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平成 20 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

防災漁村課長 議題（１）「水産関係公共事業の事業評価結果について」の資料３－１事

前評価について説明。

計画課長 資料３－２期中評価について説明。

防災漁村課長 資料３－３完了後評価について説明。

田中座長 ３点、例年どおり例題を挙げて御説明いただいたということで、御紹介い

ただいたのは、中でも割合と成績が悪いほうに偏って御紹介いただいていま

すので、これがクリアしていれば他はもっといい評価になるんだろうと思い

ます。

まず、事前の資料３－１ですね。これの評価の項目については、過去に増

やしていろいろもんだという経緯がありまして、大分整理されてきたという

ことで。この中で今日御紹介いただいたのは、事前評価のＢ／Ｃでいうと 1.20

で低いほうの例ですが、その中で資料の３－１の 22 ページを見ますと、防災

力の向上の評価がＢとなっておりますが、これは問題というか、理由が何か

ございますでしょうか。

防災漁村課 Ｂとなってございますのは、防災体制に一番良いとされているのは、

地域のみならず行政を含めた広域的な漁業地域防災協議会を開いて、防災体

制を確立しているところがＡということで判断しています。

この地区につきましては、地区住民がみずから避難訓練とかをやっている

と。行政の方は避難経路についてハザードマップのようなものを配って、逃

げる練習もしてもらうという形です。漁業地域防災協議会のようなものは開

いていないけれども、地元でしっかりとハード、ソフト連携した防災体制を

確保しているということで、 高のランクではないですが、Ｂランクで評価

させていただいているということです。あくまで漁業地域防災協議会がある

か、ないかというところだけの違いです。

田中座長 この地区は、地方自治体では見捨てられているということなんですか。

防災漁村課 いいえ、地方公共団体避難経路も設定して、それを地元住民に配って、こ

ういう避難経路を使って逃げてくださいということを、しっかりと情報提供
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しているところですので、見捨てられているというわけではないです。

田中座長 これは見た感じでは都市部というか、町から遠いという印象なんですが、

いわゆる町というか、そういうレベルのところに行くのに陸上で行ってどれ

ぐらいかかるんですか。

防災漁村課 衣奈地区ですと、和歌山市から約１時間程度かかります。現場に行ったと

き、それぐらいの時間がかかりました。

長谷川委員 私は環境系なので、この整備は是非やっていただきたいと思うんですけれ

ども、人口が 759 人ということで、漁業生産性が高いとは思えないんですね。

その辺、聞き逃したのか、よくわからなかったかなということと、それから

若者が流出している傾向にあるということで、下水道整備、それから防災の

整備をしたところで、若者の流出が止まるとも思えないんですね。ですので、

後の事例にありましたように海岸整備と同時に、ふるさと館を造ったとか、

そういう何か違う事業と一緒にやらなければ、余りその効果が出てこないん

じゃないかと思ったんですが、そのあたりは他の事業があるのか、ないのか

ということはございますでしょうか。

防災漁村課長 ほかの事業はないというのが実態ですけども、この集落環境整備事業につ

きましては、漁業生産の多寡で事業をするかどうかを判断するというよりも、

むしろ人口が少なくとも多くとも、そこの生活環境を向上させるというのが

一つの大きな目的としてありますので、この評価基準にも漁業生産の多寡と

いう形の項目ではなくて、今申し上げたような視点からの項目になっている

というのが実態でございます。

それと、ほかの事業と組み合わせでもしないと若者の流出なり、過疎化は

止まらないのではないかということが、実態としてもしかしたらあるかもし

れませんけども、生活環境を向上するという、日本全国のナショナルミニマ

ムを整備すべきであるという視点からは、やはりやるべきではないかという

議論もありますし、それと幸い、ここは海水浴場がある地区でありますので、

そちらの入り込み数の増加を期待するという形で、一定の活性化には資する

ものになるのではないかといった視点から、今回の事業をやっていきたいと

いうものです。

長谷川委員 一つ一つの事業で有効性があるという判断は、それはそれで必要だと私も
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思います。ですけれども、集落全体の便益が向上するためには、もう少し知

恵を出さないといけないのじゃないかなと思うので、これはこの事業だけで

はなくて、他のところでもそういった組み合わせがないと難しいかなと、き

っと思ってらっしゃると思うんですよね、皆さんも。

防災漁村課長 別途、今回対象となります公共事業ではなくて、非公共の方の事業で、町

おこしのような予算も持っておりますので、そういったところにこの地区、

手を挙げていただければ支援することもできますので、この事業をやりなが

らそういったものを組み合わせるということが、今後の課題なのかなと思い

ます。

長谷川委員 是非効果的に、ずっと使っていただけるように。10 年たったら、人口が半

分になっちゃったということがないように、お願いしたいと思います。

田中（一）委員 その関連でお聞きしたい。衣奈地区というのは何町、何市に属している

んですか。

防災漁村課長 由良町です。

田中（一）委員 由良町自体は人口はどのぐらいですか。

この衣奈地区は、今おっしゃるように 700 人ばかりの集落で、私の生ま

れたところもそのぐらいの集落です。昔は 4,000 人ぐらいだったらしいん

だけど、今は 700 人ぐらい。70 歳だと若手だと。高齢化率が、65 歳以上が

半分みたいな話なんですね。

そうしますと、この手の道路を広くするとか環境を良くするというのは、

本来市なり町が考えるべきことなんですね。この地区の環境を良くしてい

くというのは本来そういうもので、いつもこういう問題を考えるときに、

地域の活性化とか環境の整備というのは元来市町村の仕事なんだけれども、

ここは漁業がそれほど多分見込めない、海水浴ぐらいの話ではないかと。

海水浴だって、観光客を呼ぶことだって町村の仕事です。水産庁でやる

ことに何も反対するわけじゃないけども、一応そこら辺の整理を、どうい

うふうな論理でその町の振興、環境整備をやっていくのかというのは悩ま

しい話なんだけども、そこら辺はどういう事情なのかというのが１点目。

２点目は、道路を造られますね。１ｍぐらいの幅の道路への対応は本当

に大変。私の田舎なんかでもそうなんですよ、山陰ですけども。昔は砂利
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道だったんですけど、今は皆、舗装されていますね。１ｍでも舗装してく

