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多段階評価方式導入の背景

○事業評価においては、「必要性」や「有効性」等の観点からの総合的な評価が必要
○事業評価の活用により、投資箇所の重点化や、より一層の事業の効率化・透明化等が求められている。

（１）複数の観点からの総合的な評価
政策評価法第５条に基づき定められた「政策評価に関する基本
方針」では、必要性、効率性、有効性、公平性、優先性の５つの
観点から総合的に評価することとしている。
水産関係公共事業においても、「効率性」を検証する費用対効
果分析にとどまらず、重点課題解決に向けた取組としての必要性
・有効性を明確にするとともに、現段階では貨幣化が困難な効果
もを含めた複数の観点から事業を総合的に評価する必要がある。

政策評価に関する基本方針（平成13年12月閣議決定）（概要）

２ 政策評価の観点に関する基本的な事項
（必要性） 政策効果からみて、対象とする政策に係る行政目的が国民や社

会のニーズ又はより上位の行政目的に照らして妥当性を有してい
るか、行政関与の在り方からみて当該政策を行政が担う必要があ
るかなど

（効率性） 政策効果と当該政策に基づく活動の費用等との関係
（有効性） 得ようとする政策効果と当該政策に基づく活動により実際に得ら

れている（得られると見込まれる）政策効果との関係
（公平性） 行政目的に照らして政策効果や費用の負担が公平に分配されて

いるか（分配されるものとなっているか）
（優先性） 上記観点からの評価を踏まえて当該政策を他の政策よりも優先

すべきか

（２）事業評価の取り組み強化の必要性
財政制度等審議会建議では、公共事業については、効率化、
透明化を図るため、事業評価の取り組みの強化が必要であると
指摘している。

平成17年度予算編成の基本的考え方について（財政審建議）
３．公共事業 （４）公共投資の重点化
ウ 投資箇所の重点化
公共投資の投資効果を上げるためには、各事業の事業箇所についても、

事業評価の活用等により、より効果の高い箇所に対象を絞り込む必要があ
る。（後略）

（５）（前略）引き続き、効率的・透明化のため、公共事業コスト構造改革、事業評
価等の取組を徹底する必要がある。また、事業評価については、予算編成へ
の活用の在り方について、更に検討を進めるべきである。

平成18年度予算編成の基本的考え方について（財政審建議）
３．公共事業 （３）効率化・透明化
また、公共事業の効率化・透明化は、引き続き、国民にとって大きな課題である
（中略）事業評価についても、効率的な事業実施のためにその活用を一層図るべ
きものであり、これまでの取組みに加え一層の努力が求められている。



現行（チェックリスト）方式について

○事業評価については、チェックリストにより事業の必要性、効率性、有効性等の複数の観点から評価している。
○事業の重点化・効率化・透明化が一層求められていることから、評価方法を改善していく必要がある。

（１）チェックリストに基づく事前評価
現行のチェックリストでは、新規地区採択に当たっての前提条件
、地域指標および施策別指標を定めている。
このうち、地域指標では、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
ための項目を、また施策別指標では、事業の有効性を図る観点か
ら、当該事業が特に重点をおく施策を明らかにするための項目を
定め、評価を行っている。

（２）現行のチェックリストによる評価方法の課題
現行のチェックリストは「○」の有無により評価しており、その程
度が明確となっていない。

④その他の効果

③後継者、新規参入者確保に寄与

②市場の統合・漁協の合併の促進に寄与

①水産物の生産性の向上効果

生産労働効率化、近代化、担い手
支援

④その他の効果

③漁港漁場の利用調整・調和促進効果

②交流人口の増加等による地域活性化効果

①海レクの振興・ﾌﾞﾙｰﾂｰﾘｽﾞﾑ推進の効果

都市との交流の促進

④その他の効果

③地震・台風時等の防災対策効果

②安全性、快適性等就労・生活環境の向上効果

①生活環境の向上（都市との格差是正）

安全で快適な漁業地域の形成

④その他の効果

③地域の品質・衛生管理等の取り組みに寄与

②流通の効率化効果

①漁獲物の付加価値向上効果

水産物流通の効率化・一貫した品
質管理

④その他の効果

③海浜保全の効果

②水質・底質の保全・向上の効果

①自然環境の保全・創出効果

自然環境の保全と創造

③その他の効果

②資源管理体制の支援効果

①水産資源維持培養効果

資源管理型漁業・つくり育てる漁業
への支援

判定審査内容項目

チェックリスト（施策別指標）

項目を満たしている場合は「○」とする。



多段階評価方式について

○多段階評価方式の導入により、評価項目の充実を図るとともに、各項目を多段階で評価
○多段階評価方式の導入により、評価の視点が明確になり、事業評価の客観性、透明性が向上

平成１９年度予算まで ： チェックリストによる評価

効果等の有無

－

○

C

B

A

C

B

A

○有効性に関する項目 ○実施環境等に関する項目よ
り
優
れ
て
い
る

平成２０年度予算から ： 多段階評価方式による評価

○事前評価の客観性、透明性の向上
○政策目標との整合が図りやすい
○評価項目の地区間比較の容易化
○事業申請者と審査担当者の認識の共有化

多段階評価方式導入の効果

※）平成１９年度予算については、多段階評価方式を一部で試行



多段階評価方式による評価書のイメージ
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判定 判定

項目 審査内容 判定
大項目 中項目 小項目

①地域計画との整合性 地域における衛生管理の取組 Ａ　Ｂ　Ｃ
②他事業との連携・調整 高度衛生管理対策 Ａ　Ｂ　Ｃ
①事業実施主体等の財政状況及び負担能力 水産物流通機能の充実 市場機能の充実 Ａ　Ｂ　Ｃ
②地元漁協や住民の熱意体制 生産コストの縮減 作業経費縮減 Ａ　Ｂ　Ｃ

