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１ 評価の対象とした政策

次の事業地区を対象として事業評価（期中の評価）を実施した。

事 業 名 期中評価実施箇所数

漁業集落環境整備事業 １

漁港関連道整備事業 １

海岸環境整備事業 １

合 計 ３

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１９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。

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。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計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３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。

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。

事 業 名 評価実施箇所数

計画の見直しうち継続 中止 休止

漁業集落環境整備事業 １ １

漁港関連道整備事業 １ １

海岸環境整備事業 １ １

計 ３ ３



別添１

地 区 別 評 価 結 果

－ 目 次 －

（頁）

漁業集落環境整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

漁港関連道整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

海岸環境整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

＜期中の評価の事例＞

本浦・岩坪地区漁業集落環境整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

有喜地区漁港関連道整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

小田原地区海岸環境整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８



平成18年度　期中の評価結果（水産基盤整備事業・漁港海岸事業）

事業名

事前評価

費用便益比率
B/C

費用便益比率
B/C

総便益額Ｂ
（百万円）

総費用額Ｃ
（百万円）

H6～H21 2,500               
(H6～H17) (1,810)

経費減少効果：45
時間短縮・労働軽減効果：36

（事業の継続）
　当漁港においては、安全・快適で潤いのある漁業集落の形
成、漁業労働環境の改善を図る必要があると認められる。
　本事業の効果についても、施策別効果のうち、②「自然環
境の保全と創造」、④「安全で快適な漁業地域の形成」、⑤
「都市との交流の促進」の効果が高く評価できるとともに、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いる。
　以上の結果、本事業の必要性及び効果は高いと認めら
れ、事業を継続する必要があると認められる。

－ 1.24             3,776            3,039

都道府県名 地区名 事業主体

岡山県 本浦・岩坪地区
（真鍋島漁港）

笠岡市

漁業集落環境整備事業

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）

期中の評価

評価の結果
主な便益項目
（百万円／年）

1



平成18年度　期中の評価結果（水産基盤整備事業）

事前評価

費用便益比率
B/C

費用便益比率
B/C

総便益額
B

(百万円)

総費用額
C

(百万円)

長崎県 有喜地区 長崎県
H8～H20

（H8～H18）
1,721
(1,545)

－ 1.15 2,450 2,126
走行時間の短縮効果:125
走行経費の減少効果:3

事業の継続
　当該地区では、漁獲物や漁業関連物質
の輸送を地域住民等が生活路として使う
幅員の狭い市道を利用して行っているこ
とから、流通の効率性及び通行の安全性
の両面から支障が生じており、水産物の
流通の効率性や地域住民の安全性の向
上を図る必要がある。
　また、費用便益比率は、前回の算定より
減少しているものの1を超えており、投資
効果の発現の観点を踏まえれば、継続し
て事業を実施し、早急に完成させる必要
がある。

主な便益項目

(百万円/年)
評　価　の　結　果

期中の評価

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）

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　計画課　事業班

漁港関連道整備事業
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平成18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

H3～H21 9,324                 
(H3～H17) ( 5,841)

362,846        11,183          

浸水防護便益：13,464 事業の継続
　当事業により、海岸侵食による国土や財
産の喪失を未然に防止する効果や海岸利
用者の増加に伴う地域経済への波及効果
が期待される。
　さらに、事業全体の費用便益比率におい
て事業全体で32.45という結果がでており、
また、残事業の投資効果性の面からも事
業の整備効果が認められるため、継続す
ることが妥当と考えられる。

神奈川県 小田原地区 神奈川県
(小田原
市)

32.45            

事業名

評価担当部局 漁港漁場整備部　防災漁村課　海岸班

海岸環境整備事業
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期中の評価の事例



都道府県名 岡山県 所管 離島 所在地
岡山県笠岡市
真鍋島

地区名

事業名
漁業集落環境

整備事業
事業主体 笠岡市 管理者 笠岡市

３．事業の進捗状況

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

事業実施予定期間　H6～H21
　　　　（既投資期間　H6～H17年度）

  計画事業費　 　2,500(百万円）
（既投資事業費　1,810（百万円）　　進捗率%　　72.4%）

期中の評価の事例（1）

（1）地区人口の減少に伴う公共施設利用に要する効果の減少
（2）真鍋島の学生数の減少に伴う通学に要する効果の減少
（3）労働者の時間単価・漁業者の労務単価の減少に伴う年間便益額の減少
（4）事業実施期間の延長に伴う事業費・維持管理費の増加
（5）漁業集落排水施設整備による空間価値の向上

