
資料４
「水産関係公共事業の事業評価実施要領の制定について」の新旧対照表
（平成１１年８月１３日付け１１水港第３３６２号水産庁長官通知）

改 正 後 現 行

第１ 目的 第１ 目的
（略） （略）

第２ 対象とする事業の範囲 第２ 対象とする事業の範囲
評価の対象とする事業は、地域再生基盤強化交付金及び漁 対象とする事業は、水産関係公共事業（水産基盤整備事業及

村再生交付金に係る事業（以下「交付金に係る事業」という。）、 び漁港海岸事業）とする。
施設の維持管理に係る事業並びに災害復旧事業等を除く水産
関係公共事業（水産基盤整備事業及び漁港海岸事業）とする。

第３ 事業評価の実施単位 第３ 事業評価の実施単位
事業評価は、事業の実施地区（事前評価にあっては、実施 事業評価は、各地区事業ごとに行うものとする。ただし、漁

予定地区。）ごとに行うものとする。ただし、当該事業が他の 港・漁場関係施設、集落環境関係施設、海岸保全施設等におい
事業と一体的効果又は相乗効果を発揮する場合で、それぞれ て、事業効果を分離して取り扱うことが困難な複数の施設の整
の効果を分離することが妥当性を欠くと認められる場合は、 備、一体的に整備することによって一層効果が発現されると考
それら効果等について当該他の事業と一体的に評価するもの えられる複数の施設の整備等については、それらの施設の整備
とする。 を一体的に評価するものとする。

第４ 事業評価の実施主体 第４ 事業評価の実施主体及び体系
水産関係公共事業の事業評価の実施主体は、水産庁とする。

第５ 事業評価の区分及び体系
事業評価は、次に掲げる事前評価、期中の評価及び完了後

の評価からなるものとし、その体系は、別紙１のとおりとす
る。
１ 事前評価 水産庁は、基本計画、実施計画に基づき、

事業採択の適正な実施に資する観点から、事業の採択前 １ 事業採択の適正な実施に資する観点から、事業の採択前の
の段階において、費用対効果分析その他の手法により行う。 段階において、費用対効果分析及びその他の手法により行う

２ 期中の評価 事前評価
事業継続等の方針の決定に資する観点から、事業採択後 ２ 事業継続等の方針の決定に資する観点から、事業採択後一

一定期間経過した事業を対象に、社会経済情勢の変化等を 定期間経過した事業を対象に、社会経済情勢の変化等を踏ま
踏まえて行う。 えて行う期中の評価

３ 完了後の評価



対象事業について必要な措置を講ずるとともに、事業の ３ 対象事業について必要な措置を講ずるとともに、事業のあ
あり方の検討等を行う観点から、事業完了後一定の期間が り方の検討等を行う観点から、事業完了後一定の期間が経過
経過した事業を対象に、効果の発現状況、事業の実施によ した事業を対象に、効果の発現状況、事業の実施による環境
る環境の変化、社会経済情勢の変化等について行う。 の変化、社会経済情勢の変化等について行う完了後の評価

からなる事業評価を実施し、その体系については、別紙（漁
村再生交付金実施要領（平成１７年３月○日付け１６水港第
３０６０号農林水産事務次官依命通知）に規定する漁村再生
交付金は除く。）に示すものとする。

第６ 事前評価 第５ 事業評価の内容
水産庁は、国の補助金の交付を受けて事業を実施する都道 １ 事前評価

府県等事業実施主体（以下「事業主体」という。以下同じ） 水産庁は、国の補助金の交付を受けて実施する都道府県等
の協力の下、別紙２のチェックリストに基づき、事前評価を 事業実施主体（以下「事業主体」という。以下同じ）の協力
行うものとする。 の下、以下の「チェックリスト」及び別に定める「優先採択

の視点」に基づき、事前評価を行い、別添の事前評価書によ
り、事業の採択を行うものとする。

１ 評価の対象
事前評価の対象は、総事業費１０億円以上の事業実施予

定地区とする。ただし、交付金に係る事業の実施予定地区
及び総事業費１０億円未満の事業実施予定地区についても、
事業採択の適正な実施に資する観点から必要な措置を講じ
るものとする。