Ａ　Ｂ　Ｃ

地域に与える影響 鮮度保持対策に充実 作業の効率化（時間ロスの解消） Ａ　Ｂ　Ｃ
避難・前進基地の整備 漁船の遭難事故 Ａ　Ｂ　Ｃ

Ａ　Ｂ　Ｃ
Ａ　Ｂ　Ｃ

項目 審査内容 判定 資源状態 Ａ　Ｂ　Ｃ
①水産資源維持培養効果 種苗放流 Ａ　Ｂ　Ｃ
②資源管理体制の支援効果 水域環境の保全・創造 水域環境の保全・創造機能 Ａ　Ｂ　Ｃ
③その他の効果 事業実施の緊急性 Ａ　Ｂ　Ｃ
①自然環境の保全・創出効果 地域における意欲ある取組 Ａ　Ｂ　Ｃ
②水質・底質の保全・向上の効果 漁村の定住条件の向上 Ａ　Ｂ　Ｃ
③海浜保全の効果 他計画との整合性 Ａ　Ｂ　Ｃ
④その他の効果 事業実施の緊急性 Ａ　Ｂ　Ｃ
①漁獲物の付加価値向上効果 漁村の定住条件の向上 Ａ　Ｂ　Ｃ
②流通の効率化効果 他事業との連携 Ａ　Ｂ　Ｃ
③地域の品質・衛生管理等の取り組みに寄与 公衆の海岸の適正な利用 Ａ　Ｂ　Ｃ
④その他の効果 地域振興に対する寄与 Ａ　Ｂ　Ｃ
①生活環境の向上（都市との格差是正） 多様な主体の参画と連携 Ａ　Ｂ　Ｃ
②安全性、快適性等就労・生活環境の向上効果 関係事業・計画との連携 Ａ　Ｂ　Ｃ
③地震・台風時等の防災対策効果
④その他の効果
①海レクの振興・ﾌﾞﾙｰﾂｰﾘｽﾞﾑ推進の効果 生態系への配慮 生態系への配慮対策 Ａ　Ｂ　Ｃ
②交流人口の増加等による地域活性化効果 景観への配慮 景観への配慮対策 Ａ　Ｂ　Ｃ
③漁港漁場の利用調整・調和促進効果 循環型社会への貢献 リサイクル材等の有効活用 Ａ　Ｂ　Ｃ
④その他の効果 地域関係者の理解 地域関係者の理解が得られている Ａ　Ｂ　Ｃ
①水産物の生産性の向上効果 他計画との関連 他計画との整合性 Ａ　Ｂ　Ｃ
②市場の統合・漁協の合併の促進に寄与 他事業との連携・調整 他事業との連携・調整が図られている Ａ　Ｂ　Ｃ
③後継者、新規参入者確保に寄与 施設の維持管理体制の構築 Ａ　Ｂ　Ｃ
④その他の効果 産業誘発効果等 Ａ　Ｂ　Ｃ

都市との交流の促進

生産労働効率化、近
代化、担い手支援

資源管理型漁業・つく
り育てる漁業への支援

自然環境の保全と創
造

水産物流通の効率化・
一貫した品質管理

安全で快適な漁業地
域の形成

環境との調和への配慮

項目

地域の指定状況

位置づけ等

実現体制

事業の必要性
事業の採択要件
基本的な調査
調整

有
効
性

項目
事業の必要性
事業の採択要件
基本的な調査
調整

Ａ　Ｂ　Ｃ

生活環境の改善
（都市との格差是正）

水産物の安定的な
提供を支える安全で
安心な漁村の形成

判定基準 評価

衛生管理対策

就労環境の改善・高齢者・女性への配慮

評価指標

流通機能向上

生産性向上

漁村の振興
地域資源の活用による都
市・漁村交流等を通じた総
合的な漁村の振興

防災力の向上

成長段階に応じた漁場環境の整備
成長段階に応じた漁場環
境の整備

資源状態を考慮した生産量
増大

水産資源の生産力
の向上

特記事項

事
業
の
実
施
環
境
等

効率性

評価項目

施設の適正な維持管理
地域に与える影響

事業の経済性・効率
性

事業の経済性・効率性の確保とコストの縮減計画が計画されている

環境への配慮

効率的な事業の推進

現行のチェックリスト方式 多段階評価方式



大項中項目 小項目

Ａ：
当該地区での水産動植物の成長段階に応じた生育環境が把握されており、当
該事業により、全ての成長段階に応じた漁場環境が整備される。

Ｂ：
当該地区での水産動植物の成長段階に応じた生育環境が把握されており、当
該事業により、一部の成長段階で漁場環境が整備される。

Ｃ： 当該地区での水産動植物の成長段階に応じた生育環境が把握されていない。

項目 審査内容 判定
資源管理型漁業・つく
り育てる漁業への支援

①水産資源維持培養効果 Ｂ： 対象魚種は、資源回復計画の対象魚種や資源状況が特に悪化している魚種。

②資源管理体制の支援効果 Ｃ： 対象魚種に資源状況の悪化が見られない。

③その他の効果 Ａ： 施設整備と連携した種苗放流の計画がある。

Ｂ： 施設整備と連携した種苗放流を検討中。

Ｃ： 施設整備と連携した種苗放流は行われない。

Ａ：
水産生物の産卵、幼稚魚の生育等の資源生産の場としての機能、有機物の分
解、窒素、りん等栄養塩の取り込みによる水質浄化等の機能の内、複数の機
能が見込まれる。

Ｂ：
水産生物の産卵、幼稚魚の生育等の資源生産の場としての機能、有機物の分
解、窒素、りん等栄養塩の取り込みによる水質浄化等の機能の内、一つの機
能が見込まれる。

Ｃ：
水産生物の産卵、幼稚魚の生育等の資源生産の場としての機能、有機物の分
解、窒素、りん等栄養塩の取り込みによる水質浄化等の機能の内、どの機能
も見込まれない。