１．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

本浦・岩坪地区（真鍋島漁港）

２．水産業情勢、漁村の状況その他の社会経済情勢の変化

当漁港の主要産業である海苔養殖はここ数年の陸揚量は150トン程度で推移しており、
陸揚金額も安定している。

(1)H6年度より着手し、漁業集落排水施設、緑地・広場、用地の整備が完了している。
　 H17年度までの進捗状況は72.4%である。
(2)集落道整備の事業実施による効果が発生するため、今後も継続して事業を推進する。

４．関連事業の進捗状況

　特に無し。

　現況の道路の陸側は、山地とわずかに残された平地となっており、陸側に拡幅すれば
長大な法面を生じさせることが明白であり、陸側に拡幅する案は、景観上及び経済的に
好ましくない。また道路ルート選定の説明会でも、陸側の用地提供については、地元住
民からの理解を得ることは出来なかった。そのため、陸域に道路用地を確保することは不
可能である。
　以上により、陸側への道路の拡幅は困難であり、現状実施している道路整備手法が
適と考えられる。

　本道路は岩坪地区と本浦地区を結ぶ島内唯一の道路であるが、狭隘であるため生活
に支障を来していることから、地元住民及び漁業従事者から道路の拡幅・護岸の整備を
行い、安全な通行、漁獲物の輸送時間短縮等を図るよう強い要望がある。そのため、市と
しては高齢化が進むなか道路の拡幅により漁獲物の輸送等が円滑になり、また、安全な
通行を図ることができることから民生の安定・漁業活動の促進が期待出来る重要な事業
であると考える。

６．事業コスト縮減等の可能性

　既設コンクリートは、取壊し後、現場で基礎砕石・裏込石として骨材に再生し有効利用
することでコスト縮減が図られる。

７．代替案の実現可能性

4



社会的割引率 投資期間

平成18年 50年

貨幣化した
項目効果

総便益額　　Ｂ 3,776 百万円

総費用額　　Ｃ 3,039 百万円

費用便益比率 （Ｂ／Ｃ）＝

純現在価値： （Ｂ－Ｃ）＝ 百万円

内部収益率： （ＩＲＲ）＝ ％

総合評価

結果に至っ
た事由（必
要性・効果

性等）

経済効果
指標

　当漁港においては、安全・快適で潤いのある漁業集落の形成、漁業労働環境の改善を
図る必要があると認められる。
　本事業の効果についても、施策別効果のうち、②「自然環境の保全と創造」、④「安全で
快適な漁業地域の形成」、⑤「都市との交流の促進」の効果が高く評価できるとともに、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いる。
　なお、参考として、現在実施している漁業集落道のみの費用対効果分析を行った結
果、1.47の効果が算出されている。
　以上の結果、本事業の必要性及び効果は高いと認められ、事業を継続する必要がある
と認められる。

参考

737

5.22

事業の定量的・安性的効果（貨幣化が困難な効果）

①時間短縮・労働軽減効果
②経費減少効果
③水質保全効果
④交流促進効果
⑤漁業就業環境の向上

1.24

現在価値化の基準年度 施設の耐用年数　　

上記評価により、事業の必要性・効果が高いと判断させるため継続事業とする。

　
・歩行者等の安全性の確保
漁業集落環境の改善による住民の満足度の向上

4.00%

貨幣化による分析結果

平成6年～21年

（割引率を4.0％として現在価値化）

（割引率を4.1％として現在価値化）
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都道府県名 長崎県 所管 本土 所在地 長崎県諌早市