２ 評価の実施時期
事前評価は、原則として当該事業に着手しようとする年

度の前年度までに行うものとする。
３ 国が行う水産基盤整備事業における事前評価の実施体制

水産庁は、国が行う水産基盤整備事業（以下「直轄事業」
という。）について事前評価を行うときは、北海道開発局に
協力を求めることができるものとする。

（削る） ＜直轄・補助事業のチェックリスト＞

（都道府県名： ） （所管： ） （地区名： ）
（事業名： ）

１．前提条件
前提条件は事業の必要性を図る観点から、事前評価を行う

に当たり、 低限満足することが必要な条件であり、以下の
項目について確認する。



項目 審査内容 判定

１．１ 水産基盤整備事業にあっては、当該箇所が今後の水産基盤整

事業の必要 備事業の柱となる「国内水産物の持続的利用と安全な水産物供

性 給体制の整備」、「水産資源の生息環境となる漁場等の保全・創

造」、「水産業の振興を核とした漁村の総合的な振興」を図る必

要があるかを確認する。 □

漁港海岸事業にあっては、当該箇所が「津波、高潮、波浪、

侵食等の海岸災害からの海岸の防護」、「海岸の防護とともに、

海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用」を図る計

画になっているかを確認する。

１．２ 各補助金交付要綱、要領及び要領の運用等に記載された事業採

事業の採択 択要件を満足しているかを確認する。 □

要件

１．３ 以下に掲げた項目についての基本的な調査が完了しているか

事業を実施 を確認する。

するために ①利用面、防護面、施工面等から適切な位置を選定するための □

必要な基本 地理的条件、自然条件に関する基本的な調査

的な調査 例）周辺の深浅図、潮位、波浪、漂砂、背後地の状況等

②施設の利用の見込み等に関する基本的な調査 □

例）水産業の動向・将来予測、係船岸の利用、用地（水面を

含む）の利用、港内静穏度(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ)、海岸の利用状況等

③自然環境、生活環境等の周辺環境及びそれに与える影響に関 □

する基本的な調査

例）生息する動植物、水質・底質、藻場の分布等

１．４ 以下に掲げた項目についての調整が完了しているかを確認する

事業を実施 ①地元との調整 □

するために 地元漁業者、地元住民等の同意が得られているか。

必要な調整 地域の声が反映されているか。

②関係部局等との調整 □

関係都道府県、関係市町村、関係部局（隣接海岸、道路、河

川、港湾、環境等）との事前調整が図られているか。

２．地域指標



地域指標は、当該事業の地域における位置づけ、地域に与
える影響、地域の事業に対する姿勢等を明らかにするための
指標である。

項目 審査内容 判定

２．１ 事業対象地区が地域指定を受けているか確認する。

地域の指定状 例）離島、辺地、山村、過疎、半島、自然公園等 □

況

２．２ 以下に掲げた項目について確認する。

地域計画にお ①対象地区及び当該事業計画が、市町村総合計画や都道府県総 □

ける位置づけ 合計画を始めとする地域計画等と整合性がとれているか。

及び他事業と ②他の公共事業や民間事業等との連携・調整が必要な箇所につ □

の連携・調整 いて、その連携・調整が図られているか。

２．３ 以下に掲げた項目について確認する。

①事業実施主体等の財政状況及び負担能力について確認する。 □

事業の実現に ②水産振興や地域振興に関する地元漁協や住民の熱意・体制が □

向けての体制 整っているか。

例）水産振興・地域振興組織体制の有無

振興策に対する地元の取り組み状況

アンケート等による利用者や住民の意欲等

