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１ 評価の対象とした政策

昭和６１年度から平成１４年度に新規地区採択を行った次の事業地区を対象として事業

評価（期中評価）を実施した。

事 業 名 期中評価実施箇所数

地域水産物供給基盤整備事業 ５

広域漁港整備事業 ６

広域漁場整備事業 １

漁港漁場機能高度化事業 １

漁港利用調整事業 １

漁業集落環境整備事業 ９

漁村づくり総合整備事業 １

海岸保全施設整備事業（侵食対策事業） １

海岸環境整備事業 ２

合 計 ２７

２ 評価を担当した部局及びこれを実施した期間

本評価は、水産庁において、平成１７年３月に実施した。

各事業地区ごとの評価担当部局は、地区別評価結果（別添１）に示すとおりである。

３ 評価の観点

本評価においては、必要性、効率性、有効性等の観点から総合的に評価を行った。

各事業地区ごとの評価の観点は、地区別評価結果（別添１）に示すとおりである。

４ 政策効果の把握手法及びその結果

政策効果については、費用対効果分析を行うとともに事業特性に応じた政策効果を定量

的に測定・把握した。その結果は、地区別評価結果（別添１）に示すとおりである。

５ 学識経験を有する者の知見に関する事項

農林水産省政策評価会水産庁専門部会において、専門的見地から意見を聴取した。

同専門部会にて、聴取した意見の概要は以下のとおりである。なお、専門部会の議事概

要については、水産庁ホームページにて公表している。



・今後、漁港は重要な観光資源になってくると思うが、その効果を便益に取りこんでは

どうか。その際、ＣＶＭが有効な手法となると思うが評価の精度の向上に努めていた

だきたい。

・具体的事例の説明があり、理解し易くなっていたが、説明に、対象地区の人口や組合

員、漁業者の数字を入れていただきたい。

また、委員構成は、別添２のとおりである。

６ 評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項

評価を行う過程において使用した資料は、地区別評価結果（別添１）である。また、本

評価に関する問い合わせ先（事業主管課）は、別添３に示すとおりである。

評価に用いたデータ等については、水産庁漁港漁場整備部計画課企画班において閲覧に

て公表することとしている。

７ 評価の結果

評価の対象とした２７の事業地区において、事業実施の方針を次のとおりに決定した。

１１の事業地区については、計画の見直しを行うこととし、１つの事業地区において事業

を中止することとした。そのほかの事業地区については、事業の必要性、効率性、有効性

等が認められることから、継続して事業の執行を行うこととした。

具体的な評価結果については、地区別評価結果（別添１）に示すとおりである。

評価の結果

方 針 箇所数

事業の継続 １５

計画の見直し １１

休止 ０

中止 １

合 計 ２７



別添１

地 区 別 評 価 結 果

－ 目 次 －

（頁）

地域水産物供給基盤整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

広域漁港整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

広域漁場整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

漁港漁場機能高度化事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

漁港利用調整事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

漁業集落環境整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０

漁村づくり総合整備事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４

海岸保全施設整備事業（侵食対策事業） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５

海岸環境整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６



平成16年度　期中の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間
(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

H13～Ｈ22 560             
(H13～Ｈ16) ( 286)

1,277        1,225        

水産物生産コストの削減効果
     ：16
漁業就業者の労働環境改善効果
　　 ：27
生活環境の向上
     ：12

計画の見直し
　本漁港は、日本三景で知られる松島
湾内の離島に位置している。現在行わ
れている主な漁業は、湾内での海苔、
カキ等の浅海養殖漁業及び刺し網漁業
であり、本地区の重要な沿岸漁業の根
拠港となっている。
  本漁港の整備については、漁業生産
基盤整備と漁業集落環境整備を併行に
実施しながら、離島振興の活性化を目
指し、重点的に取り組んできたところ
である。
  しかし、現在は、漁業従事者の後継
者不足に加えて、高齢化が著しく進行
しており、このため、登録漁船数が減
少（Ｈ１６は、対Ｈ１４比較で１０％
減）してきている。また、今後プレ
ジャーボートや遊漁船等の施設利用に
ついても、特に期待出来ないものと判
断され、本漁港を取り巻く漁業環境、
港勢等が計画策定当初と大きく異なっ
てきている。
　これらのことを踏まえて、より効率
的な漁港の整備を図るといった観点か
ら、当初計画で目標設定した施設利用
者の利便性、充足率等に配慮しなが
ら、施設規模を縮小するものとする。
見直し後の計画については、経済効果
としてのB/Cが１を上回っており、安
全で快適な漁業活動を実現するなどの
効果も発現しており、本事業は規模を
見直し平成１６年度で完成とする。