れているんですけども、にもかかわらずどんどん人が減る。

１ｍぐらいでも幅員を広げようとすると、どうやって広げるのかな。家

を動かすわけにもいかないんだけども……。

防災漁村課長 動かします、配置換えです。

田中（一）委員 大変なことだと思うんですけども、そこまでしてやる話かなとも思える

んです。15 億使っているんでしょう。Ｂ／Ｃは農水省だけじゃなくて、

国土交通省―私も道路を長年やってきましたけども、いくらでも創るんで

すよ、数字を。創れるんです、Ｂ／Ｃを 1.25 か 1.2 ぐらいの話はね。

この市町村全体がどういう状況にあって、水産庁でおやりになることは

決して悪いことじゃないんだけども、市町村トータルとして展開していく

話の中で、漁港がどういう重みを持つのか。この由良町のほかの地区は一

体どういう状況になっていて、全体でも人口が減っているのか、ここの地

区だけが、漁港がこういう状況にあるがゆえに落ち込んでいるのか、そこ

ら辺のこの町のトータルな状況の御説明がないのでわからないんですが、

そこら辺はどういうふうに理解したらよろしいんでしょうか。水産庁だけ

じゃなくて、総務省との関係もあると思うんですけどね。

防災漁村課長 町全体のデータ等を今、手元に持ち合わせていなのですけども、１点目

のこういった話は、町が主体でやるべきという先生の御趣旨につきまして

は、確かにこの事業は町が事業主体となって、国が直轄でやるのではなく

て、それに対して国・県が支援するという形の事業でございます。

田中（一）委員 ２分の１補助ですか。

防災漁村課長 国は２分の１です。そういう形でやっております。

それと集落排水事業に関して申し上げますと、こちらにということは一

切言っておりませんで、都道府県が下水道整備構想を創ります。それで、

どこの地区にどういった集落排水施設を造りたい。例えば、私どものよう

な集合で管路を造って整備をするのか、あるいは個別に合併浄化槽を造っ

て各家がやっていくのか、県に構想を創るのをお任せしています。その上

で、漁村であれば水産庁の支援を得たいという形できているのがこの構想

です。
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田中（一）委員 県のイニシアチブですか。

防災漁村課長 はい、県です。県も定期的に人口が増えたり、減ったりすると見直して

という形でやっています。それに対して私ども、それから公共下水道であ

れば国交省ですし、集落排水であれば農水省、水産庁が整備しますし、浄

化槽であれば環境省、それぞれの部署に県からの申請が来て支援するとい

う形になっております。

２点目の集落道の整備につきましては、確かに先生御指摘のようなこと

はあるかもしれませんが、写真が右にありますように、避難箇所に通ずる

道路しか今回整備しません、100 ｍだけです。ですから、すべて公共事業

でやろうというのではなくて、少なくとも海のほうから混乱なく避難箇所

まで避難していく道路だけは 低、整備しておこうという形で申請が上が

ってきているものですので、必要以上にやるとか、そんなことはないと考

えています。

田中（一）委員 県のスクリーニングを経て水産庁へ来るわけだから、十分配慮されてい

ると思うんですが、例えば人口がどういう状況で減っているのか、特に地

区の状況がどうなのか。老人福祉施設をある町で造ろうとしたから、町全

体が老人福祉施設じゃないかって、私は言ったことがあるんです。ひとり

暮らしの年寄りばかりになると。

そうすると道路を造ったけど、整備をしてあげたけど、周りがだんだん

留守になって、相続人は東京や大阪にいる、和歌山だ、大阪だ、神戸だと。

そうすると一体、何をしていたかなということになるおそれがあるんです

よ。それはしかし、あなた方の責任というよりは、町と県がそのことを十

分のみ込んだ上でやる必要があるということなんだけども、それでＢ／Ｃ

が 1.2 というのはなかなか難しいなと、理解しにくいなというのが感想の

部類です。データを持ってないから、一体人口はどういう状況で減ってき

ているのか、その中で水産業というよりも、この場合は環境整備ですから、

他の方法がなくてこの事業を使うのが県としても、町村としても一番利口

であるという結果だろうと思うんです。

それにしてもという感じなんです。町全体を知らないものだから。こう

いう町、集落が増えているのです。整備したけども。
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もう一つ、北海道でしたか、海岸を整備しますね。私の田舎の町も、海

岸整備として防波堤を作った。これは水産庁じゃなくて国交省が整備した。

整備したら、今まで 100 ～ 150 ｍあった砂浜が、風が舞うもんだから浜が

小さくなって、何のために整備したかわからなくなった。

田中座長 防砂林は造ってなかったんですか。

田中（一）委員 しようがないから、砂が逃げないように、今度は大きなコンクリのもの

をどんどん入れたんですね。入れたら今度、そこは有名な海水浴場なもの

だから、海水浴ができなくなった。だからからもう一度取り除いた。埋め

たのを取り除くというのは、大変なんです。タコの足みたいなのを。

長谷川委員 テトラポット。

田中（一）委員 テトラポット。めちゃくちゃ大きなのをいっぱい入れたの、2,000 ｍぐ

らいの海岸に。そうしたら今度は、砂は防止できたけど海水浴ができなく

なって、地引き網もできなくなったという、名物ができなくなったからも

う一取るり除く。もう一度取り除くるというのは大変みたいです。そうい

うばかなことをね、両方お金が要るんです、入れるときもお金が要る、取

り除くときも、なお金が要る。

取るときだって、恐らくＢ／Ｃは計算して１以上になっているんですよ。

取り除くことによるメリットを計算するわけですから。だから何やってん

のかなというような話があるんですね。これは水産庁の仕事ではありませ

ん。

防災漁村課長 侵食の要因ですが、いろいろ複合的に重なって侵食したり、堆積したり

ということがありましょうから、そのとき、この方法が一番いいだろうと

いうのをやった結果ではないかと思います。やらなかった場合にはどうな

ったのかというのも一方でありましょうし。侵食防止というのを非常に大

きな目的として、この事業をやってきたんだと思います。

田中（一）委員 言いたかったことを一言で言えば、この地区の平均年齢がどういうふう

に上がっているのか。それから家そこの屋に住んでいる状況とか、恐らく

このぐらい人が少なくなっていると、留守家屋が大変多いと思うんです。

町が要望するんだからいいんだけども、そういうところから負担金を取る

とかどうとかという話になってくると、大変ややっこしい話になるなと、
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大変な事業だなと思っています。

野中委員 今、話題が出ているので、その関係のことでちょっといいですか。長谷

川委員の方からも出たけど、漁業のところだけじゃなくて、今、いろんな

意味で我々が農商工連携ということをしているときに、今度の中の、例え

ば事前評価でも期中評価でもどっちでもいいんですが、ある面では水産だ

けじゃなくて、そういう意味での、例えば漁業と商工業、水産の加工なん

ていうのは結びついているんだろうと思うんですが、地域活性化を考える

中で、例えば観光と結びつくために、そういう一つの目標があって、その

中でこういう整備をしていくんだよという地区は、今出ている中でもござ

いますでしょうか。

説明は３地区ですけど、そのほかにも地区があるので、そういう事例は

今までにあるんでしょうか。それから、今後出てきそうなんでしょうか。

そこをちょっとお聞きしたいなと。

長谷川委員 対象地域はこの赤い線でしょう。あれで人口が 750 幾つということは、

世帯数にしたら相当少ないですよね。管渠ばっかり長いと思いますよ。結

局、下水道処理の負担金を取れるんだろうかと思うんですが、大丈夫です

か。

防災漁村課 大丈夫です。また、合併浄化槽の設置となりますと、家を取り壊さない

といけないことになってしまいます。

長谷川委員 今は単独槽なんでしょう。

防災漁村課 今は単独浄化槽といいまして、トイレだけにしか設置できないもの

ということですので、生活雑排水をそのまま集落に流してしまうという状

況です。そのため村全体に悪臭が漂う状況になっています。

長谷川委員 単独槽が入っているということは、その倍の広さがあれば合併槽をつけ

られるんですよね。真ん中のところはいかにも密集しているんだけれども、

それ以外のところって、本当にあの範囲で 700 何人てことは、世帯数でい

ったら多分 200 とか 300 でしょう。

防災漁村課 そうです。

長谷川委員 そうすると管渠の総延長がかなり長くて、世帯数が少なくて、初期投資

が回収できるとしても、ランニングコストの回収がちゃんとできるんです
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か。

防災漁村課 下水道使用料をとりまして、維持管理にあてることによりランニングコ

ストを回収します。

長谷川委員 世帯数が少ないわけだから、大丈夫ですか、そこは町民の合意とかとれ

ているのかなと。

防災漁村課 とれています。

長谷川委員 本当かな。

防災漁村課 この地区は要望の強い地区です。

田中（一）委員 繰り返しますが、この地区の人口の 10 年ぐらいの推移だとか、町が言

えば造るという話じゃなくて、県もクリアしているに違いないけれども、

地区の趨勢は考えないと、逆に地域が苦労するだけじゃないかなというお

それもあるんですね。水産庁がお造りになる分は、それはそれで地域が言

ってくるから、特にこのごろは地元の声をできるだけ聞いてあげましょう

と。その姿勢は大事なんだけれども、だからといってという気持ちが、ど

うもここの絵を見たときに気になったんですよ。

だから、お手元にないかもしらないけれども、この 10 年ぐらい世帯と

人口がどういうふうに変わっていて、そういうことを配慮した上でも大丈

夫なんだと。大丈夫かどうか町が考えればいいんだという姿勢なのか。

防災漁村課 町の人口については微減ということで聞いております。それほど大幅な

人口減少はしていない地区でございます。町として下水道が欲しい理由の

一つとしては、単独槽がもし仮に壊れますと、自動的に合併浄化槽にしな

ければなりません。そうしますと、家を取り壊すという形になります。現

場を見たところ、家屋を建設した当時、合併浄化槽に変えるということは

余り考えておらずに、単独浄化槽の上に家を建ててしまっているという状

況でした。そうしますと家を取り壊すというおそれも出てきます。下水道

を引けば軒下に管を設置だけですから、家の取り壊しまで発生しません。

つまり、下水道の整備を行わなければ、自動的に合併浄化槽となり、家屋

取り壊しが発生するという危険性もはらんでいるというところがありま

す。

もう一つは、町の中に民宿があるんですけれども、そこが汲み取り式ト
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イレで、観光客にとってもかなりマイナスの印象があるということで、そ