③当該事業計画の目的を達するための自治体の直接・間接の支 □

援体制が整っているか。

例）栽培漁業等水産振興施策に対する支援体制

都市交流等地域振興施策に対する支援体制等

２．４ 環境との調和に配慮したものであるか確認する。

環境との調和 □

への配慮

２．５ 地域経済に与える影響として、他産業での新規投資誘発、新

地域に与える 規生産誘発、新規雇用誘発等の効果が見込まれるかどうかを確認 □

影響（産業誘 する。

発効果等）

２．６ ・災害による被害

その他特記す 対象地区において、過去に地震、津波、台風、高潮、火山噴 □



べき事項 火、海岸侵食等による被災等があった場合には、その被害状況等

を確認する。

・既存施設の老朽化状況

既存施設について、老朽化状況、管理状況について確認する。 □

３．施策別指標
施策別指標は、事業の有効性を図る観点から、当該事業の

政策目標を達成するため、優先的に配慮すべき施策に関する
指標である。この指標により、当該事業が特に重点をおく施
策を明らかにする。

項目 審査内容 判定

３．１ 以下に掲げた項目について確認する。

資源管理型漁 ①種苗生産、中間育成等の水産資源維持培養効果が見込まれる □

業・つくり育 か。

てる漁業への ②取締船への対応や陸揚岸壁の集約化等による資源管理体制の □

支援 支援効果が見込まれるか。

③その他資源管理型漁業・つくり育てる漁業への支援効果が見 □

込まれるか。

３．２ 以下に掲げた項目について確認する。

自然環境の保 ①水産動植物の生息環境に適した自然環境の保全・創出効果 □

全と創造 が見込まれるか。

②港内及び周辺水域の水質・底質の保全・向上の効果が見込 □

まれるか。

③海浜保全の効果が見込まれるか。 □

④その他自然環境の保全と創造への効果が見込まれるか。 □

３．３ 以下に掲げた項目について確認する。

水産物流通の ①鮮度保持、品質・衛生管理等による漁獲物の付加価値向上 □

効率化と一貫 効果が見込まれるか。

した品質管理 ②流通の効率化効果が見込まれるかどうか。 □

③地域の品質・衛生管理等の取り組みに寄与するか。 □

④その他、新たな販路拡大や水産加工業等への振興効果が見 □

込まれるか。



３．４ 以下に掲げた項目について確認する。

安全で快適な ①都市との格差是正（ナショナルミニマムの確保）として、 □

漁業地域の形 生活環境の向上効果が見込まれるか。

成 ②安全性、快適性等就労・生活環境の向上効果が見込まれる □

か。

③地震や台風時等の防災対策効果が見込まれるか。 □

④その他安全で快適な漁業地域の形成への効果が見込まれる □

か。

３．５ 以下に掲げた項目について確認する。

都市との交流 ①海レクの振興、ブルーツーリズム推進の効果が見込まれる □

の促進 か。

②交流人口の増加等による地域活性化効果が見込まれるか。 □

③漁港･漁場の利用調整･調和促進効果が見込まれるか。 □

④その他都市との交流の促進効果が見込まれるか。 □

３．６ 以下に掲げた項目について確認する。

生産労働効率 ①水産物の生産性の向上効果が見込まれるか。 □

化・近代化、 ②市場の統合、漁協の合併の促進に寄与するか。 □

担い手支援 ③後継者、新規参入者確保に寄与するか。 □

④その他生産労働効率化・近代化、担い手支援への効果が見 □

込まれるか。

４．経済効果指標
経済効果指標は、事業の効率性について、当該事業の経済

合理性の観点から、原則としてすべての事業において費用対
効果分析を行うものとする。また、費用対効果分析に当たっ
ては、各事業の費用対効果分析手法に基づき適宜行うととも
に、貨幣化による分析結果に加え、貨幣化が困難な場合は定
量的又は定性的記述により、効果を明らかにする。