宮城県 寒風沢地区 塩竃市

1.04         

事業名 地域水産物供給基盤整備事業

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　計画班
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Ｈ13～Ｈ22 5,005           
(Ｈ13～Ｈ16) ( 3,220)

Ｈ13～Ｈ22 1,220           
(Ｈ13～Ｈ15) ( 105)

177          98           

水産物生産コストの削減効果
      ：4
漁業就業者の労働環境改善効果
　　　：1
生命・財産保全・防御効果
      ：5

計画の見直し
当初計画では、
① 外郭施設の新設・改良および係留
施設を整備することにより、漁船の安
全係留を図る。
② 種苗生産施設用地・蓄養施設建設
用地を造成することにより、つくり育
てる漁業を支援する。
③ 漁業集落環境整備事業で整備する
汚水終末処理場を当事業に併せて整備
した単独埋立用地に建設し、生活環境
の改善を図る。
④ 魚礁を整備することにより、漁場
の生産性の向上を図り、漁獲量の維
持・増大により漁業所得及び経営の安
定を図る。
という整備方針により平成１３年度か
ら整備を進めてきたが、当地区で整備
を予定していた種苗生産施設・畜養施
設を他地区で整備を進めている栽培漁
業基地（浜田漁港）で統合して整備を
行い一体的な運営を行うこととなり、
また市が整備を予定していた漁業集落
排水施設・魚礁についても、市の財政
状況の悪化等により計画からはずすこ
ととした。
以上より、当初計画の主目的であった
用地造成の必要性が減少したこと等を
踏まえ、現状での投資効果を最大限に
発揮するように、整備規模の縮小を図
り、平成１６年度で完成とする。

島根県 益田地区 島根県

1.80         

三重県 舟越地区 三重県

1.06         5,797        5,482        

水産物生産コストの削減効果
     ：177
漁獲物付加価値化の効果
     ：79
漁業就業者の労働環境改善効果
　　 ：53

事業の継続
　本漁港は、離島に位置し、荒天時に
避難港としての役割を担っているが、
係留施設の不足から荒天時に本土への
避難を余儀なくされるなど効率的な漁
業活動を行えない状況である。
　このことから、本事業は避難機能を
確保するための施設整備と用地不足を
解消するものであり、地元からは本事
業の早期完成と完成箇所における早期
利用が強く望まれている。
　本事業は、経済指標においても貨幣
化できる便益が費用を上回っており、
避難機能以外にも、漁獲物付加価値化
の効果や漁業就業者の労働環境改善効
果が高く評価できることから、事業の
実施は有効であると認められる。
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H13～Ｈ16 306             
(H13～Ｈ16) ( 306)

H13～Ｈ16 618             
(H13～Ｈ16) ( 618)

1,438        656          

水産物生産コストの削減効果
     ：39
漁業就業者の労働環境改善効果
　　 ：22

計画の見直し
　本事業地区においては、漁業生産が
減少し、高齢化の進行や後継者不足が
懸念される等、漁業情勢は急激に変化
している。
　これらを踏まえて、より優先度の高
い施設に重点化を図り、効果発現を最
大限にして、規模の縮小を行う。見直
し後の計画については、経済効果とし
てのB/Cが１を上回っており、安全で
快適な漁業活動を実現するなどの効果
も発現しており、本事業は規模を見直
し平成１６年度で完成とする。

長崎県 京泊地区 南串山町

2.19         

長崎県 飯盛地区 平戸市

1.44         469          327          

水産物生産コストの削減効果
     ：22

計画の見直し
　本事業地区においては、当初の見込
みより漁獲量が減少しており、高齢化
の進行や後継者不足が懸念される等事
業実施後漁業情勢は大きく変化してい
る。
　これらのことを踏まえ、効率的な整
備を行う観点から、整備した施設の効
果を最大限発揮しつつ、今後の漁業情
勢にあった施設規模に縮小するものと
する。見直し後の計画については、経
済効果としてのB/Cが１を上回ってお
り、安全で快適な漁業活動を実現する
などの効果も発現しており、本事業は
規模を見直し平成１６年度で完成とす
る。
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平成16年度　期中の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間

(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

H13～H17 607
(H13～Ｈ16) ( 523)

H14～Ｈ23 1,245          
(H14～Ｈ16) ( 633)

計画の見直し
　本地区においては、近年の漁業環
境の悪化から水産資源が減少傾向に
ある。また、漁業生産の不振による
後継者不足及び漁業従事者の高齢化
が深刻な問題となっている。
　また、地元からは優先順位の高い
施設については早急に整備を行い、
その他の施設については今後の動向
を見て判断するとの意向がでてい
る。
　これらの漁業情勢を踏まえ、今回
の見直しでは、効率的な施設整備を
行う観点から、係留施設の改良、浮
桟橋の整備といった質的な改善を優
先させることとした。