こが水洗化されればかなり観光人口も増えてきます。

加えて、汲み取り式トイレですと、後継者、孫とかがなかなか帰省しづ

らいというところもあります。そういった意味では水洗便所にすることで

定住促進につながるんじゃないかということで、この地区は採用させてい

ただきました。

田中（一）委員 念のために調べてごらんなさい、道路を 100 ｍ広げる。現在の家を動か

さなきゃいかんという事態もあると。そのコストを考えると、留守家屋や

空き家もあるかもしれない。そういうことをにらんだ上でおやりになって

いる分ならいいんだけども、非常にコストがかかるだけのような気がして

しようがない。

長谷川委員 市町村なんかに行くと、担当職員ってこういう知識が全くなくて、県の

言いなりになっている部分が結構多いんですね。それ、よく言われるんで

すよ。なので、ちょっと心配かなという。

田中（一）委員 この地区に行ってみられましたか。

防災漁村課 はい。

田中（一）委員 行ってみて、空き家はそうなかったですか。

防災漁村課 空き家はそれほどありませんでした。私が入った地区が、ちょうど避難

路のところから浜、海水浴場のところを中心に入っていきましたので、空

き家は少なかったです。

田中（一）委員 ただ希望が持てるのは、和歌山市に近いことです。道路が整備されると、

仮に住んでなくても水浴場としてはいいのかもわからない。

長谷川委員 全部やる必要あるかな。こっち側の段々畑のあるほうなんて浄化槽でい

い気がするんですね、あの奥とかね。集落の真ん中だけだったらもうちょ

っと期限が。

田中（一）委員 これは機会があったら一度行ってみたい。和歌山市から近いなら見学に。

田中座長 地域の海面及びその接続地域の総合的利用というのは海洋基本法の世界

なので、なかなか水産庁だけで解決できないようなテーマでもあるんです

が。

一つ宿題があるとすれば、将来の見通しという、例えば費用対効果みた
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いなことでも、費用便益も将来人が減るということになると、そこも差し

引いて考えなければいけないことにもなりますので、そのあたりも今後、

少し宿題になってしまうんですが、平均年齢とか世帯数の見通しも考慮し

て、なおＢ／Ｃが大丈夫だよということが説明できるようになるといいな

ということだと思うんですけど。そういうことに対する懸念がいろいろと

出されたということだと思いますけども。

計画課長 先ほどの野中委員からの漁業と商工業の連携など、地域全体の中で考え

る事例がないかとのことでしたが、事前評価の９ページの１番目に沖縄の

平敷屋というのがあります。ここはモズクの産地でして、漁業関係でモズ

クの生産に対応した漁港を整備するんですが、もう一つこの沖に津堅島と

いう島がありまして、そこに行く定期船が平敷屋という漁港から発着して

おります。

その津堅島に観光客が入ってきて、今、賑わいを見せてきているところ

でありまして、そこに行く定期船を大型化したいということで、今回発着

場になります平敷屋漁港の中に、大型船に対応した岸壁の整備をすると。

地域全体で見れば、他の島の観光とも連携した漁港づくりという事例が一

つあるかと思います。

それから、先ほど期中評価で御説明していた香川県の引田ですけども、

あそこも養殖の基地ですが、フィレ加工するような加工場が進出してきた

こともありまして、加工業に従事する人も増えてきているということで、

そこは漁業を中心とした地域振興ですが、そういった二次産業との連携と

いったものも、計画的に対応しているという事例がございます。

野中委員 いろんな意味で、事前の評価なのでちょっと私なりに言わせていただい

たのは、今までは私も昨年度まで行政をやっていまして、どうしても物事

を縦で考えるのが得意なんですよ、我々は。いかに横で考えるかと。先ほ

どお二人の委員からも出ているように、地域をどうするかというのが一番

の目的だとすれば、そのために何をやるかということなので、この何をや

るかが先に出るんじゃなくて、地域の中をどうするかということがあって、

縦が生きるんだろうと思うんですよね。

だからそういう考え方を、これからの 21 世紀にはしていかなきゃいけ
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ないんだろうということを申し上げたかったものですから、先ほどのよう

な質問をさせていただきました。

田中座長 例えば、都道府県に選んでいただく順位として、地域としてどういうビ

ジョンがあって、その中でこの事業をどう位置づけるかというものが、事

前評価の項目のどこかにあれば、今の御質問というか、御懸念やなんか、

いろいろなものをクリアできるんじゃないかなと思います。ちゃんとビジ

ョンがあって、それを達成するためにこういう公共事業の一部にお金を使

いたいと思います。

田中（一）委員 そういうのが成功しますと、今度は他の市町村が真似するでしょうから、

一つのモデルになりますよね。

田中座長 １個優良事例が出てですね。

田中（一）委員 そうすると地域で意欲が出てくるでしょう。

田中座長 確かにここの地区、人は少ないですけど、水がきれいになれば多分、海

水浴客などがかなり増えるのが予想されるんですよね、場所は悪くない

から。

田中（一）委員 和歌山市に近いというのが非常に有利ですよね。

田中座長 そうなんですよ、車で１時間だから。

田中（一）委員 道が良くなれば。

防災漁村課長 改めて衣奈地区につきましては、人口の動向なども調べた上で、十分費

用対効果が上がるのかということを念押しをしたいと思います。

田中（一）委員 和歌山とこの地域との道路計画なんかはどうなっているかは調べてあり

ますか。

防災漁村課長 それらも含めた上で、費用対効果が大丈夫かというところの念押しは、私

どものほうでしたいと思います。

二村委員 私自身は余り周辺知識がないものですから、今日いただいた資料の中で質

問できる範囲をと思って考えております。

便益の計算ですけれども、これは基本的にはその効果の持続年限というの

は、耐用年数 30 年、50 年、50 年に従って計算されているのかという、一応

確認が一つ。

それから、これは個人的な興味ですけれども、衛生環境の向上といったと
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きに、悪臭、ハエ、蚊が少なくなりますという御説明だったと思うんですが、

悪臭であるとかハエとか蚊が少なくなるという効果を、どのように測られた

のかと。技術的な問題ではありますけれども、基本的にこれは測れない効果

であると思うんですよ。それを無理に測るときに、どういう手法を使われた

のかということを確認することも、一つ必要なのではないかと思いまして、

一応、確認をさせていただきます。

もう１点、毎年申し上げているというか、あとは時短便益の時間価値をど

のように設定されているのかという３点を、質問させていただきます。

計画課長 便益の計算の期間ですけども、施設を整備して供用が始まって使用される

期間ということですから、その施設が使用可能な期間でカウントすることに

なります。ですから 30 年とか 50 年とか、それぞれの施設に応じて。

防災漁村課長 ２点目の悪臭についての貨幣化につきましては、そこの水路にふたをする。

その工事費に替えています。臭いので、それを防止するためにふたをする。

田中座長 機会費用のような形ですね。

防災漁村課長 資料４のガイドラインの 46 ページの（３）ですね。後でこの御説明があ

るんですけれども。

田中座長 後でいろいろ御検討いただかなければならない。

防災漁村課長 46 ページの（３）のところでございます。

田中座長 ふたして垂れ流しするよりは、水をきれいにして流したほうがいいという

ことですね。その方が臭いもなくて。

二村委員 不香料の計算とかをどうするんだろうと思って、ずっと考えていたんです

が、なるほど。

田中座長 期中の趣旨は、この先続けるか、続けないかということを判断する段階で

の評価ということで、中止という事例を御紹介いただいた。その経緯につい

て御紹介いただいたということですが、これも先ほどと同じ質問が出そうな

んで先にしてしまいますが、144 が 82 に減ったということですが、その原

因は高齢化なのか、それとも水産資源の枯渇で経営が著しく悪化してしまっ

たということなのか、いろいろ理由は考えられると思うのですが、その点に

ついては。

計画課 県の担当者に確認したところですけども、ここの場合、養殖業が中心なも
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のですから、養殖業が漁業の主流になってきたというのが大きいそうです。

経営体自体は数が少なくなってきているのですが。

田中（一）委員 香川県のですね。

田中座長 そうです。要するに、漁船漁業を廃業して、区画漁業権はどのように取

得されたんですか。

計画課 もちろん廃業されている、ある程度少なくなっていくものはもともと予

測はしているんですが、その予測よりははるかに大きく漁船漁業者が減っ

てしまったというのが、一つ見直しのきっかけになったと聞いております。

なぜ、漁船漁業者が減ったかというのは、明確な理由はちょっと言い切

れないところがあるんですが、養殖業が非常に発達してきたので、経営体

の数自体は減っているんですが、養殖業の経営規模は大きくなってきてい

て、廃業した養殖漁業者を吸収して膨らんでいるような状況はあるそうで

す。

長谷川委員 先ほどの説明では、養殖業の方も横ばいというお話でしたが、あれは経

営体数が横ばいで、規模は大きくなっていると。

計画課 全体としては堅調です。年変動が幾らかあるものですから、養殖業の漁

獲高は以前のものでおおむね維持しています。なので、経営体が減ったほ

どには減っていない。

長谷川委員 海面漁業の方が辞めて、養殖業に移ったとしたならば。

計画課 もうちょっと増えていると。全般的に多少減少傾向ですけれども、養殖

業のほうはある程度堅調なので、減る方向が漁船漁業者に偏ってしまった

のではないかいと。

田中座長 19 ページの下の利用漁船数を見ると、当初が 255 で現在が 331 と増えて

いるんです、漁船数は。

計画課 漁船数自体は増えている。

田中座長 経営体数は減ったけれども。

計画課 １経営規模は大きくなっているのではないかという。

田中座長 これはもともと兼業していたんですか、ひょっとして。区画漁業権も持

っていて、一部海面漁業もやっていたと。

計画課 済みません、兼業までは聞いていません。
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田中座長 そういうのであれば、別に一方が仮に減っても、トータルとしては減っ