項目 審査内容 判定

４．１ 適切な算定手法が用いられているかを確認する。

費用対効果分 □

析の算定手法

及び内容



４．２ 以下に掲げた項目について確認する。

費用対効果分 ①Ｂ／Ｃ≧１．０であるか。 □

析の内容及び ②貨幣化が困難な事業効果がある場合には、その効果が定量 □

結果 的表現又は定性的表現により明らかであるか。

（削る） ＜漁村再生交付金のチェックリスト＞

（都道府県名： ） （所管： ） （地区名： ）
（事業名：漁村再生交付金）

１．前提条件
前提条件は事業の必要性を図る観点から、事前評価を行う

に当たり、 低限満足することが必要な条件であり、以下の
項目について確認する。

項目 審査内容 判定

１．１ 水産基盤整備事業にあっては、当該箇所が今後の水産基盤整

事業の必要性 備事業の柱となる「国内水産物の持続的利用と安全な水産物供給

体制の整備」、「水産資源の生息環境となる漁場等の保全・創造」、 □

「水産業の振興を核とした漁村の総合的な振興」を図る必要があ

るかを確認する。

１．２ 以下の項目に掲げた項目について確認する。

目標の妥当性 ①地域の課題を踏まえた漁村再生の目標を設定しているか。 □

②目標及び指標と事業内容の整合が図られているか。 □

③目標と指標の整合性が図られているか。 □

④目標・指標が一般の人に対し分かりやすいものとなってい □

るか。

１．３ 漁村再生交付金交付要綱、要領及び要領の運用等に記載され □

事業内容等 た事業内容等を満足しているかを確認する。

１．４ 既存ストックの有効活用の内容、方法等が妥当なものかを確 □

既存ストック 認する。

の有効活用



２．地域指標
地域指標は、当該事業の地域における位置づけ、地域に与

える影響、地域の事業に対する姿勢等を明らかにするための
指標である。

項目 審査内容 判定

２．１ 以下に掲げた項目について確認する。

地域計画にお ①対象地区及び当該事業計画が、市町村総合計画や都道府県 □

ける位置づけ 総合計画を始めとする地域計画等と整合性がとれているか。

及び他事業と ②他の公共事業や民間事業等との連携・調整が必要な箇所に □

の連携・調整 ついて、その連携・調整が図られているか。

２．２ 水産振興や地域振興に関する地元漁協や住民の熱意・体制が

事業の実現に 整っているか。

向けての体制 例）水産振興・地域振興組織体制の有無 □

振興策に対する地元の取組状況

アンケート等による利用者や住民の意欲等

２．３ 環境との調和に配慮したものであるか確認する。 □

環境との調和

への配慮

２．４ 事業内容に市町村創造型整備が盛り込まれている。又は、事

事業内容への 業内容に創意工夫が見られ、地域の個性が反映されている。 □

創意工夫

３．施策別指標
施策別指標は、事業の有効性を図る観点から、当該事業の

政策目標を達成するため、優先的に配慮すべき施策に関する
指標である。この指標により、当該事業が特に重点をおく施
策を明らかにする。

項目 審査内容 判定

３．１ 種苗生産、中間育成等の水産資源維持培養、資源管理体制の

資源管理型漁 支援、その他資源管理型漁業・つくり育てる漁業への支援効果が



業・つくり育 見込まれるか。 □

てる漁業への

支援

３．２ 水産動植物の生息環境に適した自然環境の保全・創出、水域

自然環境の保 の水質・底質の保全・向上等の効果が見込まれるか。 □

全と創造

３．３ 品質・衛生管理等による漁獲物の付加価値向上、流通の効率

水産物流通の 化等による水産加工業等への振興効果が見込まれるか。 □

効率化と一貫

した品質管理

３．４ 安全性、快適性等就労・生活環境の向上、地震や台風時等の防災

安全で快適な 対策等、安全で快適な漁業地域の形成への効果が見込まれるか。 □

漁業地域の形

成

３．５ 海レクリエーションの振興、ブルーツーリズム推進等、都市との

都市との交流 共生・対流の推進が図られるか。 □

の促進

３．６ 水産物の生産性の向上、後継者、新規参入者確保への寄与、その

生産労働効率 他生産労働効率化・近代化、担い手支援への効果が見込まれるか。 □

化・近代化、

担い手支援

４．経済効果指標
経済効果指標は、事業の効率性について、当該事業の経済

合理性の観点から、原則としてすべての事業において費用対
効果分析を行うものとする。また、費用対効果分析に当たっ
ては、各事業の費用対効果分析手法に基づき適宜行うととも
に、貨幣化による分析結果に加え、貨幣化が困難な場合は定
量的又は定性的記述により、効果を明らかにする。

項目 審査内容 判定

４．１ 適切な算定手法が用いられているかを確認する。



費用対効果分 □

析の算定手法

及び内容

４．２ 以下に掲げた項目について確認する。

費用対効果分 ①Ｂ／Ｃ≧１．０であるか。 □

析の内容及び ②貨幣化が困難な事業効果がある場合には、その効果が定量 □

結果 的表現又は定性的表現により明らかであるか。

第７ 期中の評価 ２ 期中の評価
水産庁は、期中の評価において、事業主体の協力の下、事 水産庁は、期中の評価において、事業主体の協力の下、事前

前評価の際に評価した内容及び別紙３の評価項目について点 評価の際に評価した内容及び以下の評価項目について点検し、
検し、総合的かつ客観的に評価を行うものとする。 総合的かつ客観的に評価を行うものとする。

なお、原則として、期中の評価を実施する全事業について、 なお、原則として、期中の評価を実施する全事業について、
費用対効果分析を実施するものとする。 費用対効果分析を実施するものとする。

