを２番目のところに

書いており、例えば自然状態に防波堤を造って悪い影響を与えるのではないか

とか、その他直接的に漁港整備によって生活環境が変わったということを簡単

に書いてしまったので、そこは丁寧に分析した方が良いと思います。 

 

田中座長：それでは、議題の（２）の実施要領の一部改正ということでお願いいたし   

ます。 

 

計画課長：（資料４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） 

 

田中座長：私のほうからちょっと確認なんですが、この改正は、ストックマネジメント
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ということで、新しく造るよりは今ある施設を有効利用しようという話で、そ

れにあたって、今ある施設が修復が必要かどうかを知る策定の部分があり、実

際に必要となったら適用されるという二段階になっていて、前者の部分はここ

の委員会は関係なく、後者をやるとなったら事前、期中、事後の評価をします

とそういう趣旨でよろしいですか。 

 

計画課長：はい。 

 

田中座長：それに関連してこの新旧対照表ができている、ということです。つまり全部

をこの委員会で評価するのではなくて、本当にやる必要が出てきたものについ

て、それが妥当かどうかいうところだけをやるということだそうですが、それ

を踏まえてご質問等あればお願いします。 

 

若林委員：機能診断というのが書かれているんですが、機能診断というのはこの委員会

とは関係ないですか、その機能診断した工事をこうやることになりましたと、

プロセスを情報提供としていただかないとわからないと思います。 

 

田中（一）委員：機能アップするかどうかは、管理者が判断するんですか。 

 

計画課長：この機能診断といいますのは、その施設がこのままで大丈夫かどうかという

点検をします。このまま放っておくと壊れるんじゃないかとか、何らかの手を

打たないといけないんじゃないかとか、そういう判断をする老朽度チェックみ

たいなもので、この施設については引き続き機能を維持する必要があると判断

すれば、どこまでどういう工事をしたらいいのかという計画を作る作業までが

前段の作業になります。これは各漁港の管理者が都道府県、市町村が実施しま

す。 

工事が必要だとすると、その工事をやることによってきちんと将来的に効果

が出るのかという判断を、事前評価として行います。そこで妥当と評価された

ものを事業の対象にして、そこから実際に行う事業を選定する、という手続き

になります。 

 

若林委員：そうするとこの委員会でやるのはどこからになるんですか。 

 

田中座長：事前評価からです。今までどおり、その前の諸々はやらない、それは事業を

スタートするかどうかもわからないところはうちではやらないということで

す。 
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計画課長：事業実施の大前提としては事業の必要があるかというチェックをする前段階

だろうということだと思います。 

 

田中（一）委員：そういうことを漁港管理者がされて、実際の B/C なりをチェックする

のはこの委員会とそういう理解ですか。 

 

計画課長：通常の事業と同じと思うんですけども、実際の投資を機能を維持するために

入れるわけですから、それが投資するだけの価値があるかどうかということを

通常の事前評価と同じ内容でチェックをして判断をするということになりま

す。 

 

田中座長：この機能保全事業の策定というのは、全国一律に行われているものなのか、

それとも今度事業をスタートするので勝手にしなさいという趣旨なのか、どち

らの趣旨になりますでしょうか。 

 

計画課長：今回の点検の作業は、10 年間のうちに必要なものはやるということでやって

いきたいと思っています。特に流通の拠点とか生産の拠点になっているところ

はどの施設なのか点検をやっていいただいた上で判断していこうと、施設ごと

にやっていくわけで、新しいものは必要ありませんから、古い施設でそういっ

た一定期間の中で判断、点検をして進めていきたいと思っております。 

 

若林委員：保全工事の関連、この委員会でやるのはそうするとこの中の※赤い方ですね。 

    ※資料４の水産基盤ストックマネジメント事業の執行の流れのページの右側部

分 

 

田中座長：実際に計画ができて、それを直していいかどうか、ちょっとしか壊れていな

いのにりっぱなものにしようとしているやつがいないか、長く使おうというこ

とで、その施設の効果が高いということであれば実施するということです。 

 