てないというのは大いにあり得る話なので。

計画課 一応、全般には減る傾向ではあるんですけどもという中で、特にひどか

ったのが漁船漁業だったということで、こういう計画の見直しになったと。

田中座長 これだけ急激に減ったとすると、何か大きな出来事があったんじゃない

かと思われるんだけども。普通はこれだけの短い期間だから、急に６割減

るということはなかなかないわけですよ。この間に何があったのかなとい

うのに関心があります。

計画課長 基準年として、平成 10 年ぐらいのデータを使っています。ですから、約 10

年間で大きな変動があったということですね。

二村委員 ここまで来ると心配ですよね。

田中座長 この減り方だとそうなんですよ。これ、瀬戸内海ですよね。

計画課長 そうです、瀬戸内海です。

田中座長 イワシが激減したとかという理由でもないし。むしろサワラなんかその

後、増えているし。そういうものは獲ってないんだという。

二村委員 この地域の人口も大きく減ったというふうに考えていいのか。人口自体

は減ってないんでしょうか。

田中座長 普通、こんなに急に減りませんよね。

長谷川委員 行った事業に対する事後評価はやるんですよね、これから。

計画課長 終わって、約５年が経過した後に事後評価の対象になります。

長谷川委員 やるんですよね。この事業の効果は多分、大きく出ますよね。予測して

はいけないけど。

計画課長 一応今、期中評価の段階でＢ／Ｃを計算して、１は超えていることを確

認しております。今後の動向、漁業情勢の変化がどうきいてくるかという

ことだと思います。

田中座長 養殖が増えてくると大きな効果になるんだろうね、きっと。これだけ減

っているんだから、別に判断が悪いというわけではないと思うんですけど

も。

田中（一）委員 中止だとか計画の見直しをこうやってきちんと説明されるという姿勢は

非常にいいと思います。かつてはこういうことが全くなかった。中止、あ
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るいは見直しだと言いながら、場合によれば成果をある面で出してくるこ

ともある。勇気の要ることだと思うんです。

昔のことを言ったら悪いけど、昔のことをよく知っているものだから。

何か理屈をつけて、よかったと言うわけですよ。だからそういう姿勢から

みると、私は非常に進んだという感じを強く受けます、総括的に見て。

計画課長 ここの人口の推移のデータは、手元にございません。申しわけございま

せん。

企画課長 先生方おっしゃられるように、こういう形で見直していくという姿勢は

評価いただけていると思うんですけど、それがじゃあ、何でこういうふう

に変わったのかという背景をもう少し調べないと、そもそも事前評価とい

うのがどういう角度を持ってやっているのかという話にもつながってくる

という御指摘だと、私ども考えています。これからの評価もいろいろなＢ

／Ｃをやるほかに、総合的な観点から評価しようという形で、総合評価の

欄も設けられているわけですので、そういうところも少し丁寧にこれから

見ていく必要があると思います。

田中（一）委員 その意味で、水産庁のこの仕事だけではないんですけども、市町村全体、

あるいは地域の総合的な開発なり何なりと深く係わるから、それを関係省

庁、あるいは県・市町村と十分連携をとりながらトータルに実態を把握し

ないと、事業の位置づけがなかなかできないと思うんですね。

企画課長 先ほど、複数の先生方に事前評価のときに御指摘いただいたことだと思

うんですけれども、こういった施策はツールですので、それだけで全部が

達成できるわけではありません。ほかの公共事業や非公共の事業、うちの

農林水産省が所管してない、例えば厚生労働省の事業もあるでしょうし、

総務省の関係で、各地方公共団体がやられているのもあると思います。そ

ういうものが相互にうまくいって、初めて成果が出るというのが政策だと

思うんです。

しかし評価を行う観点の設定はなかなか難しい面があるのも事実です。

例えば先ほどの集排施設などで、ナショナルミニマムの観点からここまで

の評価というのもあるでしょうし、それをやったことによるプラスアルフ

ァの観点で、地域の都市交流がどのくらいうまくいくのかといった部分で
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の評価まで行うということもあるでしょう。どのくらいまで総合評価のと

ころで踏み込めるのかということは、これから私どもも勉強してやってい

きたいと思います。

田中座長 ということで期中、よく思い切って止めていただきましたと、前向きの

評価をいただきましたという。

田中（一）委員 私は評価したいと思います。

二村委員 地元漁業者の方がおられて、この事業を取り止めるわけですけれども、

取り止めるという理解が得られているということで全く問題がないと思う

んですが、そのときに補償金であるとか、そういうようなものはお支払い

になるんですか。

計画課長 それはあり得ません。

二村委員 一切ないですか。

計画課長 はい。

田中座長 続きまして事後完了後の評価の事例は、資料３－３の 63 ページの北海

道の豊浦漁港海岸の整備。これは先ほど田中委員から指摘があったような、

砂がなくなったということはないわけですね。

防災漁村課長 それはありません。海水浴客で賑わっています。

田中座長 順調に賑わっているという。

防災漁村課長 ここも地の利があるというのが幸いしているんじゃないかと思います。

札幌から２時間、室蘭から１時間。

田中（一）委員 道路も整備されていますよね。

田中座長 北海道は道がきれいだね。

防災漁村課長 アクセスもいいというのも幸いしていると思います。

田中座長 和歌山よりはずっといいでしょうね。

長谷川委員 一つ教えていただきたいんですけども、64 ページの評価項目の便益額

で、海岸便益というのが１億 3,176 万 2,000 円となっているんですが、こ

れって温泉施設の方と、当然ダブルで入っているわけですよね。

防災漁村課 温泉施設は入ってございません。我々は、温泉施設の方は市町村が独自

に総務省とかから財政支援を受けて造っておりますので、温泉施設等は海

岸事業では整備しておりません。
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長谷川委員 海岸の利用便益費はどうやって出したんですか。

防災漁村課 周辺に親水護岸といいまして、台風時に波を防ぐための人が歩けるよう

な施設、それから緑地の場等は 低限整備できるようになると。先ほど田

中先生から御指摘があったように、当然こういうのは地元が主体としてつ

くるようになって、補助率も３分の１ということで低くなっておりますけ

ども、その中で整備させていただいて、例えば魚釣り施設であるとか、そ

ういうものを利用する形について、効果についてＣＶＭで算定させていた

だいております。

田中座長 こういうところは意外と堅実で、保護的なんだよね、数値の出し方が。

もうちょっと上乗せしてもいいかなという気がするんだけど。

これは将来的に、波及効果みたいなものを入れる予定はないんですか。

防災漁村課 将来的にＢ／Ｃに代えて経済波及効果のようなものも検討できるかどう

か、検討していきたいと思います。今のところ、そういうのははじいて

ないと思いますので。

田中座長 データが必要なら……、すぐには出せないと思いますけど。

長谷川委員 便益の数値を出すは、今あるデータで出せるものと、今のＣＶＭなんか

をやるとかなり費用がかかりますよね。ＣＶＭはこれ１件でどのくらいか

かるんですか。参考までに教えていただければいいんですけど。

防災漁村課 ケースバイケースで個別具体には把握してないんですけども、都道府県

に聞きますと、大体 400 ～ 500 万ぐらいでやっていただくかたちになると

思います。

田中座長 結構かかるんですね。Ｂ／Ｃで下回っているのはないと。1.07 が一番

低ですか。

防災漁村課 そうです。こちらの場合、1.07 が 低でございます。

田中座長 10 倍というのもありますか。

防災漁村課 海岸事業の場合、基本的に海岸環境事業は異例でして、通常は災害から

背後の漁村を守る、都市を守るというのが主でございます。ですから、先

ほどちょっと御指摘させていただいたんですが、通常の国土保全という観

点では、国庫負担率２分の１でやらせていただいているんですけども、環

境事業に限っては、環境事業も原則は背後地を守るために整備するという
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形ですから、その上でどうしても人が入ったりして、いわゆる海水浴を楽