665

水産物生産コストの削減効果
　　　：7
漁業就業者の労働環境改善効果
　　　：3
生命・財産保全・防御効果
　　　：32

計画の見直し
 小型船係船岸の充足率が不足してい
ることなどから係留施設の整備を計
画していたが、事業実施後に発生し
た地滑り兆候を抑制する工事が多大
であることが判明した。その代替案
も想定されないことから、事業計画
の規模を見直し、平成１６年度で完
成とする。見直し後の計画について
は、経済効果としてのB/Cが１を上
回っており、安全で快適な漁業活動
を実現するなどの効果も発現してい
るものである。

長崎県 芦辺地区 長崎県

1.75        2,184       1,246       

水産物生産コストの削減効果
      ：55
漁獲可能資源の維持・培養効果
      ：16

事業名 広域漁港整備事業

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　計画班

静岡県 戸田地区 静岡県

1.15 766
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H14～Ｈ23 5,823          
(H14～Ｈ16) ( 1,337)

H14～Ｈ19 868            
(H14～Ｈ16) ( 493)

H14～Ｈ17 747            
(H14～Ｈ16) ( 700)

1,690       1,510       

水産物生産コストの削減効果
       :45
漁業就業者の労働環境改善効果
       :8
生活環境の改善効果
　　　 :22

計画の見直し
　本地区は、漁業生産の減少、高齢
化の進行等漁業情勢が急激に変化し
ている。
　これらを踏まえ、効率的な整備を
行う観点から、道路及び補助突堤の
廃止等漁港施設の規模を縮小し、漁
場施設はその必要性を考慮して当初
通り継続することとしたところ、経
済効果としてのB/Cが１を上回ってお
り、安全で快適な漁業活動を実現す
るなどの効果も発現することから、
本計画の見直しは適切である。

長崎県 野母地区 長崎県

1.12        

3,583       939         

水産物生産コストの削減効果
      ：42
避難・救助・災害対策効果
      ：2

計画の見直し
　本地区は、漁業生産の減少、漁業
従事者の高齢化、後継者不足等漁業
情勢を取り巻く環境が急速に変化し
ているが、荒天時における漁港内の
静穏度の確保や浮体式係船岸の設置
の強い要望がある。
　これらを踏まえつつ、効率的な整
備の観点から、配置計画を変更した
ところ、経済効果としてのB/Cが１を
上回っており、安全で快適な漁業活
動を実現するなどの効果も発現して
おり、本計画の見直しは適切であ
る。

長崎県 生月地区 長崎県

3.82        

長崎県 奈良尾地区 長崎県

1.20        6,411       5,345       

水産物生産コストの削減効果
      ：180

計画の見直し
　本地区は、旋網船団の基地及び旅
客ターミナルとしての機能を有して
いる。こうしたことから、防波堤、
係留施設等の整備により、荒天時の
静穏度が向上し、漁業者の就労環境
改善だけでなく地域住民にも効果を
もたらすものである。
　本事業は、防波堤の延長に多額の
費用を要すること判明したため、一
部施設を廃止する等必要最小限の施
設配置に変更するとともに、浮桟橋
の改良を追加する。
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H13～Ｈ20 600            
(H13～Ｈ116) ( 319)

1,009       604         

水産物生産コストの削減効果
      　：14
漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　  ：18
漁業就業者の労働環境改善効果
        ：22

計画の見直し
　本地区は、近年の漁業環境の悪化
により水産資源は減少傾向にあり、
漁業生産の不振から後継者不足、漁
業従事者の高齢化が計画時よりも深
刻な状況となっている。
　これらを踏まえて、効率的な施設
整備を行う観点から、規模の縮小を
行ったところ、経済効果としてのB/C
が１を上回っており、資源管理型漁
業・つくり育てる漁業への支援等の
効果が高いことから、本計画の見直
しは適切である。

長崎県 神の浦地区 長崎県

1.67        
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平成16年度　期中の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間

(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

Ｈ12～Ｈ22 1,619          
(Ｈ12～Ｈ16) ( 1,249)

事業名 広域漁場整備事業

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　計画班

青森県 小泊地区 青森県

1.15        1,406       1,227       

漁獲可能資源の維持・培養効果
　　　：53
漁業外産業への効果
　　　：25

事業の継続
　本地区では、ウスメバルの資源管
理に取り組み、ブランド化や一本釣
りの操業自粛規制、許可区域の制限
等の資源管理を推進している。その
ような中、増殖場・魚礁の整備によ
り、漁獲資源の増加、漁獲の安定
化、効率化を図ることを目的とし
て、本事業を実施しているところで
ある。
　経済効果としてB/Cを算定したとこ
ろ１を上回っており、また、整備が
完了した増殖場における現地調査で
は、ウスメバルの蝟集が確認され、
増殖場の効果が発現しつつあると言
える。
　以上から事業を継続して実施する
ことが適当である。
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平成16年度　期中の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間