成長段階に応じた
漁場環境の整備

有
効
性

資源状態

種苗放流

水産資源
の生産力
の向上

水域環境の保全・創

判定

水域環境の保全・
創造機能

資源状態を考慮し
た生産量増大

Ａ：
対象魚種がＴＡＣ（漁獲可能量）制度、又はＴＡＥ（漁獲努力可能量）制度
の対象魚種

評価項目
評価指標

成長段階に応じた
漁場環境の整備

判定基準

チェックリスト方式

多段階評価方式

・評価項目が抽象的
・○×による判定であり、判定基準が
定められておらず、評価の視点が不
明確であり、事業評価の客観性、透
明性が劣る。

・評価項目がより詳細
・Ａ、Ｂ、Ｃの多段階の評価であり、判定基準
が定められることにより、評価の視点が明
確になる、事業評価の客観性、透明性が向
上。

多段階評価方式導入による評価の改善
点



（１）必須配慮項目
評価

（２）優先配慮項目

大項目 中項目 小項目

Ａ：
漁港における衛生管理対策の向上を目的とした事業であり、地域での衛生管理講習会の実施、作業時の動線ルールの設定、検査体制等の構築がなされてい
る。

Ｂ：
漁港における衛生管理対策の向上を目的とした事業であり、今後、地域での衛生管理講習会の実施、作業時の動線ルールの設定、検査体制等の構築を行う
予定である。

Ｃ：
漁港における衛生管理対策の向上を目的とした事業であるが、地域での衛生管理講習会の実施、作業時の動線ルールの設定、検査体制等の構築を行う予定
は未定である。

－ 該当しない。

Ａ：
陸揚げ及び荷さばき作業における衛生管理対策の向上を目的とした事業であり、①取水②排水③作業環境についてＨＡＣＣＰの考えに基づく対策が行われ
ている。

Ｂ：
陸揚げ及び荷さばき作業における衛生管理対策の向上を目的とした事業であり、①取水②排水③作業環境について厚生労働省の定めるガイドラインに基づ
く対策が行われている。

Ｃ： 陸揚げ及び荷さばき作業における衛生管理対策の向上を目的とした事業であるが、①取水②排水③作業環境について上記を満たしていない。

－ 該当しない。

Ａ： 水産物供給機能の充実を図る事業であり、地区内に産地市場を抱え、かつ当該市場は圏域内での流通拠点の役割を果たしている。

Ｂ： 水産物供給機能の充実を図る事業であり、地区内に産地市場を抱えている。

Ｃ： 水産物供給機能の充実を図る事業であるが、地区内に産地市場はない。

－ 該当しない。

Ａ： 港内静穏度の向上を図る事業であり、港内作業時にエンジンを完全に停止できる等、経費の縮減が可能。

Ｂ： 港内静穏度の向上を図る事業であり、港内作業時にエンジンの一部停止が可能。

Ｃ： 港内静穏度の向上を図る事業であるが、港内作業時には常にエンジンをかけておくことが必要。

－ 該当しない。

Ａ：
陸揚げから荷捌きに至る就労環境の改善を図る事業であり、港内静穏度対策、潮位差対策、日照対策、風対策、雪対策のうちの３つ以上について検討が行
われている。

Ｂ：
陸揚げから荷捌きに至る就労環境の改善を図る事業であり、港内静穏度対策、潮位差対策、日照対策、暴風対策、暴雪対策のうちの２つ以上について検討
が行われている。

Ｃ：
陸揚げから荷捌きに至る就労環境の改善を図る事業であるが、港内静穏度対策、潮位差対策、日照対策、暴風対策、暴雪対策のいづれも検討は行われてい
ない。

－ 該当しない。

Ａ： 事業の実施により、入港から輸送までの全ての工程での時間ロスが解消される。

Ｂ： 事業の実施によって、入港から輸送までの大凡の工程での時間ロスが解消される。

Ｃ： 事業の実施によっても、入港から輸送までの工程に多くの時間ロスが残る。

－ 該当しない。

Ａ：
漁船の避難機能の向上を目的とした事業であり、近傍漁場で漁船の重大な遭難事故が見られ、また遭難事故件数の増加や海象の悪化傾向が見られる等、漁
船の避難に重大な支障が生じている。

