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水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン

改訂事項

本ガイドラインは、平成21年4月に策定

 1年間の運用から次の改訂事項を整理

①衛生管理対策に関する評価

②漁場周辺を保護水域とする場合の資源保護効果

③ストックマネジメント事業の便益の考え方

④産業連関分析法の導入
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①衛生管理対策に伴う評価

漁港における衛生管理基準（平成20年6月）

水産物流通機能高度化対策事業等によりレベル２を達成

ﾚﾍﾞﾙ 定 義 考え方
１ 食中毒菌の混入を防止するた

め、危害要因となり得るすべて
の項目において必要最低限の
措置が行われている漁港

① 岸壁での陸揚げ作業」「荷さばき所でのせり・荷さばき
作業」の全工程を通じた危害要因の特定

② 行程を通じて危害要因をなくすためのハード及びソフト
対策の実施 等

２ 各種対策により食中毒菌の混
入のないことが確認されている
とともに、効果の持続化が図ら
れている漁港

レベル１の対策に加え、
①各種基準を満足するために必要となるハード及びソフト対策
の実施
②取組の持続性を確保するための定期的な調査・点検の実施
等

３ 衛生管理に対する総合的管理
体制が確立されている漁港

レベル１、２の対策について、
①記録の維持管理
②要請に応じた情報提供が可能となる体制
等の構築

（１）衛生管理対策の推進
平成20年6月に衛生管理基準を策定し、流通拠点における衛生管理対策

を重点的に取り組んでいる。

水産物流通拠点漁港（概ね150地区）のうち

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（H20実績：28.2％）

（H16：23％→H23概ね50％） 3



①衛生管理対策に伴う評価

（２）衛生管理対策の効果把握
産地において衛生管理の取組が求められており、様々な評価算定が得ら

れている。

○Ｈ１６～Ｈ１７ 北海道

消費者の評価（ＣＶＭ法） ７～８％

加工流通関係者の評価（ＡＨＰ法）

価格形成要素 ７～３８％

価格形成の要素（ヘドニック法）

衛生管理の影響 １０％程度

○Ｈ２０．６消費安全局の調査

消費者の評価（ＣＶＭ法）

衛生管理対策への支払い意志額 ８％程度

○Ｈ２０秋 山口県仙崎地域の調査

市場関係者等の評価（ＡＨＰ法）

価格形成要素 ８％程度

CVM法：衛生管理対策への支払い意
志額

AHP（Analytic Hierarchy Process）
価格を決める要素の階層構造

（外観・形状、卵質や肉質、鮮
度保持、衛生管理、市場での
状態、入荷量等）

39.5 46.2 12.9 

1.4 
0.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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３割

５割
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①衛生管理対策に伴う評価

（３）効果の算定方法

衛生管理面の強化により価格形成における衛生管理に占める割合を以下
のように算定することとする。

年間便益額（Ｂ）＝Ｑ×Ｒ－Ｃ
Ｑ：施設整備後における衛生管理対象魚種の陸揚金額（千円／年）

Ｒ：衛生管理効果率(衛生管理が魚価に占める割合)（％）

Ｃ：衛生管理に係わる設備の維持管理費（千円／年）

なお、漁港施設の鮮度保持効果による
ブランド化など付加価値による単価向上
効果については、副次的な衛生管理効
果として必要に応じて従来の漁獲物の付
加価値化の効果を計測するものとする。

基礎的な衛生管理効果率は、対象地区
における衛生管理対策を行う魚種につい
て、実態調査等の結果を踏まえて適切に
設定することとする。（８～１０％）

（Ａ）

〔対象魚種水揚高の8～１０％〕
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②漁場周辺を保護水域とする場合の資源保護効果

（１）背景

漁場整備の効果は、これまで、生産量増大効果や、水産生物の餌場等の増殖効果
が評価されている。一方、漁場整備と併せて、漁場周辺を保護水域とする場合には、
漁場により蝟集・滞留する水産資源を効果的に一定期間保護するものであり、資源
保護による効果があると言われていたが、これまで評価されていなかった。

ここでは、これまでの水産資源が保護水域に蝟集・滞留する期間等の知見を踏ま
え便益の算定を行うこととする。

（２）効果の算定方法
便益の算定にあたって、蝟集資源量、水産資源が保護水域に蝟集・滞留する期間

等について、定量的な調査等を行う。一定期間保護水域内に蝟集・滞留することが
確認された水産資源について、以下の式により便益額を算定する。

年間便益額（Ｂ）＝Ｑc×Ｔ×Ｐ
Ｑc：蝟集資源量（kg）
Ｔ ：水産資源が保護水域に蝟集・滞留する期間（月）／１２ヶ月
Ｐ ：平均単価（円／kg）
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漁場

⑤水産加工付
加価値効果

⑥流通付加価
値効果

②増殖効果

③資源保護
効果

【増殖機能】

漁獲分

【蝟集機能】

④漁業経費
削減効果

①生産量の増
加効果

漁業
基地

各効果算出イメージ

保護水域
(対象魚の
漁獲制限)