(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

Ｈ14～Ｈ16 210            
(Ｈ14～Ｈ16) ( 210)

事業名 漁港漁場機能高度化事業

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　計画班

長崎県 蕨地区 五島市

1.23        265         215         

水産物生産コストの削減効果
     　：7
漁業就業者の労働環改善効果
       ：6

計画の見直し
　本地区は、磯やけ等漁業環境の悪
化や養殖業者の廃業等、厳しい漁業
情勢にある。また、漁船数の減少に
伴い、係留施設の規模を見直す必要
が生じた。
　これらを踏まえて、効率的な施設
整備を行う観点から、必要な防波堤
等の規模を見直したところ、経済効
果としてのB/Cが１を上回っており、
安全で快適な漁業地域の形成等に大
きく寄与することから、本計画の見
直しは適切である。
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平成16年度　期中の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間

(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
（百万円）

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

Ｈ12～Ｈ15 440            
(Ｈ12～Ｈ16) ( 32)

547         390         

水産物生産コストの削減効果
　　　:17
漁港利用者の利便性向上効果
　　　:14

事業の中止
　本漁港は、遊漁船等の利用が多
く、漁業生産活動に支障が生じてい
ることから、本事業により、これら
遊漁船等を分離収容し、漁業活動の
円滑化を図ることとしている。
　また、平成１６年度をもって漁港
利用調整事業を廃止し、平成１７年
度から新たに漁港漁場機能高度化事
業の中で放置艇対策を行うこととな
り、当該事業の要件として漁港・港
湾・河川の各水域管理者の連携によ
る放置艇収容計画の策定を義務づけ
たところであるが、その計画を今年
度中に策定することが困難な状況で
あること、また、事業採択後、地元
住民から施設に通ずる道路の安全対
策を先に講じて欲しい旨要請があっ
たため、当該道路にかかる調整に時
間を要しており、工事が進んでいな
いため、事業を中止する。

福岡県 新宮地区 新宮町

1.40        

事業名 漁港利用調整事業

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　利用調整班
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平成16年度　期中の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間
(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(百万円)

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

：百万円/年
評　価　の　結　果

H12～H18 840          
(H12～H16) ( 430)

H 6～H20 5,787        
(H 6～H16) ( 3,243)

事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港
内等の水質の悪化が著しく水産業の健
全な発展を阻害しており、また、生活
環境の向上を図る上でも、汚水処理施
設等の整備を図る必要がある。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、また、定量的な評価が
困難な項目も多く、事業の効果につい
ては認められるものである。
　このことから、本事業は有効である
と判断され、実施に当たっての必要性
は認められる。

1.54       9,612      6,235      

時間短縮・労働軽減効果：103
　し尿処理作業時間の短縮等
防災安全衛生効果：283
経費減少効果：32

青森県 時間短縮・労働軽減効果：5
　し尿処理作業時間の短縮等
経費減少効果：4
　維持管理費の軽減等
漁業生産性向上：23

岩手県 吉里吉里地
区

大槌町

918        718        

事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港
内等の水質の悪化が著しく水産業の健
全な発展を阻害しており、また、生活
環境の向上を図る上でも、汚水処理施
設等の整備を図る必要がある。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、また、定量的な評価が
困難な項目も多く、事業の効果につい
ては認められるものである。
　このことから、本事業は有効である
と判断され、実施に当たっての必要性
は認められる。

漁業集落環境整備事業

漁港漁場整備部　防災漁村課　漁村企画班

脇野沢村

1.28       

事業名

評価担当部局

脇野沢地区
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都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間
(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(百万円)

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

：百万円/年
評　価　の　結　果

H 7～H19 730          
(H 7～H16) ( 361)

H 6～H21 2,100        
(H 6～H16) ( 1,426)

H 7～H18 850          
(H 7～H16) ( 555)

1.27       

事業の継続
　集落内については、道路、公園等の
整備が立ち後れ、漁業活動、生活に支
障を来していることから、これら施設
の整備の要請が高い状況にある。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、また、定量的な評価が
困難な項目も多く、事業の効果につい
ては認められるものである。
　このことから、本事業は有効である
と判断され、実施に当たっての必要性
は認められる。

1,094      1,052      

時間短縮・労働軽減効果：41
経費減少効果：1

2,553      2,010      

時間短縮・労働時間軽減効果：78
経費減少効果：91
　維持管理費の軽減等
空間価値向上効果：22

事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港
内等の水質の悪化が著しく水産業の健
全な発展を阻害しており、また、生活
環境の向上を図る上でも、汚水処理施
設等の整備を図る必要がある。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、また、定量的な評価が
困難な項目も多く、事業の効果につい
ては認められるものである。
　このことから、本事業は有効である
と判断され、実施に当たっての必要性
は認められる。