Ｂ： 漁船の避難機能の向上を目的とした事業であり、近傍漁場で漁船の遭難事故が見られる等、漁船の安全な避難に支障が生じている。

Ｃ： 漁港の避難機能の向上を目的とした事業であるが、近傍漁場で漁船の遭難事故が確認できない。

－ 該当しない。

Ａ： 当該地区での水産動植物の成長段階に応じた生育環境が把握されており、当該事業により、全ての成長段階に応じた漁場環境が整備される。

Ｂ： 当該地区での水産動植物の成長段階に応じた生育環境が把握されており、当該事業により、一部の成長段階で漁場環境が整備される。

Ｃ： 当該地区での水産動植物の成長段階に応じた生育環境が把握されていない。

－ 該当しない。

Ａ： ＴＡＣ（漁獲可能量）制度、又はＴＡＥ（漁獲努力可能量）制度の対象魚種のための整備であり、整備後の資源管理対策が講じられている。

Ｂ： 資源回復計画の対象魚種や資源状況が特に悪化している魚種のための整備であり、整備後の資源管理対策が講じられている。

Ｃ： 上記いずれかの魚種を対象とするものの整備後の資源管理対策が講じられていない。

－ 該当しない。

Ａ： 施設整備と連携した種苗放流の計画がある。

Ｂ： 施設整備と連携した種苗放流を検討中。

Ｃ： 施設整備と連携した種苗放流は行われない。

－ 該当しない。

Ａ：
水産生物の産卵、幼稚魚の生育等の資源生産の場としての機能、有機物の分解、窒素、りん等栄養塩の取り込みによる水質浄化等の機能の内、複数の機能
が見込まれる。

Ｂ：
水産生物の産卵、幼稚魚の生育等の資源生産の場としての機能、有機物の分解、窒素、りん等栄養塩の取り込みによる水質浄化等の機能の内、一つの機能
が見込まれる。

Ｃ：
水産生物の産卵、幼稚魚の生育等の資源生産の場としての機能、有機物の分解、窒素、りん等栄養塩の取り込みによる水質浄化等の機能の内、どの機能も
見込まれない。

－ 該当しない。

Ａ： 多くの人命や財産が奪われる災害が発生している又は発生する虞が高く、防災力の向上が図られる（被災経験と政府レベルの対策）

Ｂ： 人命や財産が奪われる災害が発生している又は発生する虞があり、防災力の向上が図られる（被災経験と地域防災レベルの対策）

Ｃ： 人命や財産が奪われる災害が発生していない又は発生する可能性が少ないが、防災力の向上が図られる（地域の自主防災レベルの対策）

－ 該当しない。

Ａ： 地域住民、行政組織等が参加した漁業地域防災協議会等の組織化や、避難訓練・研修等の地域の取組が行われている。

Ｂ： 地域住民、行政組織等が参加した漁業地域防災協議会等の組織化や、避難訓練・研修等の地域の取組を検討している。

Ｃ： 地域住民、行政組織等が参加した漁業地域防災協議会等の組織化や、避難訓練・研修等の地域の取組が行われていない。

－ 該当しない。

Ａ： 事業実施の内容と地震防災緊急事業五箇年計画への位置付けはあり地域防災計画等との整合性・位置付けが明確である。

Ｂ： 事業実施の内容と地震防災緊急事業五箇年計画への位置付けはあり地域防災計画等との整合性・位置付けについて検討中である。

Ｃ： 事業実施の内容と地震防災緊急事業五箇年計画への位置付けはあるものの地域防災計画等との整合性・位置付けについては検討されていない。

－ 該当しない。

Ａ： 緊急に解決すべき課題が生じており、早急に対応を図る必要がある。

Ｂ： 緊急ではないものの、早急に対応を図る方が望ましい。

Ｃ： 将来に向けて対応を図る必要がある。

－ 該当しない。

Ａ： ①安全性②保健性③利便性④快適性の向上のうち３つ以上あてはまる事業である。

Ｂ： ①安全性②保健性③利便性④快適性の向上のうち１つ以上あてはまる事業である。

Ｃ： ①安全性②保健性③利便性④快適性の向上のうちのいづれにも当てはまらない事業である。

－ 該当しない。

Ａ： 汚水処理施設整備に関して、関係省庁と連携した事業計画を作成している。

Ｂ： 汚水処理施設整備に関して、関係省庁と連携した事業計画を作成中である。

Ｃ： 汚水処理施設整備に関して、関係省庁と連携した事業計画の作成の予定はない。

－ 該当しない。

Ａ： 公衆の海岸の適正な利用の促進が期待できる。

Ｂ： 公衆の海岸の適正な利用を妨げないための対策がとられている。

Ｃ： 公衆の海岸の適正な利用を妨げないための対策はとられていない。

－ 該当しない。

生活環境の改善
(都市との格差是正)

水産物の安定的な
提供を支える安全で
安心な漁村の形成

防災力の向上

事業実施の緊急性

地域における意欲ある取組

漁村の定住条件の向上

公衆の海岸の適正な利用

水産関係公共事業における多段階評価(案）

他計画との整合性

事業実施の緊急性

他事業との連携

水域環境の保全・創造

生産性向上

水域環境の保全・創造機能

生産コストの縮減

就労環境の改善

鮮度保持対策の充実

漁船の遭難事故

作業経費縮減

作業の効率化（時間ロスの解消）

評価評価指標

地域における衛生管理の取組

市場機能の充実

流通機能向上

衛生管理対策

水産物供給機能の充実

評価項目

技術的可能性が確実であること

事業の効率性が十分見込まれること

地形・地質・海象状況等から見て、当該事業の施行が技術的に可能であることを確認する。

費用便益比≧１．０であることを確認する。

評価の内容

「基本方針」や「長期計画」に照らし、必要な事業であることを確認する。

評価項目

事業の必要性が明確であること

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択要件を満足しているかを確認する。

判定基準

避難・前進基地の整備

事業の採択要件を満たしていること

高度衛生管理対策

地元漁業者、地元住民等の同意が得られていることを確認する。
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ことを確認する。