田中（一）委員：赤のところで事業評価とあって、事業評価には事前、期中、事後とあ

るということですね。 

 

計画課長：左側の部分はこれまでああいう形の事業に絞ってということはありませんで、

事業として採択した後に試験をやって設計する。今回はその前段階の保全計画

を作るという特殊な新しい形の事業です。 
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田中（一）委員：考えてみると昔からそういう問題があったんじゃないでしょうか、急

に今になってではなく。 

 

計画課長：今、施設が相当整備して時間が経ってきたということで、各所同時に必要に

なっています。 

 

田中（一）委員：中山さんがおっしゃった話は、こういう話にしてしまうと吸収されて

いきますね、やるときにこの漁港はやらないとか。 

 

田中座長：そういう意味では複数の漁港を管理していれば協同手配でできるということ

ですね。とりあえず今の形ではたぶん単独しかないですね、 

 

田中（一）委員：仮に単独でやると水産庁長官が承認するわけですか。 

 

計画課長：今の私どもの漁港の整備についてですが、各県に流通圏域というのを決めて

もらって、どこに魚を集めるのか、どこを拠点にするのか、生産の拠点になる

のはどこか、という計画を作ってもらいまして、役割分担をしっかりしてもら

う、その中で必要な施設を判断して計画を作るという作業でこれまで来ていま

す。今度の長期計画もそういう漁港の位置づけを再整理して整備するというこ

とで進めております。 

 

田中（一）委員：先ほどの農水省と文科省と総務省ですか、これはいつからできたか知

りませんが、非常にけっこうなことだと思います。これは漁港だけ整備させて、

さっきおっしゃったように船が減っていて、漁村に住む人は増えるかどうかと

いうことで、３省が協力してやるということは地域振興なんですよ。漁港だけ

振興するのではなく周囲を巻き込んで、農村の方ではそういうようになんとか

やっていますが、漁港の方でも、漁村にもそんなやり方はあるはずです。それ

を具体的にどうするか、地域全体の活性化ということで一体的にした振興でな

いと、漁村は活性化しないと思います。そういうことのためにこういうことを

やるのであれば良いと思います。 

それともう一つ違うことなんですが、今日お話のあった産業連関表を使って

やるということですが、産業連関表だから各産業の連関状況が分かるわけです。

だからそういう計算をされるのは良い試みだと思います。 

もう一つ完成した工事について B/C が書いてありましたけど、事業がスター

トするときはこういう制度はなかったんですよね、評価制度がなかったけど、
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全国でいっぱい要望があってその中で優先順位を付けて工事をしたわけでしょ

う、そのときの考え方と照らしたときに、B/C が出ないにしてもやっぱり見込

みは間違ってなかったとか、ただ現在の B/C だけじゃなくて何か方法を考えて、

昔は B/C は使わなかったけどこういう点でよかったと、そう言えるものがあっ

ったはずで、それとの比較がいるんじゃないかと思います。 

漁港だけで物事を判断しにくいということですから、水産庁でも効果の中で

地域振興のものをこれから考えていかないと、さっき中山さんがおっしゃった

話のようなことになると思います。 

 

田中座長：だいたい皆同じようなことを考えていると思います。ではこれについてはよ

ろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、議題のその他につい

て事務局からお願いします。 

 

事務局：（資料５－１平成 19 年度政策の実績評価書（案）「水産物の安定供給の確保」、

資料５－２平成 19 年度政策評価の実績評価書（案）「水産業の健全な発展」及

び資料６今後のスケジュールについて説明） 

 

田中座長：資料５の取扱いなんですが、これはまだ暫定ということで、確定したものが

まだ出てこないということで今の段階で特段ご意見があればお願いという程度

でよろしいですか。 

 

事務局：はい。 

 

若林委員：どっちにしてもこの二つは来年度の１回、２回でやるということですね。そ

の前段でこういうご報告をもらったということですね。 

 

田中座長：はい、あまり良い見通しではないですが、 

 