②漁場周辺を保護水域とする場合の資源保護効果

漁場周辺を保護水域とする場合
の各効果計上イメージ

①生産量の増加効果：保護水域外に蝟集・滞留し
た水産資源の漁獲により生産量が増加する効果。

②増殖効果：水産生物の餌場等の増殖機能がある
場合の増殖効果。

③資源保護効果：保護水域内に蝟集・滞留した水
産資源を保護する効果。

④漁業経費削減効果：①の水産資源を漁獲するこ
とによる漁業経費の削減

⑤水産加工付加価値効果：①の生産量の増加によ
る加工業への効果

⑥流通付加価値効果：①の生産量の増加による流
通業への効果

注）算定にあたって、①生産量の増加効果、②増殖
効果、③水産資源保護効果のそれぞれの効果が重
複しないよう留意すること
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③ストマネ事業の費用対効果分析

平成２０年度からスタートした
水産基盤ストックマネジメント事業

一般的な水産基盤整備事業

施設の新設及び改良

現在の生産状況や生活環境等が改善

施設の長寿命化

施設が発揮する役割や効果が維持

現行の費用対効果分析ガイドラインは、一般的な水産基盤整備事業を念頭に

策定されており、ストマネ事業へ適用するための補足を行う必要がある。
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③ストマネ事業の費用対効果分析

（１）分析対象期間の考え方
水産基盤ストックマネジメント事業の費用対効果分析の対象期間は、機能保全計

画の対象期間とする。

ストマネ事業の費用対効果分析の対象期間は、機能保全計画に基づいて
設定する旨を規定する。

●一般的な水産基盤整備事業

●ストマネ事業

機能保全計画の策定

計画策定後から50年間、漁港

機能を維持するために最適な
保全工事の計画

新設・改良
（費用計測）

機能保全計画
に基づき保全
工事を実施

供用
（便益計測）

分析期間

供用（便益計測）

分析期間

保全工事（費用計測）
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③ストマネ事業の費用対効果分析

（２）便益の考え方
水産基盤ストックマネジメント事業における便益は、現在発揮されている便益が

維持されるものとして捉える。すなわち、現在の漁港機能が維持されない場合に想
定される便益の減少が、漁港機能を維持することにより回避されるものとして計測
する。

計測便
益

便益

現状

便益

事業実施

機能向上

事業無し事業実施

一般的な事業（新設・改良） 水産基盤ストックマネジメント事業

機能保全

機能向上によって新
たに便益が発生 機能保全によって現

在の便益が維持

計測便
益

機能が維持されない
場合に生じる便益の
減少

現状

現行ガイドラインは、新たに発生する便益もしくは向上する便益の計測を念頭に
置いた記述・表現となっている。

ストマネ事業に適用する場合は、便益が維持されると読み替える旨を規定
する。

例）生産コストの削減 → 生産コストの増加を回避

時間 時間
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③ストマネ事業の費用対効果分析

（３）費用の考え方
水産基盤ストックマネジメント事業における費用は、機能保全計画に基づき対象期間に

行う保全工事に要する費用と、機能保全計画策定時点での施設の残存価値の合計とす
る。

ストマネ事業の費用対効果分析の費用は、保全工事の費用と施設の残存
価値の合計とする旨を規定する。

時間

施設の当初の耐用年数
ストマネ事業による

施設の延命

分析期間（機能保全計画期間）

機能保全計画
の策定

費用 ＝ ＋
残っている

耐用年数分の
残存価値

機能保全計画
期間中の保全工事

に要する費用
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④産業連関分析手法の導入

＊産業連関分析導入について

・平成１９年度より試行を開始、一定の知見を集積

・論文発表を通じ産業連関分析学会での議論

（１）背景

現行では、漁港等水産基盤の整備を通じ漁業生産量が増加することによる
漁業者の所得の増加分を貨幣価値化。

他方、漁業生産量増加に伴う他産業取引の増加や水産加工業の需要増加
など水産基盤整備がもたらす関連産業への効果が適切に評価（貨幣価値化）
できていない。

産業連関分析の導入により、関連産業への効果を客観的手法により算定す
ることが可能となる。
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④産業連関分析法の導入

（２）効果の算定方法

＜従来の算定方法＞
防波堤や岸壁などの施設整備によりもたらされる水揚高の増加による漁業者

所得の増加分のみ算定。

＜産業連関分析＞
水揚高の増加による漁業者の便益額（所得）増加のほか、
・漁業に必要な資材（燃料、魚箱等資材や手数料等サービス）取引の増加
による関連産業への効果（一次波及効果）、