地区名

事業名 漁港関連道整備事業 事業主体 長崎県 管理者 諌早市

３．事業の進捗状況

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

事業実施予定期間　H8～H20
　　　 （既投資期間　H8～H18）

  計画事業費 　　1,721(百万円）
（既投資事業費　1,545（百万円）　　進捗率%　　90%）

期中の評価の事例（2）

（1）費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
　当初は、盛土材として流用土を予定していたが、良質土が少なく他の箇所から搬入した
　ため、総費用額が増加

　　　　　　　　　　　H12現在価値    　  　H17現在価値
　　総費用額　　　1,595百万円　　→　　2,126百万円
　　総便益額　　　2,653百万円　　→　　2,450百万円
  　費用対効果　　　　1.66      　   　　   　　1.15

１．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

有喜地区

２．水産業情勢、漁村の状況その他の社会経済情勢の変化

　当地区は、まき網、小型底びき網、定置網の漁業が主に営まれており、いわし、あじ、い
かが主な漁獲物でる。また、これらを活用した水産物の加工にも力をいれており橘湾の水
産物流拠点として、諫早市の産業経済に与える影響は大きい。

　全体延長はＬ＝962.7ｍであり、部分的な完成区間はないが、H18年度末において終点
の国道取付部及び全線の舗装工を除きほぼ概成しており、事業費ベースで90％の進歩
状況である。
　なお、供用開始は、整備が完了する平成20年度末を予定している。

４．関連事業の進捗状況

　関連道の起点側の有喜漁港（第2種）では、広域漁港整備事業において漁獲物の陸揚
げ作業の効率化のため、-2.5m物揚場改良を計画しており、両事業完成後は、迅速かつ
効率的な流通体制が構築される。

　国道取付部及び舗装工を残し概成していることから特になし。

　流通機能の向上による活魚・加工品の地元販売促進、通学路の安全確保、夜間早朝
における住宅密集地への騒音防止等から地元漁協、町内会、諫早市から早期整備が望
まれている。

６．事業コスト縮減等の可能性

　国道取付部の盛土については、他公共事業との連携により残土を流用しコストの縮減
を図る。

７．代替案の実現可能性
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社会的割引率 投資期間

平成17年 50年

貨幣化した
項目効果

総便益額　　Ｂ 2,450 百万円

総費用額　　Ｃ 2,126 百万円

費用便益比率 （Ｂ／Ｃ）＝

純現在価値： （Ｂ－Ｃ）＝ 百万円

内部収益率： （ＩＲＲ）＝ ％

総合評価

結果に至っ
た事由（必
要性・効果

性等）

経済効果
指標

　当地区は、まき網、小型底びき網や定置網漁業が盛んに行なわれており、漁獲物や漁
具等の漁業関連物資の輸送を、学童や地域住民のが生活路として使う市道を利用して
いる状況であるが、幅員が狭小であることから、非効率かつ危険な状況である。このため、
漁業関連物資等の輸送の効率化と通学路の安全性の向上を図るため、関連道を整備す
るものであり、諫早市や地元漁協から強い要望を受けている。
　なお、費用対効果が前回の算定より減少しているが、投資効果の発現の観点を踏まえ
れば、継続して事業を実施し早急に完成させる必要がある。

参考

324

4

事業の定量的・安性的効果（貨幣化が困難な効果）

①走行時間の短縮効果
②走行経費の減少効果

1.15

現在価値化の基準年度 施設の耐用年数　　

　当漁港関連道は、地域の基幹産業である漁業の活性化を支援するため、安全な漁業
関連物資の輸送や活魚・加工品の地元販売促進など漁業振興に貢献するとともに、漁民
も含めた地域住民の安全で快適な日常生活に資するものであることから地域にとっては
不可欠な施設であり、当関連道の早期供用開始に向け、漁業関係者はもとより地域住民
から強い要望がなされている。

　地区外とのアクセス機能の向上により、漁業関連物資の輸送の効率化や買物客の増加
による活魚・加工品の地元販売が促進される。
　また、現道において大型車両の通行が減少することから、通学路の安全性が向上され、
更に夜間の騒音も減少することから生活環境の向上も図られる。

4.00%

貨幣化による分析結果

平成8年～平成20年

（割引率を4.0％として現在価値化）

（割引率を4.0％として現在価値化）
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都道府県名 神奈川県 所管 本土 所在地
神奈川県
小田原市