地元調整・関係部局等の調整が図られること

有
効
性

水産資源の生産力
の向上

成長段階に応じた漁場
環境の整備

成長段階に応じた漁場環境の整備

資源状態を考慮した生産
量増大

資源管理

種苗放流



Ａ： 都市漁村交流を基軸として、地域振興における寄与が明確であり、事業効果も十分に期待できる。

Ｂ： 都市漁村交流を推進するものではないが、地域振興における寄与が明確であり、事業効果も十分に期待できる。

Ｃ： 地域振興のためには早急な対応が必要であり、事業効果も十分に期待できる。

－ 該当しない。

Ａ： 現在でも地域企業やＮＰＯ等の活動と連携した取組を実施しており、更なる活性化が見込める。

Ｂ： 現在、地域企業やＮＰＯ等の活動と連携した取組を検討しており、今後実施していく。

Ｃ： 現在、地域企業やＮＰＯ等の活動と連携した取組を行う予定はない。

－ 該当しない。

Ａ： 国の地域支援プログラム等における事業計画の中で、事前の評価としてＳやＡの評価を、又は承認を受けている。

－ 該当しない。

Ａ： 事業の経済性・効率性が確保されているとともに、コストの縮減効果の発現が期待できる

Ｂ： 事業の経済性・効率性が確保されている

Ｃ： 事業の経済性・効率性が確保されていない

Ａ： 生態系への影響の懸念は無い、又は生態系への影響が懸念されるが、動植物の生息状況等を把握し、保全すべき動植物への配慮対策はとられている。

Ｂ： 生態系への影響が懸念されるが、動植物の生息状況等を把握し、保全すべき動植物への配慮対策を検討中である。

Ｃ： 生態系への影響が懸念されるが、動植物の生息状況等が把握されていない

Ａ： 景観への影響が無い、又は景観への影響が懸念されるが、地域住民等の意見を取り入れた、景観に配慮した計画である。

Ｂ： 景観への影響が懸念されるが、上記Ａ以外で景観に配慮した計画である。

Ｃ： 景観への影響が懸念されるが、景観に配慮した計画となっていない。

Ａ： リサイクル材（建設副産物、水産系副産物）等の有効活用を予定

Ｂ： 今後、リサイクル材（建設副産物、水産系副産物）等の有効活用の検討を予定。

Ｃ： リサイクル材（建設副産物、水産系副産物）等の有効活用の検討予定は無い。

－ 有効活用できるリサイクル材は無い。

Ａ： 地域関係者等からの要望又は同意がある。

Ｂ： 地域関係者等への説明を了している又は同意予定となっている。

Ｃ： 地域関係者等への説明又は同意行為は全く実施されていない。

Ａ： 都道府県や市町村の総合振興計画等との調整が図られている。

Ｂ： 都道府県や市町村の総合振興計画等と調整中である。

Ｃ： 都道府県や市町村の総合振興計画等と未調整である。

Ａ： 他の公共事業や民間事業等との連携・調整は必要ない。又は他の公共事業や民間事業等との連携・調整が必要であるが、既に連携・調整済みである。

Ｂ： 他の公共事業や民間事業等との連携・調整が進められている。

Ｃ： 他の公共事業や民間事業等との連携・調整が必要であるが、連携・調整が行われていない。

Ａ： 施設の維持管理体制および維持管理の手順が策定されている。

Ｂ： 施設の維持管理体制および維持管理の手順を検討中である。

Ｃ： 上記ＡおよびＢ以外。

Ａ： 地域経済に与える影響として、他産業での新規投資誘発、新規生産誘発、新規雇用誘発等の効果のうち、２以上の効果が見込まれる。

Ｂ： 地域経済に与える影響として、他産業での新規投資誘発、新規生産誘発、新規雇用誘発等の効果のうち、１以上の効果が見込まれる。

Ｃ： 地域経済に与える影響として、他産業での新規投資誘発、新規生産誘発、新規雇用誘発等の効果はいずれも見込まれない。

－ 該当しない。

施設の維持管理体制等の構築

景観への配慮対策

地域関係者の理解等が得られている

生態系への配慮対策

地域に与える影響

漁村の振興

地域資源の活用による
都市・漁村交流等を通
じた総合的な漁村の振
興

地域振興に対する寄与

景観への配慮

循環型社会への貢献

関係事業・計画との連携

産業誘発効果等

効
率
性

事
業
の
実
施
環
境
等

事業の経済性・効率性の確保とコストの
縮減対策が計画されている

リサイクル材等の有効活用

他計画との関連
他計画等からみて重点的に整備する妥当
性がある

他事業との連携・調整 他事業との連携・調整が図られている

事業の経済性・効率性

施設の適正な維持管理

地域関係者の理解

効率的な事業の推
進

環境への配慮

生態系への配慮

多様な主体の参画と連携



（１）必須配慮項目
評価

○
○
○

○

○

（２）優先配慮項目

大項目 中項目 小項目

Ａ：
漁港における衛生管理対策の向上を目的とした事業であり、地域での衛生管理講習会の実施、作業時の動線ルールの設定、検査体
制等の構築がなされている。

Ｂ：
漁港における衛生管理対策の向上を目的とした事業であり、今後、地域での衛生管理講習会の実施、作業時の動線ルールの設定、
検査体制等の構築を行う予定である。

Ｃ：
漁港における衛生管理対策の向上を目的とした事業であるが、地域での衛生管理講習会の実施、作業時の動線ルールの設定、検査
体制等の構築を行う予定は未定である。

－ 該当しない。

Ａ：
陸揚げ及び荷さばき作業における衛生管理対策の向上を目的とした事業であり、①取水②排水③作業環境についてＨＡＣＣＰの考
えに基づく対策が行われている。

Ｂ：
陸揚げ及び荷さばき作業における衛生管理対策の向上を目的とした事業であり、①取水②排水③作業環境について厚生労働省の定
めるガイドラインに基づく対策が行われている。

Ｃ：
陸揚げ及び荷さばき作業における衛生管理対策の向上を目的とした事業であるが、①取水②排水③作業環境について上記を満たし
ていない。

－ 該当しない。

Ａ： 水産物供給機能の充実を図る事業であり、地区内に産地市場を抱え、かつ当該市場は圏域内での流通拠点の役割を果たしている。

Ｂ： 水産物供給機能の充実を図る事業であり、地区内に産地市場を抱えている。

Ｃ： 水産物供給機能の充実を図る事業であるが、地区内に産地市場はない。

－ 該当しない。

Ａ： 港内静穏度の向上を図る事業であり、港内作業時にエンジンを完全に停止できる等、経費の縮減が可能。

Ｂ： 港内静穏度の向上を図る事業であり、港内作業時にエンジンの一部停止が可能。

Ｃ： 港内静穏度の向上を図る事業であるが、港内作業時には常にエンジンをかけておくことが必要。

－ 該当しない。

Ａ：
陸揚げから荷捌きに至る就労環境の改善を図る事業であり、港内静穏度対策、潮位差対策、日照対策、風対策、雪対策の全てにつ
いて検討が行われている。

Ｂ：
陸揚げから荷捌きに至る就労環境の改善を図る事業であり、港内静穏度対策、潮位差対策、日照対策、風対策、雪対策のうちの２
つ以上について検討が行われている。

Ｃ：
陸揚げから荷捌きに至る就労環境の改善を図る事業であるが、港内静穏度対策、潮位差対策、日照対策、暴風対策、暴雪対策のい
づれも検討は行われていない。

－ 該当しない。

Ａ： 事業の実施により、入港から輸送までの全ての工程での時間ロスが解消される。

Ｂ： 事業の実施によって、入港から輸送までの大凡の工程での時間ロスが解消される。

Ｃ： 事業の実施によっても、入港から輸送までの工程に多くの時間ロスが残る。

－ 該当しない。

Ａ：
漁船の避難機能の向上を目的とした事業であり、近傍漁場で漁船の重大な遭難事故が見られ、また遭難事故件数の増加や海象の悪
化傾向が見られる等、漁船の避難に重大な支障が生じている。