福島県 烏崎地区 鹿島町

1.04       

868        

和歌山県 雑賀崎地区 和歌山市

787        

時間短縮・労働時間軽減効果：42
経費減少効果：16
　維持管理費の軽減等
空間価値向上効果：10

事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港
内等の水質の悪化が著しく水産業の健
全な発展を阻害しており、また、生活
環境の向上を図る上でも、汚水処理施
設等の整備を図る必要がある。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、また、定量的な評価が
困難な項目も多く、事業の効果につい
ては認められるものである。
　このことから、本事業は有効である
と判断され、実施に当たっての必要性
は認められる。

和歌山市

1.10       

和歌山県 田ノ浦地区
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都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間
(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(百万円)

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

：百万円/年
評　価　の　結　果

H 7～H18 2,400        
(H 7～H16) ( 1,971)

H12～H22 960          
(H12～H16) ( 138)

H12～H17 1,260        
(H12～H16) ( 530)

事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港
内等の水質の悪化が著しく水産業の健
全な発展を阻害しており、また、生活
環境の向上を図る上でも、汚水処理施
設等の整備を図る必要がある。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、また、定量的な評価が
困難な項目も多く、事業の効果につい
ては認められるものである。
　このことから、本事業は有効である
と判断され、実施に当たっての必要性
は認められる。

長崎県 大島地区 大島町

1.12       1,442      1,286      

生活環境の改善効果：176

2,799      

佐賀町

4.06       

宇和島市

1.38       

高知県 佐賀地区

愛媛県 魚泊地区

2,023      

時間短縮・労働軽減効果：17
　し尿処理作業時間の短縮等
経費減少効果：2
漁業生産性向上：108

事業の継続
　生活雑排水が未処理であるため、港
内等の水質の悪化が著しく水産業の健
全な発展を阻害しており、また、生活
環境の向上を図る上でも、汚水処理施
設等の整備を図る必要がある。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、また、定量的な評価が
困難な項目も多く、事業の効果につい
ては認められるものである。
　このことから、本事業は有効である
と判断され、実施に当たっての必要性
は認められる。

4,011      988        

時間短縮・労働軽減効果：43
防災安全・衛生向上効果：114
避難・救助・災害対策効果：95

事業の継続
　当該地区は集落が狭隘であり、生活
環境の整備が立ち後れているほか、東
南海、南海地震による被災が懸念され
ていることから、避難路、避難地の整
備が必要な地区である。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、また、定量的な評価が
困難な項目も多く、事業の効果につい
ては認められるものである。
　このことから、本事業は有効である
と判断され、実施に当たっての必要性
は認められる。
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都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間
(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(百万円)

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

：百万円/年
評　価　の　結　果

H 6～H17 969          
(H 6～H16) ( 850)

1,319      

長崎県 神部地区 若松町

1.22       1,081      

時間短縮・労働軽減効果：13
未利用地の使用価値の拡大：21
住民等の余暇活動の向上：30

事業の継続
　集落が狭隘であり、台風等の災害に
脆弱なことから避難路としての集落道
及び雨水排除のための集落排水施設等
の整備を図る必要がある。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、また、定量的な評価が
困難な項目も多く、事業の効果につい
ては認められるものである。
　このことから、本事業は有効である
と判断され、実施に当たっての必要性
は認められる。
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平成16年度　期中の評価結果（水産基盤整備事業）

都道府県名 地区名 事業主体
事業実施
予定期間
(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(百万円)

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

：百万円/年
評　価　の　結　果

H 6～H18 1,863        
(H 6～H16) ( 1,576)

事業名

評価担当部局

漁村づくり総合整備事業

漁港漁場整備部　防災漁村課　漁村企画班

鹿児島県 名音地区 大和村

1.24       

水産物の生産性向上：42
時間短縮労働軽減効果：55

事業の継続
　漁港施設の機能が低下しており、漁
業活動の安全性が確保されておらず、
早急な対策が必要である。また、背後
の集落については、生活環境の整備が
立ち後れており、生産基盤と併せ一体
的に整備することにより、事業の効率
性が図られ、当該地区の健全な水産業
の発展に寄与するものである。
　費用便益比率においては一定以上の
値が求められ、また、定量的な評価が
困難な項目も多く、事業の効果につい
ては認められるものである。
　このことから、本事業は有効である
と判断され、実施に当たっての必要性
は認められる。

2,718      2,189      
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平成16年度　期中の評価結果（海岸事業）

都道府県名 地区名
事業主体
(所在地)

事業実施
予定期間

(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(百万円)

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

H6～18 1,648         
(H6～16) ( 1,285)