若林委員：今のところＢ、Ｃばかりですが。 

 

田中座長：指標だけ見るとＡランクもありますが、目標全体で見るとＢ、Ｃになるとい

うことです。あとは今後のスケジュールというところで３回か４回になるかも

しれないということですが、事前に御案内はいただくということで、特段なに

かありますでしょうか。 

 

田中（一）委員：一つだけ伺いたいんですが、こういう研究をされているかどうかとい
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うことです。魚の資源が減っていてもう何年もしたら３割くらいになるんじゃ

ないかという記事があって、非常に各国が魚を捕りすぎているのかどうか知り

ませんけど、魚が枯渇する傾向にあるということで、どうやってそういうこと

がわかるのかと思いました。鯨が増えれば当然小さい魚を食べますから減りま

すが、世界中が魚を食べるようになって、魚の資源が非常に減る傾向にある中

で、実際にそのようなことはあるんですか。 

 

企画課長：今ご指摘の話は、おそらくＦＡＯなどが魚類の資源の利用状況についてまと

めたものがございまして、例えばほぼ満限まで利用している種類のものが約半

分くらいで過剰利用だという状況にあり、これをこのまま乱獲を繰り返してい

くと将来的に利用できるものが無くなっていくんじゃないかということをおっ

しゃる方がいるということが紹介された記事じゃないかと思います。 

もちろん適切な資源管理がなされないまま乱獲を繰り返し、過剰利用のもの

がどんどん増えていけば、そういうことになるわけでありますけど、ここはそ

うならないように資源管理をしていかなければならないという立場にありまし

て、ご指摘のとおり水産物の需要国際的な、国内では魚は減っておりますけど、

一方で国際的には需要量は右肩上がりになっていまして、ＦＡＯなどによりま

しても今後需要量はますます増大するということです。 

それに対して海面漁業の供給量は海外漁業の供給量は先ほど申しました資源

の関係から十分なものがなく、一方で養殖の供給量が増加し、こういったこと

がありましてただ現在では需給ギャップが需要より供給が上回っていて、更に

今後上回っていくんじゃないかと思います。 

需給ギャップが生じるということは結局最終的には価格の上昇あるいは魚以

外へのシフトということで解消されると思いますので、方向としては今後１％

から３％程度の価格アップが見込まれるんじゃないかと試算しております。そ

ういったことで、今後国際価格の上昇資源の奪い合いといいますか、そのよう

な状況になるかと思います。 

 

田中（一）委員：生産量は計算できるんでしょうか。世界中で生産されたいろいろなも

ののうち、魚のほうはどうやって出しているのかわからないので、そのへんの

研究とか水産庁ではどのようにされているのでしょうか。 

 

企画課長：日本周辺の魚の資源の管理につきましては、一定の魚種については総漁獲量

も含めて資源管理を進めるといったことになっています。従来から産業規制な

どもやりながらの資源管理に加え漁獲量の上限を決めることで資源管理をやっ

ておりますし、その前提として資源の評価をしながら適切な漁獲の設定をして
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います。 

 

田中座長：私が知る限りではもう一つ事例があって、科学技術庁の海洋の基礎生産量、

植物プランクトンがどれくらい生産しているかという試算を、何十年か前にや

っています。それが 200 海里になったということでやったというもので、今と

はちょっと事情が違いますが、だいたい 20 万トンくらいが 200 海里全体での生

産量の限界だったと思います、ただしそれは今操業を行っていないようなもの

全部含めたもので、深海もたぶん入っていません。 

 

田中（一）委員：おそらくショートの問題及び環境の問題、自然保護の問題としてこれ

から議論される機会が増える気がしますが、そういうところに対してやはり水

産庁もショートの問題と環境問題の違いを感じて管理しているのか、海洋を沿

岸の環境問題として、どういう体制でどういう研究をやるのかと思ったので質

問しました。 

 

田中座長：他になければ、これで議事を修了させていただきます。ありがとうございま

した。 

 

 