しむ地区なので、そういう面も配慮しなきゃいけないところについて海岸

環境事業というのを、いわゆる環境部門をつけ加えてやらせていただいて

いるということで、そもそも環境事業ありきという形ではございません。

計画課長 議題（２）「水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドラインについて」

資料４に基づき説明。

田中座長 他省庁の数値を大分使っているので、省庁間のアンバランスはないよう

な印象を受けたんですが、そういう理解でよろしいんでしょうか。

計画課長 今回追加するものについては、国交省のものを特に使いました。そこは

やはり並びをとる必要があろうかと思っております。

田中座長 例えば、漁港を耐震した場合ですけど、確かに食べ物の水揚げ、魚の水

揚げにも貢献するんですが、前の奥尻島という例ですと、物流の面でも大

分貢献しているわけで、水産庁としてそれを計上はできないのかもしれま

せんが、そういう効果は入っているんでしょうかという質問ですが。

田中（一）委員 入れるべきでしょうね。

計画課長 今日御説明したのは、水産業の活動が止まらないようにということです

けども、地域によっては漁港が地域の防災拠点になっているところがござ

います。そこについては今おっしゃったような効果もカウントできると思

います。

長谷川委員 藻場・アマモのところを伺いたいんですけども、藻場の整備を１アール

とかして、その１アール分を初年度に全部計上するということですよね。

そうすると、自然のものですから構造物と違って、減ったり増えたりしま

すよね。それはどうするんですか。

計画課長 変動しますけども、一番少なかった場合どの程度かというものを想定し

て、今回カウントしていこうと考えています。大体の平均的な密度等もあ

ると思いますけども。

長谷川委員 アマモなんていうのは、うまくいくときも多くなってきていますが、全

滅してしまうこともよくありますが、そういうのはゼロにするわけですか。

計画課長 ゼロというのは余り想定してはないですけども、過大にならないような

範囲で、大体平均的にこの程度あるというのをベースには考えていきたい
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と思います。生えなければ全く効果がありませんので。

長谷川委員 そこはちょっと不思議なんですけど、藻場・干潟の育成事業みたいなの

がありますよね。それで資金を投下した場合に、１年目は根づきましたと。

どこからカウントするかというのもあるんですけどね、２年目、３年目な

のか。それで継続して見ていったら、数年後になくなったということもな

きにしもあらずだと思うんですよ。

計画課長 当然造るときにはそういうことがないようにしています。例えばハード

だけではなくて、種を植えたり海藻を食べる魚を駆除したり、ソフトと一

緒にやっています。ですから、当然一定のものはちゃんと生育するという

前提で事業をしていますから、事前評価はそこはちゃんと生えるという前

提で行っています。

長谷川委員 事業自体がまだ試行錯誤の事業かなというのもあるので、それはそれで

今後見ていっていただければいいんですけれども、ちょっとその辺が気に

なりました。

田中座長 確かに海藻は、少し長い目で見たほうがいいかなという感じはしますね。

生態遷移といって、初年度についたものと５年後についたものとの植生が

違うというのが普通なので、その点、指摘される方がいらっしゃるかなと

いうこと。

それから、アマモは確かにちょっと神経質なもので、例えば東京湾のよ

うに非常に高水温になる時期があるのは、みんな夏になると一斉に枯れて

なくなってしまうということもありますので、計画の段階で慎重に植えつ

ける種も今、遺伝的にどういうものがいいかという研究も進んでいますの

で、そういうものをよく吟味されてやれば、全くゼロということはないか

なという気はするんですけどね。

二村委員 後の災害時の便益算定方法ですが、１人当たりの逸失利益プラス精神

的損害額とありますが、この精神的損害額というのは、ちなみにどのぐら

いの大きさが設定されているのかというのを、ちょっと教えていただいて

もいいですか。

計画課長 国交省では１人、２億 2,600 万円という数字を使っております。

二村委員 はい、わかりました。日本って、結構人間１人の価値を低く設定してい



- 20 -

たのを、変えなきゃいけないという話までは聞いていたんですが、いよい

よ悲嘆のコストは入ってきたわけですね。わかりました。

田中座長 これも国交省と共通なんですよね。

計画課長 共通です。

二村委員 作った先生方の顔が浮かぶんですけど、私。

田中座長 １人当たりの逸失利益というのは、地域とか何かによって大分違ってく

るという理解で。

防災漁村課長 その地域居住者の平均年齢、平均収入、年間生活費などをもとに算定す

るという基準にしています。

二村委員 そうすると、大体平均 3,000 万ぐらいですか、粗々で言うと。いろいろ

違うというのはありますけれども、おおよそのざっくりした数字としては、

3,000 万ぐらいと考えてよろしいですか。

防災漁村課長 地域によって違うんでしょうけども。

防災漁村課 ある地域で試算したところがあるんですが、48 歳男性で大体 3,000 万

円程度です。

二村委員 2.26 を出した人たちが、私の師匠連なので、大体言っていることがわ

かると思います。

長谷川委員 済みません、またこだわっていいですか。藻場はわかったんですけど、

干潟は換算しないんですか。藻場は二酸化炭素ですよね。干潟の浄化能力

とかの換算はどうなっていますか。

計画課長 今回 CO2 ということですので、干潟のほうは下水処理場、集落排水とか

の建設費で換算した浄化効果で計算しています。

長谷川委員 要するに、浄化効果を処理場の建設費で換算しているんですよね。それ

はもう入っているんですか。

計画課長 それは行っております。

二村委員 ちょっと CO2 のところで質問させていただきたいんですけど、この固定

効果が計算できると、日本全体の CO2 削減目標みたいなところから、この

数字も寄与していくという形になるわけですね。

計画課長 そうですね、カウントは当然できると思いますけど、多分数値的にはか

なり小さいと思っております。
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長谷川委員 もとの見本の排出量のところに入ってない可能性もあるでしょう。

田中座長 これは新たに吸収するものなので。

長谷川委員 削減計画の中にカウントされていない可能性がある。

田中座長 それを入れるとか入れないとか、外務副大臣の小野寺さんというのが言

っていました。入ったかどうかはわからないですけど。

計画課長 恐らく入っていないと思います。

田中座長 うちの大学で、これを入れたらどうだと聞かれて計算したんだけど、結

局もとに戻ってしまうので、余り効果がないからやめたほうがいいって答

えた覚えはある。

二村委員 すごい雑談なんですけど、まず空港をつくって、周りにテトラポットの

藻場を造ったんですよ。それで魚を寄せて漁業者に対して少しケアをしよ

うじゃないかということだったんですけど、それが滑走路を鳥に占拠され

るという状況を生み出してしまっていて。

藻場を造ると魚が来ますでしょう。魚が来ると、鳥も来るんですよね。

来た鳥がどこにとまっていいかわからないので、滑走路をざーっとという

ことが多々あって。

田中（一）委員 マイナス効果ですね。

二村委員 マイナス効果が実は出ているという話が、向こうではあります。

田中座長 生き物ですから、なかなか予測は難しいですね。

田中（一）委員 それで飛行機でも落ちたら大変ですよ。

田中座長 干潟を造ったからいけないと言われちゃ。これはこんなところで。

田中（一）委員 合理的になった気がしますよね。

田中座長 大分整備されてきたということで、この方向でいくということで。

田中（一）委員 ある程度試行錯誤で進めてみなければ仕方がないでしょう。進歩だと思

いますよ。

計画課 議題（３）「20 年度実績報告について」資料５の「事業評価手法の一部

見直しについて」により説明。

田中座長 これは他の事前評価についても行う予定なんでしょうか。

計画課 現状は今、漁港の整備に係るものについて対象にしております。他のと

申しますと……。



- 22 -

田中座長 例えば次から出てくるもの。これは今は養殖関係というか、割と計算し

やすいと。漁船漁業の場合についても、今後この方向でおやりになられる

んですか。

計画課 はい、基本的には新規でそういったものが出てくれば、対象の別なくト

ライしていきたいと考えております。

田中座長 対馬は観光客が来ないような場所なんでしょうか。

計画課 ニュース等で御存じかもしれませんが、対馬は国内よりも韓国の観光客

が多い状況のようでございます。

ただ、マグロの出荷自体は、島内というよりも大きな消費地のほうに流

れていくかと考えておりますので、本地区の評価では観光の効果は取り扱

っていないという状況でございます。

田中座長 ということだそうです。水産に特化したという話です。

計画課 一次産業の評価では、他の事業のように事業の効果が一般国民に伝わり

にくいと考えており、何とか広く皆さんに漁港、もしくは漁場整備に関す

るメリットをわかりやすく説明できないかという、一工夫の一例でござい

ます。

田中座長 こういうのも、それこそ同じ省庁間で差がないような評価体制ができる

といいんですけどね。本当に、どこかの省庁で開発してくれればいい。

計画課 現在、公共事業に係る評価は、費用対効果という一定の手法で実施され

ておりますので、その中にどうこの手法を入れるかというところかなと考

えてはおりますが。

長谷川委員 今の直接効果額というのが、例えば水産物の生産性の向上というところ

になるわけですよね。

計画課 そうです。

長谷川委員 それで経済波及効果の新しくお示しいただいたものというのは、今は項

目として挙がっていないけれども、今後入れていきたいということで、こ

れについても例えば、既存の直接効果のところで事業評価をすると、適切

な事業であると認められないが、例えば経済波及効果が非常に高くて、そ

の部分で言えば評価されるということもあり得るんですか。

計画課 その前段としまして、まずは経済波及効果をどこまで見込むか、一次ま
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でか、二次までかという問題が残っているという前提の中でいくと、そう