事業の継続
　本事業により津波・高潮から人命・
財産が保護され、海岸背後に生活する
住民にとって安全・安心な生活を営な
めるようになること、地元から早期完
成が望まれていることなどから、事業
の継続が必要である。

16,062     5,861      

浸水防護便益：６８４

事業名

評価担当部局

静岡県 焼津漁港海岸

漁港漁場整備部　防災漁村課　海岸計画班

海岸保全施設整備事業（侵食対策事業）

静岡県
(焼津市)

2.74       
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平成16年度　期中の評価結果（海岸事業）

都道府県名 地区名
事業主体
(所在地)

事業実施
予定期間

(既投資期間)

総事業費
(既投資事業費)
(百万円)

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

S61～H20 3,800         
(S61～H16) ( 3,000)

H7～H19 1,595         
(H7～H16) ( 1,181)

5,700      

侵食防護便益：２５０
海岸利用便益：２５０

事業名

評価担当部局

茨城県 平潟漁港海岸

漁港漁場整備部　防災漁村課　海岸計画班

海岸環境整備事業

茨城県
(平潟町)

2.84       

事業の継続
　本事業により、本地区に整備されて
いる観光施設と連携を図り、地域全体
の観光資源としての魅力が高まり地域
の活性化が図れること、また、冬季風
浪による越波等から海岸保全が図られ
ることなどから、事業の継続が必要で
ある。

島根県 仁万漁港海岸 島根県
(仁摩町)

3.84       6,830      1,777      

浸水防護便益：４３
海岸利用便益：２９７

事業の継続
　本事業は、潜堤を整備することによ
り、景観に配慮した背後の侵食対策が
図られ、また、緩傾斜護岸を整備する
ことにより飛沫被害の防止と快適な海
浜利用の向上が図られることから、事
業の継続が必要である。

16,192     
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別添２

農林水産省政策評価会水産庁専門部会委員名簿（５０音順、敬称略）

氏 名 所 属

水産庁専門部会委員

池添 恭弘 漁業者（徳島県阿南市、小型底引き （全国）、

漁青連副会長）

岩田 三代 日本経済新聞社 生活情報部編集委員

田中 栄次 東京海洋大学 助教授

二村 真理子 愛知大学 助教授

若林 良和 愛媛大学 教授

農林水産省政策評価委員

秋岡 栄子 経済エッセイスト

田中 一昭 拓殖大学経済学部教授



別添３

問 い 合 わ せ 先

問 い 合 わ せ 先

事 業 名

事業主管課 担 当 者 名

地域水産物供給基盤整備事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

広域漁港整備事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

広域漁場整備事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

漁港漁場機能高度化事業 計 画 課 三上、松本 （内線 ）7261,7263

漁港利用調整事業 計 画 課 本田、澤田 （内線 )7267

漁業集落環境整備事業 防災漁村課 立石、本間 （内線 ）7304

漁村づくり総合整備事業 防災漁村課 立石、本間 （内線 ）7304

海岸保全施設整備事業（侵食対策事業） 防災漁村課 吉塚、岩崎 （内線 ）7293,7294

海岸環境整備事業 防災漁村課 吉塚、岩崎 （内線 ）7293,7294



期 中 の 評 価 の 事 例



期中の評価の事例（１）

都道府県名 青森県 所管 本土 所在地 青森県北津軽郡小泊沖

地区名 小泊

事業名 広域漁場整備事業 事業実施主体 青森県 管理者： 青森県

事業実施予定期間 平成12～22年度 総事業費 1,619百万円（H14.4 計画変更）
（既投資期間 平成12～16年度 ） (既投資事業費 1,249百万円 進捗率79.3%)

評価内容 １．費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

・陸揚量：3,491トン（Ｈ１２）→3,344トン（Ｈ１５）
・陸揚金額：1,625百万円（〃）→1,538百万円（〃）

２．漁業情勢、社会経済情勢
小泊地区では、本計画の対象魚種であるウスメバルの漁獲量が多く、

特に事業実施地区周辺で漁獲されるものは「海峡メバル」としてブラン
ド化され地域の重要魚種となっている。ウスメバルを対象にした一本釣
の操業自粛規制や刺網の操業期間、許可区域、網目の制限といった官民
一体となった資源管理にも取り組んでおり、引き続きウスメバル等の資
源を持続的かつ効率的に利用することを目的として当該事業の計画が策
定された。
しかしながら、小泊地区の漁獲状況は、3,491トン、1,625百万円（平

成12年）が3,344トン、1,538百万円（平成15年）とほとんど変化してい
ない状況である。

３．事業の進捗状況
事業効果の早期発現を図るために、事業費の重点的な配分かつ効率的

な執行に努めた結果、年次計画を上回る進捗となっている。
増殖場については、Ｈ１２～１５年度で整備完了。魚礁はＨ１４から

事業着手し、予定よりも早い進捗で実施しているところである。

４．関連事業の進捗状況
関連する事業は特にない。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向
本事業は共同漁業権外において、利用（受益戸数が２００戸以上）が