（削る）
指 標 評価項目

費用対効果分析の算定基礎とな ・採択時の総費用、総便益及び分析結果

った要因の変化 ・期中の評価時の総費用、総便益及び分析結果

・便益項目

漁業情勢、社会経済情勢

漁業情勢及び漁港 ・計画策定後の利用漁船数、漁業生産量、漁業生産額の状

施設、漁場施設等の 況の当初想定との相違と将来見通し

利用状況と将来見通 ・漁業形態、流通形態について当初想定との相違と将来見

し 通し

・漁港施設等の利用状況について当初想定との相違と将来

見通し

漁業集落の概況及 ・計画策定後の漁業集落に関わる社会経済状況、自然状況

び海岸保全施設、生 の当初想定との相違と将来見通し

活環境施設等の利用 ・集落形態、地区産業の形態について当初想定の相違と将

状況と将来見通し 来見通し

・生活環境施設等の利用状況について当初想定の相違と将

来見通し



・防護人口・資産について当初想定との相違と将来見通し

・背後地の土地利用形態、地域計画等について当初想定と

の相違と将来見通し

事業の進捗状況 ・現時点までの進捗状況、今後の資金計画、整備スケジュ

ール及び計画完了時の達成予測等

関連事業の進捗状況 ・関連する他の事業との整備スケジュールの整合性と進

度、整備における連携の可能性

地元（受益者、地方公共団体等） ・地元の意向

の意向

事業コスト縮減等の可能性 ・新技術、新工法、新材料等の導入によるコスト縮減の可

能性

・計画手法及び設計方法の見直しによるコスト縮減の可能

性

・事業工程の見直しによる事業の効率化に伴う事業コスト

の縮減

・関連する他の事業との連携によるコスト縮減の可能性

代替案の実現可能性 ・代替案の実現可能性

１ 期中の評価の対象及び実施時期 （１） 期中の評価を実施する事業及び実施時期
期中の評価は、以下の時期に実施する。ただし、評価実 ① 期中の評価を実施する事業は、原則として、事業採択後５

施年度に事業が完了する地区については、評価を行わない 年を経過した時点で 継続中となる事業実施地区について、
ものとする。 ５年目ごとに実施するものとする。

（１）事業採択から未了のまま１０年を経過した時点。
（２）事業採択から未着手のまま５年を経過した時点。 ② 事業採択後５年以上を経過した時点で未着工となる事業。
（３）事業採択から未了のまま１０年を超えて継続する場合、

直近に期中の評価を実施した年度から起算して５年ごと。
（４）その他、漁業情勢の急激な変化等により見直しの必要性 ③ その他、漁業情勢の急激な変化等により見直しの必要性が

が生じた場合には、適宜、期中の評価を実施するものとす 生じた場合には、適宜、期中の評価を実施するものとする。
る。

なお、「見直しの必要性が生じた場合」とは、以下の場 なお、「見直しの必要性が生じた場合」とは、以下の場合
合とする。 とする。

①（略） 1)（略）
1)～ 3)（略） ア．～ウ．（略）



②～③（略） 2)～ 3)（略）
④ 当該年度に完了する事業については、期中の評価を行わな

いものとする。
２ 評価の結果を受けての実施方針の決定 （２） 評価の結果を受けての実施方針の決定

水産庁長官は、評価項目の点検結果等を踏まえて、以下 評価項目の点検結果等を踏まえて、以下に掲げる方針を決
に掲げる方針を決定する。 定するものとする。

（１）（略） ａ（略）
（２）計画の変更 ｂ 計画の見直し

現計画の施設規模等が適切でないと認められる場合 現計画の施設規模等が適切でないと認められる場合
（３）～（４）（略） ｃ～ｄ（略）
３ 直轄事業における期中の評価の実施体制 （３） 国が行う水産基盤整備事業における期中の評価の実施体制

（１）北海道開発局長は、直轄事業について、当該事業実施の ① 北海道開発局長は、国が行う水産基盤整備事業について、
妥当性の検討を行うため、専門的知見を有する第三者（国 当該事業実施の妥当性の検討を行うため、専門的知見を有す
又は関係地方公共団体に属する者以外の者をいう。）から る第三者（国又は関係地方公共団体に属する者以外の者をい
構成される委員会（以下「第三者委員会」という。）を設 う。）から構成される委員会（以下「第三者委員会」という。）
置するものとする。 を設置するものとする。

（２）北海道開発局長は、第三者委員会の意見を踏まえ、当該 ② 北海道開発局長は、第三者委員会の意見を踏まえ、当該事
事業の実施方針案を作成し、水産庁長官に報告するものと 業の実施方針案を作成し、水産庁長官に報告するものとする。
する。