いったケースもあり得るかと考えております。

ただし、直接効果で１を切るような場合は、評価することにはなりませ

んが１．０を超えて、相対的にほかの地区よりもＢ／Ｃだけ見ると低いが、

例えばこういった波及効果等のほかの面からも比べてみると、実はトータ

ルとしては意外とこちらのほうが投資効果がいいという評価なれば、こう

いったものを合わせた形で、そちらのほうが先に採択されるような可能性

もあるかと思われます。

長谷川委員 先ほど、冒頭の議論の一つの論点がそこにあったと思うんですね。そう

すると、逆もまたあるわけですよね。

計画課 そういうところもあります。

長谷川委員 逆の評価になる可能性もあると。

計画課 はい。

長谷川委員 波及効果が全然見込めなくて、もともとのＢ／Ｃが 1.2 ぐらいじゃねと

いう可能性もあると。

計画課 その辺、２つの手法なりを組み合わせたときに、トータルとしてどうい

う評価ができるかというものを今後検討していきたいということです。

田中（一）委員 全く門外漢なんですが、町村ごととか、あるいは地域ごとにはないんで

しょうか。町村ごとに産業連関表みたいなものが。

計画課 一般的には都道府県や市町村の産業関連表があるかと思いますが、これ

らは大括りの産業区分しかありませんので、関連する漁協とか市町村に調

査に入りまして、ヒアリング等を通じて分解して、例えば対象とする地区

に養殖に関する部分でございましたら、それに関するところを少し細かく

分解して、計算の工夫をやっております。

田中（一）委員 そうするとその場合にプラスの連関と、マイナス効果が出てくる場合が

ありますよね、物によると。プラスの効果だけ聞いていたんじゃしようが

ないんだけど、いろいろアンケートでも。マイナス効果も当然想定される

わけですよね、理屈だけから言うと。そういうこともいろいろヒアリング

しながら進めていらっしゃるんですか。

計画課 ちょっと私も不勉強なんですが、多分マイナス面もあるかと思われます。
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田中（一）委員 計算できないものの中に環境悪化ですとか、そういうことはあり得ない

でしょうけど。

計画課 経済波及効果の産業連関の中では、例えば環境の悪化に伴って、環境を

改善するために産業が起きたとなると、評価できるかと思うのですが、い

わゆる悪くなったじゃないかという抽象的なところは的確にはいかないか

なと考えております。それはまた別な工夫をする必要もあるのかなと。

二村委員 今、実際にこれが使われ始めてから悩めばいいことではあると思うんで

すが、一応、事前に考えられる課題として、直接効果は余りないんだけれ

ども、こちらの産業連関を見ていくと非常に価値が大きいというものがあ

ったとしたら、それも採用されるというお話がありましたが、要は直接効

果のほうと産業連関のほうの結果が逆転しているような場合、それをどう

いう形で優先順位を決めていくのかというのは、やはりちょっと課題にな

ってくるのかなと。

例えば、直接効果というのは水産庁が水産庁のお金を使ってやってもら

うものですよね。やはりこれ、非常に重要だと思うんですよ。もちろん、

終的な効果が大きいというのも非常に重要であるとは思うんですけれど

も、産業連関のほうの数字が大きければそれでいいのかというと、そうい

うものでもないと思うので、そこの順位の逆転のようなところに関しては、

一応、悩む可能性があるというのを念頭に置かれたほうがいいかなと思い

ます。

計画課 今のご質問のお答えになっているかわからないんですが、資料１枚目の

一番下にございますが、費用対効果分析として、そういった複合的効果を

含めた一つの手法でやれればなという希望的なところはございます。今の

問題意識は十分頭に置きながら、今後検討を進めていきたいと考えており

ます。

田中座長 それは３通り出して、ルールを作って決めればいい話だと思います。

もともとこの話は、他の省庁に比べて何でこんなに費用対効果が低いんだ

と。よくよく見たら、ほかの省庁は一次、二次まで全部入れて計算してい

ると。だからすごく大きくて、農水省はまじめで直接しか入れてないから、

こんなちょっとしか出ないから、それを何とか、言いわけじゃないけど、
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やっぱりあるよと言いたいというのが根底にあってこういう計算を始めた

ので。だから、出すことはいいことだと思います。

田中（一）委員 挑戦的にこういう事柄をやっておられるというのは評価したいと思いま

す。むしろ各省のほうが高く出ているのに問題があるんですよ。

田中座長 そうそうそう、逆にね。

田中（一）委員 特に道路なんかはやってみたけど、非常に問題がある。

長谷川委員 ちょっといじればすぐ大きくなる。

田中座長 ということだそうです。

長谷川委員 共有的視点というのは、言われていてもなかなか今までできていない。

これはやっていただければわかりやすくなるかなという感じがします。

田中（一）委員 今の段階では恐らく、Ｂ／Ｃのサブの指標として、チェック項目指標と

してやられても意味があると思いますね。大変だけども。

事務局 議題（３）「20 年度の実績報告について」、資料６－１と６－２に基づ

き説明。

田中座長 毎回話題になるんですが、資料６－２の新規就業者数の推移の⑭－５ペ

ージで（別紙）と書いてあるところで、目標 1,500 人に対して、今、実績

値で言うと３分の２ぐらいになっていると。さらに、定着率を考えると実

際にはもっと低いかなと見られているんじゃないかと思うんですが、不景

気になって都市部で漁業への参入を呼びかける会合を開いて、長期研修者

97 名という実績があったんですが、こういうのはこの先就業したんでし

ょうかね。長期研修で 97 名というのが１枚目にあるんですけど。

企画課長 新規就業者の目標 1,500 というのは、私どもの基本計画を 19 年に立て

まして、そのときに今後の構造を展望しまして、大体 1,500 人ぐらいある

と沿岸漁業者の数がうまく回っていくんじゃないかということで、それを

目標に設定しているわけであります。

これで確かに先生おっしゃられますように、15 年、16 年とだんだんと下

がってきております。やはり全体の景気の影響を受けるところがございま

して、15 年、16 年、17 年のまだ景気が比較的よい時期になりますと、漁

業のほかの他産業のほうでの就職の環境がいいということもあって、そち

らのほうに引っ張られてきた感がございます。
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ただ、昨年になりまして、全体的な景気が低迷する中で、就業希望は相

当増えてきております。それに対しまして漁業者のほうが、それを受け入

れる体制が整っているかどうかというところが問題になってきますので、

私ども今、行っていますこの事業をうまく活用して、それを結びつけてい

きたいということで、通常大体この予算は３億円用意しているんですけど

も、今年度は二次補正のときに３億円さらに追加いたしまして、そういう

研修などをもっと手広く行うように措置している 中です。

97 名が今のところ新規就業を希望して研修に入ってきているということ

でございまして、この数は例年に比べるとやはり増えてきています。昨年 80

程度あったと思いますので、ここへ来て少し下げどまりを期待させるよう

な兆しが見えているんではないかなと思っております。

あと、田中座長から言われました定着率の問題ですけれども、今のとこ

ろ見ていますと７～８割ぐらいの定着ですので、２～３割はドロップアウ

トします。ドロップアウトしますのはやっぱりきついとか、思ったのと違

うとか、いろんな理由があります。

私どもの今の研修のやり方は２段階システムにしていまして、まずは漁

業というのはどんなものだかわかってもらうための１～２日の座学研修と、

簡単な体験研修をやってもらって、生理的なものもありますから、船酔い

するとか、どうしても向かないというのもありますので、そういう中で比

較的「じゃあ、やってみよう」という段階の方々を今度集めて、実際の漁

業者とのマッチングを図る。そこで例えば、定置網の人が「うちに来ない

か」とか、沖底の人が「来ないか」ということで、船に乗り込むのが今の

現場研修となっているわけです。

現場研修は、今回は大分枠を広げて要求していますが、実際上、就業者

の希望は増加していると見ています。現場研修を行うことになると、漁業

者を受け入れる側のほうに支援がいきますので、漁業者のほうも景気が悪

くなっている面もありますけども、支援がきちんと手当されることで、う

まく需要を受け留めてもらい、漁業のほうにせっかく振り向いてくれてい

るこの機会に減少してきた流れに歯どめをかけていきたいと考えています。

できれば、歯どめというか、転じて伸ばしていきたいという思いで、今取
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り組んでいるところであります。

