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政策手段(事業)名 水産物供給基盤整備事業 政策手段所管課名 水産庁計画課

費補助のうち漁港漁場機

能高度化事業 政策評価担当課名 水産庁企画課

政 (1)目的 漁港・漁場の利用の増進又は多機能利用・機能増大を図ること、具体的に

策 は、漁港施設への藻場等の機能付加、防風・防暑施設等の設置、バリアフリ

手 ー化やフィッシャリーナの整備等を行うことを目的とする。

段

の (2)内容 漁港・漁場の利用の増進、多機能利用・機能増大のため以下の対象施設

概 の新設・改良・補修に対して補助（事業主体：県、市町村等）

要 ［対象施設］

外郭施設 ： 防波堤、防砂堤、防潮堤等

係留施設 ： 岸壁、物揚場等

水域施設 ： 航路、泊地

輸送施設 ： 鉄道、道路、駐車場等

漁港施設用地 ： 漁港施設の敷地

漁港浄化施設 ： 導水施設、浄化施設

魚礁施設 ： 漁場施設、浮魚礁システム

増殖場施設 ： 着定基質、消波施設、海水交流施設、中間育成施設等

養殖場施設 ： 消波施設、区画施設、海水交流施設、底質改善等

(3)達成目標 本事業に限った達成目標の設定はないものの、漁港漁場整備事業として

（あらかじめ成 は漁港漁場整備長期計画（H14～H18）により、以下が定められている。

果目標が設定 ・概ね１０年後を目途に昭和５０年代初頭の漁場環境や沿岸漁業の生産水

されている場 準の回復（漁業生産量を概ね３７万トンの増産）

合は、成果目 ・生産された水産物が効率的に供給されるよう、生産流通の機能の高度化

標） の実現

・水産物の品質・衛生管理の基礎となる漁港・漁場の水域環境と漁村の生活

環境・労働環境の改善

(4)事業予算 （本土予算 単位：千円）

等の推移 １５年度 １６年度 １７年度

（直近３カ年） 予算額 7,196,000 5,462,000 2,882,000

執行額 6,461,884 4,751,111 2,805,185注１

注２地区数 86 69 32

注１）予算額と執行額の差は、繰越等による

注２）Ｈ１７から統合補助化により、地区毎ではなく事業実施主体に一括配分を行っ

ているため、事業実施主体数を記載。

政 ( 1 )政策手段 政 策 分 野 名 水産物の安定供給の確保

策 が関連する政 目 標 主な栽培漁業対象魚種および養殖業等の生産量の

分 策分野及び目 確保
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野 標 目標値（目標年度） ２，０１６千トン（平成１８年度）

の

目 (2 )政策分野

標 の目標の達成 ［既存の漁港・漁場の整備］ ［効 果］

と に向けての政

政 策手段の有効 ・外郭施設 ・水産物生産コストの削減

策 性（説明及び ・係留施設 ・漁獲物付加価値

手 概念図） ・水域施設 ・労働環境改善

段 ・輸送施設 ・生活環境改善

の ・漁港施設用地 ・水域等自然環境保全

関 ・漁港浄化施設 ・漁港背後の資産保全

連 ・魚礁施設 ※漁業の振興とともに生活

・増殖場施設 環境の改善が図られ、総

・養殖場施設 合的な生活の向上を実現

水産物の安定供給の確保

漁港及び漁場の利用の増進、多機能利用・機能増大を図り、我が国周辺

水域における水産資源の適切な保存管理及び持続的利用等、安全安心な

水産物の安定供給を促進するための補助的な手段である。

事業のこれまでの 平成１３年度事業開始後、平成１６年度までに全国１７１地区で事業が実

具体的成果 施され、その内１２５地区で事業が完了している。また、平成１７年度の統合

（成果目標が設定 補助移行後も３２府県で継続して事業が実施されており、既に事業が完了し

されている場合 た地区における成果としては、防波堤の改良による港内の静穏度の向上

は、成果目標に対 や、着底基質の新設により魚介類の餌場等になる藻場を造成し資源の増大

する実績） 等成果を上げている。

(1)必要性 本事業は、水産物の供給基盤として重要な意義を有する漁港・漁場につ

評 いて、これを利用する漁民等の施設に対するニーズに対応して、施設等の機

能高度化や、より利用しやすい施設に改良することを通じて、漁港施設等の

価 機能をより十分に発揮させ、水産物の安定供給の確保に役立てるための補

完的事業として、国が一定の関与を行う必要性を有している。

結

(2)有効性 本事業は、事業実施前に経済的に評価できるかどうか判断するための事

果 前の評価に関する調書（Ｂ／Ｃ＞１．０）による協議や、事業基本計画の承認

を行う仕組みになっており、これにより事業の有効性を担保することとしてい

る。 また、これまでに、整備を完了した事業実施地区においては、防波堤の

改良による港内の静穏度の向上や、着底基質の新設により魚介類の餌場等

になる藻場を造成し資源の増大等成果を上げている例が見られることなどか
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ら一定の有効性が見られる。