第８ 完了後の評価 ３ 完了後の評価
水産庁は、完了後の評価において、事業主体の協力が得ら 水産庁は、完了後の評価において、事業主体の協力の下、事

れる範囲内で、事前評価や期中の評価の内容、事業の実施過 前評価や期中の評価の内容、事業の実施過程等を踏まえ、以下
程等を踏まえ、以下の項目に関する効果等を把握し、さらな の項目に関する効果等を把握し、さらなる施設の利用・保全の
る施設の利用・保全の促進を図るものとする。 促進を図るものとする。

なお、原則として、完了後の評価を実施する全事業につい なお、原則として、完了後の評価を実施する全事業について、
て、費用対効果分析を実施するものとする。 費用対効果分析を実施するものとする。

また、費用対効果分析の主な便益算定項目の整備後の状況 また、費用対効果分析の主な便益算定項目の整備後の状況等
等についても、統計資料やアンケート調査等を通じて定量的・ についても、統計資料やアンケート調査等を通じて定量的・定
定性的に把握することに努めるものとする。 性的に把握することに努めるものとする。

①費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 ①費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
②事業効果の発現状況 ②事業効果の発現状況
③事業により整備された施設の管理状況 ③事業により整備された施設の管理状況
④事業実施による環境の変化 ④事業実施による環境の変化
⑤社会経済情勢の変化 ⑤社会経済情勢の変化
⑥今後の課題等 ⑥今後の課題等

１ 完了後の評価の対象及び実施時期 （１） 完了後の評価を実施する事業及び実施時期
完了後の評価は、総事業費１０億円以上の事業実施地区 事業完了後一定期間（おおむね５年）経過後、事業効果が

について、事業完了後一定期間（おおむね５年）経過後、 発現する時期に行うものとする。



事業効果が発現する時期に行うものとする。 ただし、これ以外の場合においても、自然災害の発生、社
ただし、これ以外の時期においても、自然災害の発生、 会経済情勢の変化等があり、水産庁が必要と認めた場合には

社会経済情勢の変化等があり、水産庁が必要と認めた場合 実施するものとする。
には実施するものとする。

２ 直轄事業における完了後の評価 （２） 国が行う水産基盤整備事業における完了後の評価
（１）北海道開発局は、直轄事業について、管理主体の協力を ① 国が行う水産基盤整備事業における完了後の評価について

得て完了後の評価を実施するものとする。 は、第５の３及び第５の３の（１）の規定を準用する。この
場合において、「水産庁」とあるのは「北海道開発局」と、
「事業主体の協力の下」とあるのは「管理主体の協力を得て」
と読み替えるものとする。

（２）北海道開発局長は、国が行う水産基盤整備事業の完了地 ② 北海道開発局長は、国が行う水産基盤整備事業の完了地区
区において完了後の評価を行うため、第７の３①に掲げる において完了後の評価を行うため、第５の２（３）①に掲げ
第三者委員会を設置するものとする。 る第三者委員会を設置するものとする。