田中座長 ３けた近い数字なのでちょっとびっくりしたというか、結構集まったと

いうのが私の印象だったんですけど。

二村委員 97 って、とても多いという数字なんですか。

田中座長 呼びかけただけでこれだけ、長期研修に行ったというのは、結構多かっ

た。

企画課長 二村委員は少し少ないという印象で思っていらっしゃるのだと思います。

しかし、漁家の中には自分で後継者がおられる方が結構おられます。そう

いう方はそのまま漁業に入っていく。それとか、養殖とかそういうところ

は比較的入っていき易い。どうしても入っていきにくい分野として、都会

などで漁業に就職したいといったところの方々を漁業とマッチングするよ

うなところに、事業は大分ウエィトを置いています。このようにターゲッ

トを絞っているところからすると、 近 100 人近く来たというのは、多い

方だと思っています。

今、予算的にはこれをさらに 100 数十人ぐらいまで伸ばせるように手当

しています。ある意味では現在はチャンスですので、受け入れる体制をき

ちんと整えていきたいと思っておるところです。

田中座長 一応これは暫定ということで、 終的にでき上がるのは６月ですか。

事務局 ６月の水産専門部会で数字が確定した段階で、御審議いただく予定でお

ります。

田中座長 見通しとしては、少なくともＣはないと。

事務局 今の段階ではそうですね。

田中（一）委員 この〈改善・見直しの方向性〉だとかの見出しですが、これはすべて、

官房が示している見出しですか。

事務局 見出し自身はそうですね。統一的にやっています。

田中（一）委員 ほかの審議会や委員会でもそうなんですけれど、霞が関文学なんだけど、

何で「方向」と言わないで「方向性」と言うんですか、どう違うんだって

議論したことがある。非常にあいまいな表現ですよね。それは酸性だ、ア

ルカリ性だという「性」と、「方向」と言えばいいのに、何で「性」をわ

ざわざ付けるんですかって聞きましたが、だれも答えられない。
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田中座長 確かにみんな、「方向性」と書いてあるな。

田中（一）委員 そういうのは広辞苑で引いたけどないんです、「方向性」というのは。

非常にあいまいにする。あなた方に言う話じゃなくて、官房に言うべきこ

となんだけども。総務省が示しているのが恐らくそうだろうという気もす

るんですね。このごろ言葉に物すごく無感覚になっておる気がしてしよう

がないんですね。

それからこれは全く違うんだけれども、生産地と消費地の値段ですが、

これは市場原理によれば当然解消されるはずなのに、何が妨げているんで

すかね。だって、本当にそれぐらい現地が安かったら、経済の教科書によ

れば、みんな消費地から行くから高くなるはずなんです。自然の経済原則

を妨げる、市場性を妨げるものは一体何なんですかね。それを改革し、推

進すれば、直りそうなものなのに。

企画課長 細かい話からちょっと説明させていただきますと、産地で揚がったとき

の魚の価格、浜値と、消費値の魚の価格を比べている訳ですけども、結構

大胆に計算して出しているところがあります。

例えば産地の価格は、消費地に行かないような、例えば餌に回るような

少し安目の価格を含んだプール計算になっていますので、そういったもの

と消費地の価格を比べているという点が、まず基本的にあります。

それと、日本の水産の特質の一つですが、いろんな種類の魚が、いろん

な小さな漁港に揚がります。それを東京などに売っていくためには、まず

は産地で一旦量を固めておいて、それを都会に持っていって、都会の中で

分荷するという２段階の流通が発達したというのが水産の特徴でありま

す。また、その過程で、魚の頭を落としたり、三枚おろしにしたり、骨を

外したり、切り身にしたりという加工労賃も入ってきますので、流通コス

トと労賃が加算されていく仕組みが昔からあるわけです。

ですからこれを全て急激に下げるのは難しい面があります。私ども 3.78

倍を当面の目標にしているわけです。ただ、その目標すら達成してないの

ではないかという御指摘を受けるのだろうと思うのですけれども、そうや

っていく過程で、今いろんな取り組みが出てきているのは事実です。

去年も燃油対策で、いろいろ漁業者の方が苦労されているときに、島根
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県の漁協と、イオンが直接販売の契約を結びまして、今、島根県漁協から、

当初は中国地方に限られていたんですけれども、今は中部地方、 近では

関東地方でも直販をやるようになってきております。

水産の流通の形態の性格からすると、全部そういう直販にしてはいけま

せんけども、なるべくそういった形態が入ってくることによって、今かか

っているコストを圧縮していきたいと考えています。

あともう１点、付加価値の向上については、今はどうしても流通過程で

付加されていって、漁業者の手元に入ってない面があります。それをなる

べく産地の方で付けることによって、付加価値部分を産地に落ちるように

していく。そうすると産地価格が上がりますので、分数を計算ときには今

の４倍を少し下げていくことができると思います。

そうは言っても、実際進んでないではないかというお叱りを受けるかも

しれないのですけども、今はそういう直販などの試みはいろんなところで

出てきています。あと、産地でできるだけ付加価値をつけて販売力を高め

ていくということを併せて進めていくのが、一番重要であると思っており

ます。

ここは毎回政策評価会で御指摘を受けますので、私どもここは力を入れ

てやっていきたいと思っている分野でございます。

長谷川委員 これ、去年は対象になってなかったですよね。

企画課長 毎年やっていますけども、ここで御説明をさせていただいたり、農水省

の評価委員会でご説明するときは、もう一つの目標と交替でやっています。

長谷川委員 確かおととしだと思うんですけども、総食の方で卸売市場の統廃合と効

率化という事業があって、そのときに流通過程の経費をちゃんと把握して

いますよというお話をして、なぜ水産がそれができないのかといったとき

に、確かに来年から把握しますとおっしゃった記憶があるんですが、それ

はやらないんですか。

事務局 担当である加工流通課に、その点どうなっているか問い合わせをしまし

たが、今年度から統計部におきまして、流通経費を直接把握する調査を実

施していると。具体的な中身まで聞いてないんですけど、そういう調査を

始めたということで、現在統計部で３月中に公表を目指して精査中である
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と聞いているということで、それは恐らく今まで議論になった部分の一つ

の答えになるのではないかと。

企画課長 長谷川委員がおっしゃっているのは、今までのような比率の目標ではな

くて、絶対値的な統計データを併せて把握すべきじゃないかという議論が

確かにありましたので、そのへんの対応のお話です。

長谷川委員 田中先生がおっしゃるように、そういうところでしっかりと施策を１つ

ずつつぶしていけば、より効率的に転換する可能性がある。榎本課長が言

っていらっしゃるところはわかるけども、そういう手法も一方では必要で

しょうということだけなので、やっていただけているならば、それはそれ

で答えを待つので。

田中（一）委員 であれば、課長がおっしゃるのはそのとおりなんですが、つまり産地で

形成される価格の要素と、消費地でのそれが、さっきおっしゃるように違

うわけですよね。違うものを４倍だ、何ぼだといって比較すること自体、

本当はおかしいんですよ。価格を構成する要素が違うわけでしょう。

ですから、むしろ重要なことは、漁港での漁業者の取り分が多くなれば、

それこそ 1,000 人じゃないけども参入する人たちも、こういう時期ですか

ら増えてくるんだろうと思うんですけれども。ただ、そこのところの分析

が重要なのであって、なぜに４倍ぐらいになっておるかという。トータル

に４倍が３倍になれば、それはどこかで産地のほうが利益を得ているとい

う想像ができるんですけれども、そういうやり方がいいのか、いやむしろ

水揚げする漁港での価格構成と流通で一体どういう実態になっておるの

か。消費地で、またそれにどういうことでこういう高いものになっておる

のかという、それは何か非常にきめ細かい分析が、この世界には要るんじ

ゃないのかなという気がします。これは答えは要りません。あなたがちゃ

んとおっしゃっていた。ちゃんと御説明になったわけですから。

それから座長がおっしゃったように、参入する人たちが少ないというの

は、本当にこの時期問題だと思うんです。この間テレビを見ていたら、失

業者がこれほど多いわけですから、農業の世界に参入を増やしていけばい

いという。介護だとか社会福祉の分野とともにですね。

そのときの話ですが、農業に向くか向かないかという一番いいテストは、
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一日草取りをさせてみるんですってね。そうすると、この人は農業でもつ