・漁業従業者や関連産業従業者などの所得増加が消費に転換することによ
り発生する効果（二次波及効果）

を産業連関表を通じて算定。
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二次波及効果の算出

一次波及効果の算出

＊GDPとは

域内（国内）総生産売上等

の増加によって得られる

粗付加価値額のこと

ある産業の最終需要の増加

漁業の場合は水産関連産業の生産額の増加
によるその他の産業との取引の増加額を表す。

一次波及効果のうち給与等の支払いに使われるいわ
ゆる雇用者所得の一部が消費されることによる産業
への経済波及効果を表します。

逆行列（表）とは、ある産業の生
産が一単位増加した場合にそれ
を生産するために必要な産業との
取引額を極値まで合計したもの。

ＧＤＰは。所得・営業余剰・
税収の増加分の和

『直接効果』

漁業の生産額
の増加

『一次波及額

の算定』
関連する産業の
生産額増加

逆行列表

『雇用者所得

の計算』
生産額増加による
所得の増加

雇用者所得
増算定

『民間消費額

の計算』
所得のうち消費
にまわる金額

平均消費
性向

『二次波及額

の算定』
民間消費による
生産額増加

逆行列表

『域内ＧＤＰ

の算定』
一次・二次波及

によるＧＤＰ増加額

粗付加価値
増算定

産業連関分析による波及効果算出フローチャート

④産業連関分析法の導入
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係留施設（浮桟橋）へのアク
セス確保のための道路整備

マグロ養殖作業や外来漁船
の陸揚げ・給氷のための係
留施設（浮桟橋）の新設

浮桟橋利用時における安全性
を確保するため防波堤を新設

既存養殖場

この範囲で今後拡大

④産業連関分析法の導入

（３）算定事例（A地区）

静穏な水域を活用したマグロ養殖
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④産業連関分析法の導入

・係船能力の不足

・マグロ養殖の増
産を図りたいが、安
価な餌料の確保、
給氷の確保に課題

＜課題に対応するた
めの基盤整備＞

○浮桟橋、防波堤の
整備
（水産基盤整備事業）

○給氷施設の整備
（非公共事業）

養殖マグロの
増産が可能

漁業者の営業
余剰、雇用者
所得の増加：
103百万円

算定事例（A地区）

・浮桟橋整備により地元
定置運搬船の受入可能
→安価な餌料の確保

・給氷能力向上により給
氷需要への対応可能

16



産業連関分析における波及効果の考え方

直接効果

養殖マグロの増
産による総生産額
の増加

GRPの増加（１）

総生産額増加 →
生産者の営業余剰
額、雇用者所得等の
増加【１０３百万円】

２次波及効果

増加した営業余剰額や所得
による製品購入等（新機材購
入、レストランでの飲食）の増
加

GRPの増加（３）

左記の製品の総生産
額の増加による当該生
産者の営業余剰額、雇
用者所得等の増加【２７
百万円】

ＧＲＰの増加額 ＝ 営業余剰の増加＋雇用者所得の増加＋税金の増加

＝ ＧＲＰの増加（１）＋ＧＲＰの増加（２）＋ＧＲＰの増加（３）

＝１０３百万円＋２０百万円＋２７百万円＝１５０百万円

GDPの増加（２）

左記総生産額増加
による生産者の営業
余剰額、雇用者所得

等の増加

GDPの増加（２）

左記総生産額増加
による生産者の営業
余剰額、雇用者所得

等の増加

GDPの増加（２）

左記総生産額増加
による生産者の営業
余剰額、雇用者所得

等の増加

GRPの増加（２）

総生産額増加 →
生産者の営業余剰
額、雇用者所得等の
増加【２０百万円】

1次波及効果

左記の対象製品を増産する
ために必要な製品等（例：養
殖用稚魚、飼料、養殖マグロ
の輸送等）の生産（供給）量
増加による総生産額増加

水産基盤整備事業分のＧＲＰ額：１１７百万円
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④産業連関分析法の導入

算定事例（A地区）

従来の算定方法 産業連関分析

●マグロ養殖漁業者の営業余剰
増加、雇用者の所得増加

【１０３百万円】

●マグロ養殖漁業者の営業余剰増加、雇用者の所得
増加

【１０３百万円】

○マグロ養殖漁業者以外の産業の営業余剰、雇用者
の所得の増加

・稚魚（ヨコワ）買付、餌（サバ）の購入による他漁業
の増益
・養殖マグロ出荷増による輸送業の増益

・養殖マグロ出荷増による魚箱等資材の需要増によ
る増益
等 【 ２０百万円】

○民間消費の増加による他産業の営業余剰、雇用者
の所得の増加 【 ２７百万円】

貨幣価値化できて
いなかった内容

貨幣価値化できて
いなかった内容
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④産業連関分析法の導入

評価項目
費用便益
積上法

産業連関
分析法

ＣＶＭ ＴＣＭ 代替法

水産物の生
産性向上

水産物生産コストの削減 ●

漁獲機会の増大 ○ ○

漁獲可能資源の維持・培養 ○ ○

漁獲物付加価値化 ○ ○

漁業就労環
境の向上

漁業就労者の労働環境改善 ●

生活環境の
向上

生活環境の改善 ●

地域産業活
性化

漁業外産業への効果 ○ ○

非常時・緊
急時の対処

生命・財産保全・防御 ●

避難・救助・災害対策 ●

自然保全・
文化の継承

自然環境保全・修復 ○ ○

景観改善 ○ ○

地域文化保全・継承 ○ ○

その他 施設利用者の利便性向上 ○ ○

＜漁港漁場整備事業＞

○は対象としている評価項目をいずれか選択

産業連関分析法を追加
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