広範囲にわたる漁場施設（魚礁及び着定基質）を整備するものである。
これらの漁場は、地元町村及び漁業関係者が海峡メバルとしてブランド
化して、漁価も高いウスメバル資源の維持・増大に資するものであり、
地元では本事業の早期完成が強く望まれている。
なお、本施設整備の管理は地元漁協・市町村で組織している「日本海

地沿岸漁場開発推進協議会」が行うこととしている。



６．事業コスト縮減等の可能性
県の水産土木設計積算資料を見直すなどコスト縮減に努めている。ま
た 「３．事業の進捗状況」に記載したとおり早期発注を行っており、、
効率的な事業の執行を図っているところである。このように既にコスト
縮減に取り組んでおり、今のところ更なるコスト縮減等の可能性は低い
と考えられる。

７．代替案の実現可能性
既に整備済みの増殖場に対して、現地調査を行ったところ、幼稚魚や

産卵親魚がいることが確かめられた。当該事業の有効性が確認されてお
り、今のところ代替案の実現の可能性は低いものと考えられる。

経済効果 社会的割引率 4.0％ 投資期間 平成１２～２２年度
指 標

現在価値の基準年度 平成１６年 施設の耐用年数 ３０年

貨幣化による分析結果

貨幣化した 漁獲可能資源の維持・培養効果
効果項目 漁業外産業への効果

総便益額 Ｂ 1,406百万円（割引率を4.0％として現在価値化）

総費用額 Ｃ 1,227百万円（割引率を4.0％として現在価値化）

費用便益比率 （B/C）＝ １．１５

純現在価値： B-C）＝ 179百万円（
参 考

内部収益率： IRR）＝ 5.17（

事業の定量的・定性的効果（貨幣化が困難な効果）

・漁業作業の効率化、就労時間の短縮効果
・航行時間の短縮、燃油費等の節約効果
・資源管理意識の向上と取り組み強化の効果
など



総合評価 B/Cが１を超えること、漁獲量の安定化、漁獲の効率化など整備の必
要性が高いと考えられることから、事業を継続して実施することは妥当
と考えられる。

結果に至っ 既に整備した増殖場について現地調査を行ったところ、幼稚魚、産卵
た事由 親魚が蝟集することが確認され、増殖場の効果が発現しつつある。
（必要性・ また、地元漁協や漁場を共有する沖合底曳網漁業者からの賛同を得て
効率性等） 事業を実施するなど推進体制も整備されていることから、本事業の継続

は妥当と考えられる。



期中の評価の事例（２）

都道府県名 青森県 所管 本土 所在地 青森県下北郡脇野沢村

地区名 脇野沢地区

事業名 漁業集落環境整備事業 事業実施主体 管理者：脇野沢村
：脇野沢村

事業実施予定期間：平成12～18年度 総事業費840百万円
（既投資期間：平成12～16年度 ） （既投資事業費 430百万円 進捗率64.2％）

評価内容 1. 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
なし

2. 漁業情勢、社会経済情勢
当地区は帆立貝養殖・小型定置網（ひらめ・たら・いわし）等 漁業

の盛んな地区で漁港や漁場の水産基盤整備と併せて背後集落の下水道や
集落道等の整備により漁業の安全・安定・合理化、若者定住・後継者育
成等、水産振興による地域の活性化を図るため、本事業への期待は大き
い。

3. 事業の進捗状況
現在の進捗状況は、集落道・水産飲雑用水施設の整備が完了。集落排

水施設については、管布設工事が95％、最終処理場が45％（土木工事、
建築工事、機械設備工事）進んでおり、残事業は僅かである。現在の進
捗状況では当初計画どおり平成18年度に完成する予定となっている。