か、もたないかというのははっきりわかるという。根気のない人は全然だ

めらしい。農業なら誰でもこのごろできるなんて、とんでもない。やっぱ

り粘りとか何とかね。

ところで、水産だと、それは一体何なのかなと。水産は多様ですよね。

近海、遠海に獲りに行くのと、漁港での仕事とか加工業といろいろあるん

だけども、それぞれやってみたらすぐ辞めちゃいますというんじゃ困るし、

座長もおっしゃったし、去年私も言ったんだけども、1,000 人来るんだけ

ども、１年後の定着率はどうか、２年後の定着率、３年後はどうなのかと

いう調査は実はやっておられないわけですよね。やっておられますか。

企画課長 大体７～８割ぐらいで、一度実地研修をやっていただいた方は、その後

実際に就業されているというデータがあります。それが２年目、３年目ま

でどうなっているのか、十分な追跡は残念ながらまだできておりません。

田中（一）委員 水産国日本と言われていた時代、今はどうなっているか知らないけれど

も、四方を海に囲まれた国で、それを業種として生かさない手はないわけ

で、何か知恵が欲しい。行政が出すというよりも、本当は漁業者が出さな

くちゃいけない、あるいは漁業に深い関心を持っている、それで生きてい

る市町村が考えなくちゃいけないことだと思いますけれども、しかしそう

は言ったって体制がこういうことですから、いろんな知恵なりノウハウな

り、かなり情報を持っている水産庁がいろいろ指導していくことは、非常

に重要だと思っています。統計もとっているので、なぜ辞めていくのか、

農業とはまた違うと思うんですよね。

企画課長 先ほど説明した中で、大まかなどんな理由でやめたかのデータがありま

す。その中では、作業がきついというのと、所得が思ったほどないという

のと、意外と多いのは船酔いというのが結構ありまして、酔うので体質上

だめだということです。

田中（一）委員 船酔いはだめだ。

企画課長 ですからそれは業態にもよってきます。定置網のように近くでやるのと、

沖合に出るのとまた違ってきますし、あと雇用の形態でいくのか、それと

も自分で独立するのかという形態の違いもあります。私どもとしてはなる
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べくいろいろな形態を踏まえた支援制度を用意していきたいと思っていま

す。

長谷川委員 支援制度もそうだと思うんですけど、水産基本法のときにも言ったんで

すが、新規参入者に向けては自分のライフスタイルがちゃんと描けるよう

な、例えば１年目はこういう漁業であれば 200 万とか 300 万といった、社

会保障も含めて、そういうプランを出してあげないとなかなか難しいかな

と。それにつけても、漁業経営改善計画がきちんとできて、漁業者自身が

自分たちの経営をきちんと把握できるようにならないと、そこもかけない

わけだから、ここをちゃんと一体でやらないと難しいかなという気がする

んですね。

田中（一）委員 そこまでやってあげないと、このごろの若い人は参入しないでしょうね。

長谷川委員 そうだと思いますよ、やっぱりうかつには入れないですもんね。

企画課長 今、研修制度で入るときは、ライフジャケットとか傷害保険といった手

当も予算上させていただいています。あと、研修中もなるべくアルバイト

代として生活費を出していただいているんです。例えば、３時間ぐらいで

大体研修が終わりますので、残りの時間は漁業者のところで実質上アルバ

イトの形になりますので、大体平均すると研修者は 15 万前後ぐらいをもら

ってやっております。

そういう中で、その後独立に移行してゆくのか、そのままずっと雇用で

過ごすのかという２種類があります。例えば定置の乗り子のような形でい

くのか、それとも自分で網、船を買って独立するのかという経営計画の違

いです。私どもはそういう人たちの要請も踏まえて、例えばいろいろな市

場でどういう魚の売り方をしたらよいのかといったいろいろな研修を今、

用意して、独立準備の支援までを念頭において助成しております。

田中（一）委員 今の研修訓練、雇用と厚労省のハローワークなどとはどういう連携をと

ってやっておられるのかというのが一つ。

それからもう一つ、今の評価書じゃなくて、どこかに出ていたと記憶が

あるんですけれども、ウナギを放流するってどこかに書いてあった気がす

るんだけれど。サケの放流は聞いたことがあるけど。私はそれが非常に頭

に残っていて、ウナギがまた元へ戻ってくるのかなという。単なる養殖な
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らわかるけど。

田中座長 産卵のための親の確保という意味でしょう。あるいは親を放流している

とすれば……。

企画課長 ⑬－２の真ん中あたりですね。

田中（一）委員 「放流」って書いてありますね。

企画課長 これは内水面での親ウナギの資源を増殖するための稚魚の放流を今、推

進していると。

田中（一）委員 内水面での放流をするだけで、サケみたいに回遊して戻ってくるとかで

は。ウナギはそれをわかってないはずなのにね。

企画課長 今、そこの解明は一生懸命やっているところです。やっと親ウナギを海

でつかまえるのに成功したところです。

田中（一）委員 わかりました。そういうことではないわけね。

企画課長 ええ、そういうわけではございません。

あと、田中先生の 初のほうの御質問のハローワークとの連携ですけど

も、私どものほうはいろいろな、例えば定置網で今、富山県で何人募集し

ているとか、宮崎県で養殖で何人募集しているというのをホームページで

出しているんです。あと、県のホームページでも出してもらっています。

それとさらに、ホームページに出す場合にはハローワークにも登録してい

ただくようにお願いしていますので、なるべく同じデータを両方で出せる

ように調整しているところです。

田中（一）委員 わかりました。

田中座長 漁業の場合には漁業権があるので、いきなり独立というのは難しいかな

ということなんですが。

田中（一）委員 本当は漁業権の問題もしっかり調査して、それが日本の漁業の発展にど

ういう影響をしているかとか、そういう研究が要るんですよね。

田中座長 資源管理には役に立っている。これを撤廃するとなかなか大変なことに

なっちゃうんで。産地との価格の問題も、一つ市場原理を妨害していると

すれば、競り人による閉鎖性が挙げられるわけですね。産地市場での競り

の権利を持っている人が決まっていて自由参入になっていないと。そうい

う問題があって、価格がその人たちに牛耳られているという問題はあるん
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ですが、必ずしもそればかりではないし。魚ですから迅速な集配が必要な

わけで、そうするとそういう人づてのルートを持った人でないと、幾ら買

っても売りさばけないということがあって、なかなか難しい問題ではある

がやらなきゃいけないということだと思います。

二村委員 今の田中先生のお話ですと、コストの削減というのは、市場メカニズム

が働かないところを働かせるようにして改善しようという方向ですよね。

そういう手法でもってやられると考えていいのか、もしくは活動原価基準

計算みたいなもので、活動ごとに無駄があればそこを省いていこうという

方向なのか、どちらかなというのをちょっと。

企画課長 いろんな外科治療をつなげていかないとできないんですけども、例えば

田中座長から言われた、今、買参人の数が減ってしまっているので、その

産地の市場が小さいと、入ってくる買参人が少ないので競り上がらないと

いう問題があります。しかし、その人たちに買ってもらわないと魚を売る

道が他にないと、そうするとどうしても安くなってしまうという面もあり

ます。そこはまたひとつには市場の統合の話につながっていくのだと思い

ます。

今、産地市場が非常に規模が小さいのでそれを統合していくとか、あと

買参人をなるべく自由参入を認める方向に誘導していくというようなこと

を、併せてやっていくことが大事だろうと思います。

二村委員 この間、名古屋のほうなんですけど、卸売市場の方とちょっとお話しす

る機会がありまして、その際に「揚がったときの魚の価格と、消費者が手

にするときの価格では随分差があるらしいですね」ということをちらっと

言ったら、「実際にかかってるんだからしようがないだろう」と言われま

した。「ああ、そうですか」と言うよりほかなかったんですけれども。

企画課長 今、６段階ぐらいかけて流通することがあるんですけど、それぞれの方

々が「自分は赤字だ」と言うのが今の状況なのかもしれません。しかし、

その状況を変えていくためには、どこかの部分をうまく効率的にするとか、

付加価値を上げる工夫をしていくということが必要なのだろうなと思いま

す。

二村委員 それこそ食の安全なんかを考えたときには、これからもっと投資をしな
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ければいけない、追加の投資が必要な部分もありますよね、情報網の整備

であるとか。これからも追加的なコストもかかってくると思うんですけど

も、大変だなというふうに。 後は感想です。

田中座長 ありがとうございました。

事務局 議題（４）「その他」について資料－７、今後のスケジュールについて

説明して終了