（３）（略） ③（略）

第９ 事業評価結果等 第６ 事業評価結果等
（略） （略）

第１０ 学識経験者等の知見の活用 第７ 学識経験者等の知見の活用
（略） （略）

第１１ 結果の公表 第８ 結果の公表
水産庁は、別添様式により、事業評価内容及び評価結果 水産庁は、別添様式により、事業評価内容及び評価結果等

等を、以下に掲げる時点に公表するものとする。 を、原則として３月末に公表するものとする。
１ 事前評価

原則として事業を採択するときとする。
２ 期中の評価及び完了後の評価

原則として、補助事業については３月末とし、直轄事業
については８月末とする。

第１２ 評価基礎資料等の収集における事業主体の積極的な協力 第９ 評価基礎資料等の収集における事業主体の積極的な協力
（略） （略）

（別紙１） （別紙）
水産関係公共事業事業評価体系図 水産関係公共事業事業評価体系図
（略） （略）

（別紙２）
＜事前評価のチェックリスト＞



（都道府県名： ） （所管： ） （地区名： ）
（事業名： ）

１．前提条件
前提条件は事業の必要性を図る観点から、事前評価を行

うに当たり、 低限満足することが必要な条件であり、以
下の項目について確認する。

項目 審査内容 判定

１．１ 水産基盤整備事業にあっては、当該箇所が今後の水産基盤

事業の必要性 整備事業の柱となる「国内水産物の持続的利用と安全な水産

物供給体制の整備」、「水産資源の生息環境となる漁場等の保

全・創造」、「水産業の振興を核とした漁村の総合的な振興」

を図る必要があるかを確認する。 □

漁港海岸事業にあっては、当該箇所が「津波、高潮、波浪、

侵食等の海岸災害からの海岸の防護」、「海岸の防護とともに、

海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用」を図る

計画になっているかを確認する。

１．２ 各補助金交付要綱、要領及び要領の運用等に記載された事業

事業の採択要 採択要件を満足しているかを確認する。 □

件

１．３ 以下に掲げた項目についての基本的な調査が完了している

事業を実施す かを確認する。

るために必要 ①利用面、防護面、施工面等から適切な位置を選定するため □

な基本的な調 の地理的条件、自然条件に関する基本的な調査

査 例）周辺の深浅図、潮位、波浪、漂砂、背後地の状況等

②施設の利用の見込み等に関する基本的な調査 □

例）水産業の動向・将来予測、係船岸の利用、用地（水面

を含む）の利用、港内静穏度(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ)、海岸の利用状

況等

③自然環境、生活環境等の周辺環境及びそれに与える影響に □

関する基本的な調査

例）生息する動植物、水質・底質、藻場の分布等

１．４ 以下に掲げた項目についての調整が完了しているかを確認 す

事業を実施す る



るために必要 ①地元との調整 □

な調整 地元漁業者、地元住民等の同意が得られているか。

地域の声が反映されているか。

②関係部局等との調整 □

関係都道府県、関係市町村、関係部局（隣接海岸、道路、

河川、港湾、環境等）との事前調整が図られているか。

２．地域指標
地域指標は、当該事業の地域における位置づけ、地域に

与える影響、地域の事業に対する姿勢等を明らかにするた
めの指標である。

項目 審査内容 判定

２．１ 事業対象地区が地域指定を受けているか確認する。

地域の指定状 例）離島、辺地、山村、過疎、半島、自然公園等 □

況

２．２ 以下に掲げた項目について確認する。

地域計画にお ①対象地区及び当該事業計画が、市町村総合計画や都道府県 □

ける位置づけ 総合計画を始めとする地域計画等と整合性がとれている

及び他事業と か。

の連携・調整 ②他の公共事業や民間事業等との連携・調整が必要な箇所に □

ついて、その連携・調整が図られているか。

２．３ 以下に掲げた項目について確認する。

①事業実施主体等の財政状況及び負担能力について確認す □

事業の実現に る。

向けての体制 ②水産振興や地域振興に関する地元漁協や住民の熱意・体制 □

が整っているか。

例）水産振興・地域振興組織体制の有無

振興策に対する地元の取り組み状況

アンケート等による利用者や住民の意欲等

③当該事業計画の目的を達するための自治体の直接・間接の □

支援体制が整っているか。

例）栽培漁業等水産振興施策に対する支援体制

都市交流等地域振興施策に対する支援体制等



２．４ 環境との調和に配慮したものであるか確認する。

環境との調和 □

への配慮

２．５ 地域経済に与える影響として、他産業での新規投資誘発、

地域に与える 新規生産誘発、新規雇用誘発等の効果が見込まれるかどうか □

影響（産業誘 を確認する。

発効果等）

２．６ ・災害による被害

その他特記す 対象地区において、過去に地震、津波、台風、高潮、火山 □

べき事項 噴火、海岸侵食等による被災等があった場合には、その被害

状況等を確認する。

・既存施設の老朽化状況

既存施設について、老朽化状況、管理状況について確認す □

る。

３．施策別指標
施策別指標は、事業の有効性を図る観点から、当該事業