Ｂ：
漁港の避難機能の向上を目的とした事業であり、近傍漁場で漁船の遭難事故が見られる等、漁船の安全な避難に支障が生じてい
る。

Ｃ： 漁港の避難機能の向上を目的とした事業であるが、近傍漁場で漁船の遭難事故は確認できない。

－ 該当しない。

Ａ： 事業の経済性・効率性が確保されているとともに、コストの縮減効果の発現が期待できる

Ｂ： 事業の経済性・効率性が確保されている

Ｃ： 事業の経済性・効率性が確保されていない

Ａ：
生態系への影響の懸念は無い、又は生態系への影響が懸念されるが、動植物の生息状況等を把握し、保全すべき動植物への配慮対
策はとられている。

Ｂ： 生態系への影響が懸念されるが、動植物の生息状況等を把握し、保全すべき動植物への配慮対策を検討中である。

Ｃ： 生態系への影響が懸念されるが、動植物の生息状況等が把握されていない

Ａ： 景観への影響が無い、又は景観への影響が懸念されるが、地域住民等の意見を取り入れた、景観に配慮した計画である。

Ｂ： 景観への影響が懸念されるが、上記Ａ以外で景観に配慮した計画である。

Ｃ： 景観への影響が懸念されるが、景観に配慮した計画となっていない。

Ａ： リサイクル材（建設副産物、水産系副産物）等の有効活用を予定

Ｂ： 今後、リサイクル材（建設副産物、水産系副産物）等の有効活用の検討を予定。

Ｃ： リサイクル材（建設副産物、水産系副産物）等の有効活用の検討予定は無い。

－ 有効活用できるリサイクル材は無い。

Ａ： 地域関係者等からの要望又は同意がある。

Ｂ： 地域関係者等への説明を了している又は同意予定となっている。

Ｃ： 地域関係者等への説明又は同意行為は全く実施されていない。

Ａ： 都道府県や市町村の総合振興計画等との調整が図られている。

Ｂ： 都道府県や市町村の総合振興計画等と調整中である。

Ｃ： 都道府県や市町村の総合振興計画等と未調整である。

Ａ：
他の公共事業や民間事業等との連携・調整は必要ない。又は他の公共事業や民間事業等との連携・調整が必要であるが、既に連
携・調整済みである。

Ｂ： 他の公共事業や民間事業等との連携・調整が必要であり、現在、連携・調整中である。

Ｃ： 他の公共事業や民間事業等との連携・調整が必要であるが、連携・調整が行われていない。

Ａ： 施設の維持管理体制および維持管理の手順が策定されている。

Ｂ： 施設の維持管理体制および維持管理の手順を検討中である。

Ｃ： 上記ＡおよびＢ以外。

Ａ：
地域経済に与える影響として、他産業での新規投資誘発、新規生産誘発、新規雇用誘発等の効果のうち、２以上の効果が見込まれ
る。

Ｂ：
地域経済に与える影響として、他産業での新規投資誘発、新規生産誘発、新規雇用誘発等の効果のうち、１以上の効果が見込まれ
る。

Ｃ： 地域経済に与える影響として、他産業での新規投資誘発、新規生産誘発、新規雇用誘発等の効果はいずれも見込まれない。

Ｂ

水産関係公共事業における多段階評価の試行(仙法志漁港）

A

高度衛生管理対策

施設の維持管理体制等の構築

A

A

A

A

景観への配慮対策

A

A

地域関係者の理解等が得られている

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

A

Ｂ

生態系への配慮対策

評価

衛生管理対策

A

Ｂ

作業経費縮減

作業の効率化（時間ロスの解消）

評価項目(案)
評価指標(案)

有
効
性

地域における衛生管理の取組

生産性向上

市場機能の充実

漁船の遭難事故

流通機能向上

生産コストの縮減

就労環境の改善・高齢者・女性への配慮

水産物供給機能の充実

鮮度保持対策の充実

環境への配慮

生態系への配慮

景観への配慮

循環型社会への貢献

技術的可能性が確実であること
事業の効率性が十分見込まれること

地形・地質・海象状況等から見て、当該事業の施行が技術的に可能であることを確認する。

費用便益比≧１．０であることを確認する。

評価の内容（案）

「基本方針」や「長期計画」に照らし、必要な事業であることを確認する。

評価項目（案）

事業の必要性が明確であること

地域に与える影響 産業誘発効果等

効
率
性

事
業
の
実
施
環
境
等

事業の経済性・効率性の確保とコス
トの縮減対策が計画されている

リサイクル材等の有効活用

他計画との関連
他計画等からみて重点的に整備する
妥当性がある

他事業との連携・調整 他事業との連携・調整が図られている

地元漁業者、地元住民等の同意が得られていることを確認する。
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ことを確認する。

施設の適正な維持管理

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択要件を満足しているかを確認する。

判定基準(案)

地域関係者の理解

効率的な事業の推
進

避難・前進基地の整備

地元調整・関係部局等の調整が図られること

事業の採択要件を満たしていること

事業の経済性・効率性

避難機能の強化、流通拠点基地としての機能向上(衛生管理)、既存ストックの延命処置

Ｂ／Ｃ＝１．５２

地元調整、関係部局との調整済み。

計画事業費：２，２８０百万円　（採択要件　２，０００百万円）
漁港種別：第４種漁港　（採択要件　第３種漁港又は第４種漁港）

仙法志漁協は衛生管理の非公共事業での取り組みが高い地区であり、産地市場では魚体
選別機、空冷式温配管装置、金属探知器等は非公共事業で整備済。
本事業は衛生管理対策の向上を目的として、市場前の陸揚げ岸壁に屋根付き施設及び排
水処理工の整備を行う。
今後は地域水産物総合衛生対策推進事業の承認に向けて、衛生管理に関する講習会や
ガイドラインの策定等を予定している。

清浄海水(地下海水取水設備2基)整備済み。(非公共事業)
本事業では屋根付き岸壁(排水処理含)及び鳥獣侵入防止施設(屋根上等)の整備を実施。

仙法志漁港は利尻島の利尻圏域の流通拠点基地として役割を有している。産地市場を有
しているが、岸壁上における陸揚げや荷捌きは野天作業で、鳥糞洗浄を要したり排水が港
内に流出しており水産物の衛生管理が不備である。よって、市場周りの衛生管理を強化し、
効率かつ安全な水産物供給を確保するための整備を実施。

係留時の漁船の破損事故が見られるため、中防波堤及び市場前の-3.0m岸壁は、静穏度
向上や風による船体動揺を抑える。

市場前の-3.0m岸壁等は、屋根付き岸壁であり厳寒期に行われるホッケの刺し網など漁業
者の就労環境改善を図ることが可能である。また、新設となる中防波堤は防風柵が整備さ
れることから、風による漁船の動揺を抑えることにより陸揚時の作業環境の向上が図られ
る。(潮位・日照・暴風・防雪に対応)なお、当地区は潮位差が小さいことから岸壁改良により
改善がなされる。

-3.0m岸壁の改良により、陸揚げ、荷捌きが円滑に行われることにより、出荷迄の時間ロス
が改善される。

優良漁場である利尻島南部漁場等からは、年間50隻程度の避難船が発生しているが、仙
法志漁港は静穏度が悪く、島影の他港迄航行するなど危険な避難行動の状況にあり、漁
船の海難事故が多発している。このことから、異常時波浪にも対応した外郭施設の整備を
図り、安全な避難船の受け入れを可能とする整備を実施する。