4. 関連事業の進捗状況
集落排水施設の管布設箇所の県道改良工事は進捗に併せて整備を進め

ている。

5. 地元（受益者、地方公共団体等）の意向
村の基幹産業である漁業の水産基盤整備による水産業の振興や、後継

者の育成、生活環境の改善のため、当事業への期待は大きく、早期完成
が望まれているところである。

6. 事業コスト縮減等の可能性
「水産関係公共事業の新コスト縮減計画」を踏まえ、コスト縮減に努
めているほか、早期発注により効率的な執行を図っている。

7. 代替案の実現可能性
残事業も僅かであり、また、効率性・有効性を踏まえ、本事業以外で

の実施は困難である。



経済効果 社会的割引率 4.0％ 投資期間 平成12年度～平成18年度
指 標

現在価値の基準年度 平成16年度 施設の耐用年数 集落排水施設45
年、他50年

貨幣化による分析結果

貨幣化した 1. 集落排水施設
効果項目 (1) 時間短縮労働軽減効果

(2) 経費減少効果
(3) 空間価値向上効果
(4) 漁業生産向上効果

2. 漁業集落道
(1) 時間短縮・労働軽減効果
(2) 空間価値向上効果

3. 水産飲雑用水
(1) 経費減少効果

総便益額 Ｂ 918百万円（割引率を4.0％として現在価値化）

総費用額 Ｃ 718百万円（割引率を4.0％として現在価値化）

費用便益比率 （Ｂ／Ｃ）＝ 1.28

純現在価値： Ｂ－Ｃ）＝ 200百万円（
参 考

内部収益率： ＩＲＲ）＝ 5.64％（

事業の定量的・定性的効果（貨幣化が困難な効果）

・定住の促進及び漁業後継者の育成効果
・閉鎖水域の陸奥湾の水質浄化効果

総合評価 事業の継続
生活雑排水が未処理であるため、港内等の水質の悪化が著しく水産業

の健全な発展を阻害しており、また、生活環境の向上を図る上でも、汚
水処理施設等の整備を図る必要がある。
費用便益比率においては一定以上の値が求められ、また、定量的な評

価が困難な項目も多く、事業の効果については認められるものである。
このことから、本事業は有効であると判断され、実施に当たっての必

要性は認められる。

結果に至っ 当該地区は沿岸漁業、特にホタテ養殖が盛んであり地域経済を支える
た事由 重要な役割を果たしている。しかし、海外からの安価な水産物の輸入増
（必要性・ 加等水産業を取り巻く情勢が厳しさを増しており、今後も水産物の供給
効率性等） に重要な役割を果たしていく為には、水産資源の品質の向上や付加価値

の高い製品づくりをすすめる必要がある。
また、漁業就労者の高齢化や後継者不足等により、急激な過疎化が危

惧されており、地域住民が定住できるような、快適で住みよい環境作り
に努める必要がある。



期中の評価の事例（３）

都道府県名 島根県 所管 本土 所在地 島根県邇摩郡仁摩町

地区名：仁万漁港海岸

事業名 海岸環境整備事業 事業実施主体：島根県 管理者：島根県知事

事業実施予定期間：平成7～19年度 総事業費： 1,595百万円

）（既投資期：平成7～10年度間 ） （既投資事業費：1,181百万円 進捗率：74.0％

費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化評価内容 １．

当事業では、採択時に費用対効果分析を実施していないので該当し

ない。

漁業情勢、社会経済情勢２．

仁摩町の６５歳以上の高齢者比率は34.9％であり、高齢化が進んで

いる。

事業の進捗状況３．

潜堤を平成１６年度に完成し、平成１７年度より護岸背後地の施設

整備に着手する予定としている。

関連事業の進捗状況４．

仁万漁港広域漁港整備事業は西沖防波堤の整備途中である。

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

地元では早期完成の要望が強い。また、多額の維持管理費のかから

ないよう配慮を行うこととの意向がある。

事業コスト縮減等の可能性６．

既設の離岸堤を処分せず、他漁港で再利用することによりコスト縮

減を図ることとしている。

代替案の実現可能性７．

特になし。



経済効果 社会的割引率 4.0％ 投資期間 平成 ７年～平成１９年

指 標

現在価値の基準年度 平成１６年度 施設の耐用年数 ５０年

貨幣化による分析結果

貨幣化した 浸水防護便益

効果項目 海岸利用便益

総便益額 Ｂ 6,830百万円（割引率を4.0％として現在価値化）

総費用額 Ｃ 1,777百万円（割引率を4.0％として現在価値化）

費用便益比率 （B/C）＝ 3.84

純現在価値： B-C）＝ 5,053百万円（

参 考

内部収益率： IRR）＝ 12.4%（

事業の定量的・定性的効果（貨幣化が困難な効果）

海岸背後地域の飛沫被害の低減効果が期待される。

総合評価 本事業は、浸水防護便益及び海岸利用便益によりＢ/Ｃが1.0が超えて

おり、十分な経済合理性を有している。また、地元の要望も強いことや

事業コスト縮減等にも配慮された事業であるため、事業の継続が妥当と

判断される。

結果に至っ 侵食対策として昭和３６～４０年度に離岸堤を施工したが、護岸天端

た事由 高不足による飛沫被害や海岸利用面及び景観対策を行うため、平成７年

（必要性・ 度から本事業に着手した。本事業は、潜堤を整備することにより、景観

効率性等） に配慮した背後の侵食対策が図られ、また、緩傾斜護岸を整備すること

により飛沫被害の防止と快適な海浜利用の向上が図られる。またＢ/Ｃ

が1.0が超えており、十分な経済合理性を有している。以上のことか

ら、事業の継続が必要である。