(3)効率性 他の事業と比較して小規模であることから、改良・補修等の細かいニーズ

に対して機動的に対応できるよう平成１７年度から統合補助化を行い、大規

模な事業を効率的に補完できるよう整備を行っている。

なお、事前評価の段階で費用対効果分析が導入されていることや、事業

毎に行われている水産公共事業（補助事業）におけるコスト縮減対策の実績

の推移からみて、工事コストの低減が伺えること（コスト縮減５．１％：平成１６

年度実績）などから、事業の効率性向上に向けた取り組みは進展していると

認められる。

(4)その他

( ､ )公正性 優先性等

政策手段の改善の 水産基盤整備事業の達成目標としては、漁港漁場整備長期計画に定めら

必要性、その内容 れた目標を掲げているが、事業自体が小規模な事業であり、かつ水産基盤

及びその理由 整備事業費補助に占める予算のシェアが僅か約２％（H18当初）であることか

ら、本事業単独としては、長期計画に定められたアウトカム指標の目標達成

に貢献する度合いを判定することは困難であるが、漁港漁場施設等の機能

をより十分に発揮させる補完的な整備を行うことにより事業効果が得られて

いる。

本事業については、既に、事業主体が主体的に事業箇所を定められるよ

う統合補助化を行うことにより改善が行われている。

しかし、本事業が種々の施設の改良等を同時期に行うことを事業内容とし

ていることを考えれば、地域のニーズによりきめ細かく対応できるようにする

ため、更に国の関与を縮小し、事業の進捗に応じて弾力的に年度間や施設

間で国費の充当率の調整が行えるような事業への移行を検討する。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 本事業は、水産物の供給基盤として重要な意義を有する漁港・漁場につ

の所見 いて、これを利用する漁民等の施設に対するニーズに対応して、施設等の機

能高度化や、より利用しやすい施設に改良することを通じて、漁港施設等の

機能をより十分に発揮させ、水産物の安定供給の確保に役立てるための補

完的事業として、国が一定の関与を行う必要性が認められる。

しかしながら、現在、政府において国と地方との適切な役割分担を含めた

公共事業のあり方について見直しが行われており、本事業についても、その

見直しの方向に沿って対応する必要がある。

（２）有効性

本事業は、漁港施設等の改良、補修等の細かいニーズに機動的に対応

し、これまで整備を完了した事業実施地区において、防波堤の改良による港

内の静穏度が向上している例など、一定の成果を上げている個別事例が見

られる。
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今後は、本事業の実効性をより高めるため、地域の創意工夫を一層促進

し、地域のニーズにより一層きめ細かく対応できるよう検討を行うなど、有効

性の改善が必要である。

（３）効率性

本事業は、これまでも事業実施前に費用対効果分析を行っており、また、

地方の自主性を拡大するために平成１７年度から統合補助金化しているなど

一定の効率性が認められる。

しかしながら、本事業については、厳しい財政事情を踏まえ、また、地方の

自主性を一層拡大する観点から、一層効率性の高い仕組みへの転換につい

て検討を行うなど、効率性の改善が必要である。

（４）総括所見

（有効性の改善、効率性の改善）

本事業は、水産物の供給基盤として重要な意義を有する漁港・漁場につ

いて、これを利用する漁民等の施設に対するニーズに対応して、施設等の機

能高度化や、より利用しやすい施設に改良することを通じて、漁港施設等の

機能をより十分に発揮させ、水産物の安定供給の確保に役立てるための補

完的事業として、国が一定の関与を行う必要性が認められる。

しかしながら、現在、政府において国と地方との適切な役割分担を含めた

公共事業のあり方について見直しが行われており、本事業についても、その

見直しの方向に沿って対応する必要がある。

また、本事業の実効性をより高めるため、地域の創意工夫を一層促進し、

地域のニーズにより一層きめ細かく対応できるよう検討を行うなど、有効性

の改善が必要である。

さらに、本事業は一定の効率性が認められるが、本事業については、厳し

い財政事情を踏まえ、また、地方の自主性を一層拡大する観点から、一層効

率性の高い仕組みへの転換について検討を行うなど、効率性の改善が必要

である。

評価会委員の意見
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