市場前面の岸壁整備は、円滑な漁業活動を保持するために、段階的整備を行い部分供用
しつつ、事業効果の早期発現を行う整備工程で実施することから、コスト縮減も期待でき
る。

事業の主な内容が既存施設の改良であること等から本事業による生態系への直接的な影
響は考えられない。

事業の主な内容が既存施設の改良であること等から本事業による景観への直接的な影響
は考えられない。

事業に伴って発生するコンクリート殻等は、路盤材や洗掘防止材等への有効活用を図る。

利尻町から、利尻島周辺漁場の安全操業のための緊急的な仙法志漁港の避難機能強化
について強い要望がある。

利尻町から、利尻町第４次振興計画において水産の振興が位置づけられている。

本事業による他事業の連携、調整は必要ない。

本事業による施設整備後は、漁港管理者である北海道へ手続きを行うことで調整が図られ
ている。

衛生管理の強化や生産流通活動の効率化を図ることで、安全安心な水産物供給が可能と
なり、全国ブランドである利尻コンブ、利尻ウニ、島ホッケ等の品質向上効果により、観光へ
の波及効果や漁港における就労環境向上により安定的な雇用環境の創出が期待できる。



（１）必須配慮項目
評価

○
○
○

○

○

（２）優先配慮項目

大項目 中項目 小項目

Ａ：
漁港における衛生管理対策の向上を目的とした事業であり、地域での衛生管理講習会の実施、作業時の動線ルールの設定、検査体
制等の構築がなされている。

Ｂ：
漁港における衛生管理対策の向上を目的とした事業であり、今後、地域での衛生管理講習会の実施、作業時の動線ルールの設定、
検査体制等の構築を行う予定である。

Ｃ：
漁港における衛生管理対策の向上を目的とした事業であるが、地域での衛生管理講習会の実施、作業時の動線ルールの設定、検査
体制等の構築を行う予定は未定である。

－ 該当しない。

Ａ：
陸揚げ及び荷さばき作業における衛生管理対策の向上を目的とした事業であり、①取水②排水③作業環境についてＨＡＣＣＰの考
えに基づく対策が行われている。

Ｂ：
陸揚げ及び荷さばき作業における衛生管理対策の向上を目的とした事業であり、①取水②排水③作業環境について厚生労働省の定
めるガイドラインに基づく対策が行われている。

Ｃ：
陸揚げ及び荷さばき作業における衛生管理対策の向上を目的とした事業であるが、①取水②排水③作業環境について上記を満たし
ていない。

－ 該当しない。

Ａ： 水産物供給機能の充実を図る事業であり、地区内に産地市場を抱え、かつ当該市場は圏域内での流通拠点の役割を果たしている。

Ｂ： 水産物供給機能の充実を図る事業であり、地区内に産地市場を抱えている。

Ｃ： 水産物供給機能の充実を図る事業であるが、地区内に産地市場はない。

－ 該当しない。

Ａ： 港内静穏度の向上を図る事業であり、港内作業時にエンジンを完全に停止できる等、経費の縮減が可能。

Ｂ： 港内静穏度の向上を図る事業であり、港内作業時にエンジンの一部停止が可能。

Ｃ： 港内静穏度の向上を図る事業であるが、港内作業時には常にエンジンをかけておくことが必要。

－ 該当しない。

Ａ：
陸揚げから荷捌きに至る就労環境の改善を図る事業であり、港内静穏度対策、潮位差対策、日照対策、風対策、雪対策の全てにつ
いて検討が行われている。

Ｂ：
陸揚げから荷捌きに至る就労環境の改善を図る事業であり、港内静穏度対策、潮位差対策、日照対策、風対策、雪対策のうちの２
つ以上について検討が行われている。

Ｃ：
陸揚げから荷捌きに至る就労環境の改善を図る事業であるが、港内静穏度対策、潮位差対策、日照対策、暴風対策、暴雪対策のい
づれも検討は行われていない。

－ 該当しない。

Ａ： 事業の実施により、入港から輸送までの全ての工程での時間ロスが解消される。

Ｂ： 事業の実施によって、入港から輸送までの大凡の工程での時間ロスが解消される。

Ｃ： 事業の実施によっても、入港から輸送までの工程に多くの時間ロスが残る。

－ 該当しない。

Ａ：
漁船の避難機能の向上を目的とした事業であり、近傍漁場で漁船の重大な遭難事故が見られ、また遭難事故件数の増加や海象の悪
化傾向が見られる等、漁船の避難に重大な支障が生じている。