地区名

事業名 海岸環境整備事業 事業主体 神奈川県 管理者 神奈川県

３．事業の進捗状況

５．地元（受益者、地方公共団体等）の意向

事業実施予定期間　H3～H21年度
　  （既投資期間　　　H3～H17年度　）

  計画事業費 　　9,324（百万円）
（既投資事業費　5,841（百万円）　進捗率63％）

期中の評価の事例（3）

　効果算出の大きな要因である浸水域の人口・世帯数は概ね変化がなく、資産価値算出
のための値を現状に合わせた数値としている。しかしながら、費用算出の面では、コスト
縮減策による全体事業費の縮減によりB/C自体は上昇している。

１．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

小田原地区

２．水産業情勢、漁村の状況その他の社会経済情勢の変化

　浸水域の人口及び世帯数は概ね変化ない。平成１８年３月に県と沿岸の市町及び県議
会湘南なぎさ議員連盟により、相模湾沿岸の適正な海岸保全等を目的に「なぎさづくり促
進協議会」が設立され、相模湾の美しい砂浜を次世代に継承するための取り組みが始め
られている。

　主要施設である、人工リーフについては全て整備が完了し、現在は養浜、ならびに潜
堤工の1部を施工中である。

４．関連事業の進捗状況

　第3種小田原漁港における広域水産物供給基盤整備事業（特定）については、現在、
外郭施設の整備が進められるとともに、埋立に係る免許が申請されているところである。
今後、埋立に係る施設整備について進められる予定である。

　特になし

　本事業に関しては地元の理解が深く、地元小田原市としても早急な整備を求めてい
る。

６．事業コスト縮減等の可能性

　当初、養浜工は購入土砂により計画されていたが、H13年度より酒匂川からのサンドバ
イパスによる養浜が進められており、全体の事業費は縮小されている。

７．代替案の実現可能性
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社会的割引率 投資期間

平成17年 50年

貨幣化した
項目効果

総便益額　　Ｂ 362,846 百万円

総費用額　　Ｃ 11,183 百万円

費用便益比率 （Ｂ／Ｃ）＝

純現在価値： （Ｂ－Ｃ）＝ 百万円

内部収益率： （ＩＲＲ）＝ ％

総合評価

結果に至っ
た事由（必
要性・効果

性等）

経済効果
指標

　当事業により、海岸侵食による国土や財産の喪失を未然に防止し、台風等の異常波浪
時における高潮災害から地域住民の生命、財産が保全されるとともに、養浜による海岸利
用者の増加に伴い、地域経済への波及効果も期待されることから、事業を継続することが
妥当と考えられる。

参考

351,663

422.97

事業の定量的・安性的効果（貨幣化が困難な効果）

高潮防護（浸水）、侵食防護、海岸利用

32.45

現在価値化の基準年度 施設の耐用年数　　

　事業全体の費用便益比において事業全体で32.45という結果がでており、また、残事業
の投資効果性の面からも事業の整備効果が認められるため、継続することが妥当と考え
られる。

　藻場創生機能を有したブロックを用いることによる漁場機能、藻場の形成

4.0%

貨幣化による分析結果

平成3年　～　平成21年

（割引率を4.0％として現在価値化）

（割引率を4.0％として現在価値化）
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別添３

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

大河内 美 保 主婦連合会 常任委員

坂 元 茂 教 漁業者（鹿児島県開聞町、定置網）

田 中 栄 次 東京水産大学 助教授

中 山 嘉 昭 静岡県水産加工業協同組合連合会 理事

二 村 真理子 愛知大学 助教授

若 林 良 和 愛媛大学 教授



別添４

問 い 合 わ せ 先

問 い 合 わ せ 先

事 業 名

事業主管課 担 当 者 名

漁業集落環境整備事業 防災漁村課 吉竹、尾崎 （内線 ）7304

漁港関連道整備事業 計画課 浅川、伊藤 （内線 ）7255,7256

海岸環境整備事業 防災漁村課 伊藤、安井 （内線 ）7293,7294