の政策目標を達成するため、優先的に配慮すべき施策に関
する指標である。この指標により、当該事業が特に重点をお
く施策を明らかにする。

項目 審査内容 判定

３．１ 以下に掲げた項目について確認する。

資源管理型漁 ①種苗生産、中間育成等の水産資源維持培養効果が見込まれ □

業・つくり育 るか。

てる漁業への ②取締船への対応や陸揚岸壁の集約化等による資源管理体制 □

支援 の支援効果が見込まれるか。

③その他資源管理型漁業・つくり育てる漁業への支援効果が □

見込まれるか。

３．２ 以下に掲げた項目について確認する。

自然環境の保 ①水産動植物の生息環境に適した自然環境の保全・創出効果 □

全と創造 が見込まれるか。

②港内及び周辺水域の水質・底質の保全・向上の効果が見込 □



まれるか。

③海浜保全の効果が見込まれるか。 □

④その他自然環境の保全と創造への効果が見込まれるか。 □

３．３ 以下に掲げた項目について確認する。

水産物流通の ①鮮度保持、品質・衛生管理等による漁獲物の付加価値向上 □

効率化と一貫 効果が見込まれるか。

した品質管理 ②流通の効率化効果が見込まれるかどうか。 □

③地域の品質・衛生管理等の取り組みに寄与するか。 □

④その他、新たな販路拡大や水産加工業等への振興効果が見 □

込まれるか。

３．４ 以下に掲げた項目について確認する。

安全で快適な ①都市との格差是正（ナショナルミニマムの確保）として、 □

漁業地域の形 生活環境の向上効果が見込まれるか。

成 ②安全性、快適性等就労・生活環境の向上効果が見込まれる □

か。

③地震や台風時等の防災対策効果が見込まれるか。 □

④その他安全で快適な漁業地域の形成への効果が見込まれる □

か。

３．５ 以下に掲げた項目について確認する。

都市との交流 ①海レクの振興、ブルーツーリズム推進の効果が見込まれる □

の促進 か。

②交流人口の増加等による地域活性化効果が見込まれるか。 □

③漁港･漁場の利用調整･調和促進効果が見込まれるか。 □

④その他都市との交流の促進効果が見込まれるか。 □

３．６ 以下に掲げた項目について確認する。

生産労働効率 ①水産物の生産性の向上効果が見込まれるか。 □

化・近代化、 ②市場の統合、漁協の合併の促進に寄与するか。 □

担い手支援 ③後継者、新規参入者確保に寄与するか。 □

④その他生産労働効率化・近代化、担い手支援への効果が見 □

込まれるか。

４．経済効果指標
経済効果指標は、事業の効率性について、当該事業の経

済合理性の観点から、原則としてすべての事業において費



用対効果分析を行うものとする。また、費用対効果分析に
当たっては、各事業の費用対効果分析手法に基づき適宜行
うとともに、貨幣化による分析結果に加え、貨幣化が困難
な場合は定量的又は定性的記述により、効果を明らかにす
る。

項目 審査内容 判定

４．１ 適切な算定手法が用いられているかを確認する。

費用対効果分 □

析の算定手法

及び内容

４．２ 以下に掲げた項目について確認する。

費用対効果分 ①Ｂ／Ｃ≧１．０であるか。 □

析の内容及び ②貨幣化が困難な事業効果がある場合には、その効果が定量 □

結果 的表現又は定性的表現により明らかであるか。

（別紙３）
期中の評価の評価項目

指 標 評価項目

費用対効果分析の算定基礎となっ ・採択時の総費用、総便益及び分析結果

た要因の変化 ・期中の評価時の総費用、総便益及び分析結果

・便益項目

漁業情勢、社会経済情勢

漁業情勢及び漁港施 ・計画策定後の利用漁船数、漁業生産量、漁業生産額

設、漁場施設等の利用 の状況の当初想定との相違と将来見通し

状況と将来見通し ・漁業形態、流通形態について当初想定との相違と将

来見通し

・漁港施設等の利用状況について当初想定との相違と

将来見通し

漁業集落の概況及び ・計画策定後の漁業集落に関わる社会経済状況、自然

海岸保全施設、生活環 状況の当初想定との相違と将来見通し



境施設等の利用状況と ・集落形態、地区産業の形態について当初想定の相違

将来見通し と将来見通し

・生活環境施設等の利用状況について当初想定の相違

と将来見通し

・防護人口・資産について当初想定との相違と将来見

通し

・背後地の土地利用形態、地域計画等について当初想

定との相違と将来見通し

事業の進捗状況 ・現時点までの進捗状況、今後の資金計画、整備スケ

ジュール及び計画完了時の達成予測等

関連事業の進捗状況 ・関連する他の事業との整備スケジュールの整合性と

進度、整備における連携の可能性

地元（受益者、地方公共団体等） ・地元の意向

の意向

事業コスト縮減等の可能性 ・新技術、新工法、新材料等の導入によるコスト縮減

の可能性

・計画手法及び設計方法の見直しによるコスト縮減の

可能性

・事業工程の見直しによる事業の効率化に伴う事業コ

ストの縮減

・関連する他の事業との連携によるコスト縮減の可能

性

代替案の実現可能性 ・代替案の実現可能性

（別添様式） （別添様式）
（略） （略）

附則（平成１８年３月 日１７水港第 号）
この規定は、平成１８年度に実施する事業評価から適用する。