Ｂ：
漁港の避難機能の向上を目的とした事業であり、近傍漁場で漁船の遭難事故が見られる等、漁船の安全な避難に支障が生じてい
る。

Ｃ： 漁港の避難機能の向上を目的とした事業であるが、近傍漁場で漁船の遭難事故は確認できない。

－ 該当しない。

Ａ： 事業の経済性・効率性が確保されているとともに、コストの縮減効果の発現が期待できる

Ｂ： 事業の経済性・効率性が確保されている

Ｃ： 事業の経済性・効率性が確保されていない

Ａ：
生態系への影響の懸念は無い、又は生態系への影響が懸念されるが、動植物の生息状況等を把握し、保全すべき動植物への配慮対
策はとられている。

Ｂ： 生態系への影響が懸念されるが、動植物の生息状況等を把握し、保全すべき動植物への配慮対策を検討中である。

Ｃ： 生態系への影響が懸念されるが、動植物の生息状況等が把握されていない

Ａ： 景観への影響が無い、又は景観への影響が懸念されるが、地域住民等の意見を取り入れた、景観に配慮した計画である。

Ｂ： 景観への影響が懸念されるが、上記Ａ以外で景観に配慮した計画である。

Ｃ： 景観への影響が懸念されるが、景観に配慮した計画となっていない。

Ａ： リサイクル材（建設副産物、水産系副産物）等の有効活用を予定

Ｂ： 今後、リサイクル材（建設副産物、水産系副産物）等の有効活用の検討を予定。

Ｃ： リサイクル材（建設副産物、水産系副産物）等の有効活用の検討予定は無い。

－ 有効活用できるリサイクル材は無い。

Ａ： 地域関係者等からの要望又は同意がある。

Ｂ： 地域関係者等への説明を了している又は同意予定となっている。

Ｃ： 地域関係者等への説明又は同意行為は全く実施されていない。

Ａ： 都道府県や市町村の総合振興計画等との調整が図られている。

Ｂ： 都道府県や市町村の総合振興計画等と調整中である。

Ｃ： 都道府県や市町村の総合振興計画等と未調整である。

Ａ：
他の公共事業や民間事業等との連携・調整は必要ない。又は他の公共事業や民間事業等との連携・調整が必要であるが、既に連
携・調整済みである。

Ｂ： 他の公共事業や民間事業等との連携・調整が必要であり、現在、連携・調整中である。

Ｃ： 他の公共事業や民間事業等との連携・調整が必要であるが、連携・調整が行われていない。

Ａ： 施設の維持管理体制および維持管理の手順が策定されている。

Ｂ： 施設の維持管理体制および維持管理の手順を検討中である。

Ｃ： 上記ＡおよびＢ以外。

Ａ：
地域経済に与える影響として、他産業での新規投資誘発、新規生産誘発、新規雇用誘発等の効果のうち、２以上の効果が見込まれ
る。

Ｂ：
地域経済に与える影響として、他産業での新規投資誘発、新規生産誘発、新規雇用誘発等の効果のうち、１以上の効果が見込まれ
る。

Ｃ： 地域経済に与える影響として、他産業での新規投資誘発、新規生産誘発、新規雇用誘発等の効果はいずれも見込まれない。

Ｂ

水産関係公共事業における多段階評価の試行(元地漁港）

A

高度衛生管理対策

施設の維持管理体制等の構築

A

A

A

A

景観への配慮対策

A

A

地域関係者の理解等が得られている

－

－

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

生態系への配慮対策 A

Ｂ

作業経費縮減

作業の効率化（時間ロスの解消）

評価

衛生管理対策

評価項目(案)
評価指標(案)

有
効
性

地域における衛生管理の取組

生産性向上

市場機能の充実

漁船の遭難事故

流通機能向上

水産物供給機能の充実

生産コストの縮減

就労環境の改善・高齢者・女性への配慮

鮮度保持対策の充実

環境への配慮

生態系への配慮

景観への配慮

循環型社会への貢献

技術的可能性が確実であること
事業の効率性が十分見込まれること

地形・地質・海象状況等から見て、当該事業の施行が技術的に可能であることを確認する。

費用便益比≧１．０であることを確認する。

評価の内容（案）

「基本方針」や「長期計画」に照らし、必要な事業であることを確認する。

評価項目（案）

事業の必要性が明確であること

地域に与える影響 産業誘発効果等

効
率
性

事
業
の
実
施
環
境
等

事業の経済性・効率性の確保とコス
トの縮減対策が計画されている

リサイクル材等の有効活用

他計画との関連
他計画等からみて重点的に整備する
妥当性がある

他事業との連携・調整 他事業との連携・調整が図られている

地元漁業者、地元住民等の同意が得られていることを確認する。
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ことを確認する。

施設の適正な維持管理

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択要件を満足しているかを確認する。

判定基準(案)

地域関係者の理解

効率的な事業の推
進

避難・前進基地の整備

地元調整・関係部局等の調整が図られること

事業の採択要件を満たしていること

事業の経済性・効率性

避難機能の強化、既存ストックの延命処置（利用停止施設あり）

Ｂ／Ｃ＝１．７０

地元調整、関係部局との調整済み。

計画事業費：２，８１０百万円　（採択要件　２，０００百万円）
漁港種別：第４種漁港　（採択要件　第３種漁港又は第４種漁港）

香深漁協は衛生管理の非公共事業での取り組みが高い地区であり、荷捌施設内は海水滅
菌装置、海水冷却装置、金属探知器等を非公共で整備。
本事業では岸壁排水を直接港内へ流さないよう水質改善を図るための排水処理を実施す
るが、衛生管理の向上を目的とした事業ではない。
衛生管理に関する講習会及び作業工程確認など、ガイドラインの策定等の取り組みは未定
である。

屋根付き岸壁は整備済みであるが、衛生管理の対策を目的とした事業ではない。

産地市場は有していないものの、元地漁港は礼文島の礼文圏域の中核的生産基地として
の役割を担っており、陸揚げや荷捌きのための屋根付き岸壁が整備されている。

荷捌き施設前の-3.0m岸壁等は、静穏度向上や風による船体動揺を抑える。

本事業では防波堤改良等により防風柵を設置し、陸揚げ作業の効率化及び作業環境の向
上を図る整備を行う。(潮位・暴風に対応)。なお、当地区は潮位差が小さいことから岸壁改
良により改善がなされる。

-3.0m岸壁の改良により、陸揚げ、荷捌きが円滑に行われることにより、出荷迄の時間ロス
が改善される。(老朽化による利用停止岸壁の機能復旧)

優良漁場である北部西部漁場等からは、年間70隻程度の避難船が発生しているが、元地
漁港は静穏度が悪く島影の他港迄航行するなど危険な避難行動の状況にあり漁船の海難
事故が多発している。このことから異常時波浪にも対応した外郭施設の整備を図り、安全な
避難船の受け入れを可能とする整備を図る。

本事業の岸壁整備等は、円滑な漁業活動を確保するために、段階的整備を行い部分供用
しつつ、事業効果の早期発現を行う整備工程で実施する。

本事業による生態系の懸念は影響はない。

本事業による景観への影響はない。

本事業で、北防波堤改良や-3.5m泊地整備等によって発生する岩くず、コンクリート殻等
は、漁場や路盤材、埋立材等への有効活用を図る予定。

礼文町から、礼文島周辺漁場の安全操業のための緊急的な元地漁港の避難機能強化に
ついて強い要望がある。

礼文町の礼文町総合振興計画において水産の振興が位置づけられている。

本事業による船揚場改良整備は、礼文島唯一の上架施設の更新を図るものであり、地元
事業主体である漁船上架(リフト式)設備との連携、調整が済んでいる。

本事業による施設整備後は、漁港管理者である北海道へ手続きを行うことで調整が図られ
ている。

中核的生産拠点基地として、元地漁港の既存施設の老朽化の改善を行うことにより、生産
活動の効率化を図ることで、全国ブランドである礼文ウニや島ホッケ等の安定供給が確保
される。このことから観光への波及効果や漁港施設の機能復旧により安定的な雇用環境の
創出が期待できる。


