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平成23年度政策の事前評価書要旨

評価実施時期：平成22年８月
評価書公表時期：平成22年８月 担当部局名：水産庁

政策名 漁村の健全な発展 番号 ⑰

政策の概要

　水産業・漁村について、藻場・干潟の保全・創造等による水産物の安定供給と、環境・生態系の保全、防災力
の強化など多面的機能を発揮していくことが期待されている中、漁村の健全な発展を図る。
　このため、①漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・漁村の多面的機能の発揮、②消費者ニーズに対応した
水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費施策の展開の２つの施策を推進する。

政策に関する評
価結果の概要と
達成すべき目標

等

【評価結果の概要】

（総合的評価）
　必要性、有効性、効率性を鑑みて、予算要求することは妥当。
　水産業・漁村が健全に発展していくためには、漁港、漁場、漁村整備とともに水産業の６次産業化を推進する
必要。

（必要性）
①力強い産地づくりと安全で活力ある漁村づくりに向けて、漁場整備、水産物の衛生管理の高度化に資する施
設整備、漁村の防災力の強化と生活環境の向上に資する整備を実施する必要がある。
②消費者ニーズに対応した水産物の安定供給を図るため、消費と生産の橋渡しを担う水産物流通の構造改革を
進めるとともに、水産業の６次産業化を推進する必要がある。

（効率性）
①水産資源の回復や衛生管理など、安全・安心な水産物の安定供給に直結する分野へ更に支援を重点化す
る。
　また、直轄事業及び補助事業について、費用対効果分析の厳格化等を一層推進する。
②価格低落時に行う調整保管は、漁況、産地価格などを踏まえ魚種選定等を行い、漁業者の手取りの確保が図
られるよう、効果的・効率的に執行する。
　また、産地販売力の強化については、漁業者等の継続性・自律性を重視しつつ、漁協等産地の経営企画力の
強化を図る。

（有効性）
①漁場整備、コスト削減の取組、鮮度の保持、衛生管理の高度化、防災力の強化、生活環境の向上等安全で活
力ある漁村づくりや漁業者を中心とする環境・生態系保全活動を推進することは、水産業・漁村が水産物供給・
多面的機能を適切に発揮するために有効である。
②漁協等が供給可能な魚種・数量等に基づく販売戦略を策定し、販売していくことは、産地と消費地の価格差の
縮減に対し有効である。
　また、漁業者が水産物の加工や販売に取り組むとともに、異業種のノウハウ等を活用した新ビジネスを事業化
することは、６次産業化の推進に有効である。

(反映の方向性）
①既存の漁場機能の維持・回復、新規漁場整備の推進、水産生物の生活史に対応した良好な生息環境空間を
創出する。
　水産物流通拠点となる漁港における品質・衛生管理を強化する。
　都市部と比べて立ち後れている汚水処理施設等の整備を推進する。
　高潮、侵食、海岸耐震、海岸堤防等老朽化、津波・高潮危機管理、海岸環境整備を推進する。
②各都道府県漁連等の経営力強化や販売戦略の策定・実行、新商品の開発、新規販路の開拓など漁業・漁村
の６次産業化の取組を支援する。
　漁業者団体が、水揚げ集中による価格低落時に漁業者から水産物を買い取り、一定期間保管した後、漁期外
に放出する取組に対して支援する。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

達成目標 指標名
実　績　値 達成目標・指標の

設定根拠・考え方

漁場再生及び
新規漁場整備
による新たな水
産物の提供

漁場再生及び新規漁場
整備による新たな水産
物の提供量

　水産基本計画における自給率目標の達成のた
め、排他的経済水域を含めた我が国周辺水域にお
ける漁場整備を図ることとし、平成23年度を目途に、
概ね14.5万トンの水産物を新たに提供することを目
標値として設定。

高度な衛生管
理対策の下で
出荷される水産
物の割合の向
上

高度な衛生管理対策の
下で出荷される水産物
の割合

　水産物の流通拠点となる漁港において、鮮度保持
対策や衛生管理対策等に重点的に取り組むことに
より、高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物
の割合を平成23年度を目途に概ね50％に向上させ
ることを目標値として設定。



％ 35 43 47 49 60

(H16) （暫定値） (H23)

 千ha 約58 約58 約44 約41 約28

(H19) (H24)

 千ha 約5.0 約5.0 約4.7 約4.6 約4.0

(H19) (H24)

 ％ 約21 約21 約29 約31 約40

(H19) (H24)

個所 0 - - - 5

(H19) (H24)

％ 約52 - 約52 約52 約57

(H19) (H24)

％ 約60 - 約74 約80 約80

(H19) (H24)

倍 3.98 4.14 4.02 3.94 3.78

(H18) (H23)

 カ所 298 - 298 - 330

(H20) (H25)

千円 293 364 293 - 348

(H20) (H25)

漁業集落排水
処理を行うことと
している漁村の
処理人口比率
の向上

漁業集落排水処理を行
うこととしている漁村の
処理人口比率

　漁村の総合的な振興の観点から、生活環境の向
上を図るため「漁業集落排水を行うこととしている漁
村の人口比率」を平成19年度策定の「漁場整備長
期計画」の目標に基づき、平成23年度概ね60%を目
標値として設定。

①地震時に河川、海岸
堤防等の防護施設の崩
壊による水害が発生す
る恐れのある地域の面
積

　地震時及びその発生後において、海岸の背後地
域の浸水被害を防護するため、人口・資産が集積
する地域等を防護する施設を中心に、緊急かつ効
率的に海岸保全施設の耐震化を推進し、地震時に
防護施設の崩壊による水害が発生する恐れのある
地域の面積を減少させるため、平成24年度を目途
に概ね約44haにすることを目標値として設定。

②津波・高潮による災
害から一定の水準の安
全性が確保されていな
い地域の面積 千ha

　重要沿岸域やゼロメートル地帯、近年浸水被害が
発生した地域を中心に、海岸保全施設の計画的な
整備等のハード施策を着実に進めるとともに、ソフト
対策を一体的に推進し、各地区の海岸で発生する
と想定される津波・高潮に対し、防護が不十分な海
岸における背後地域の浸水想定面積を減少させる
ため、平成24年度を目途に概ね約4.8千haにするこ
とを目標値として設定。

　産地の販売力強化の取組を通じて、漁業協同組
合の販売活動の活性化が期待されることから、漁業
協同組合が運営する水産物直売所の施設数を指
標とする。2008年の漁業センサスで把握された漁業
協同組合が運営する水産物直売所の施設数298か
所を基準とし、次回の漁業センサスが実施される５
年後の2013年を目標年とする。全漁連資料によるＪ
Ｆグループの直売店数の過去４年間の平均増加率
２％/年と同程度の増加を見込んで、2013年に330
か所に増加させることを目標値として設定。

③水辺の再生の割合 　越波や海岸侵食等が周辺の生物の生息・生育環
境や景観、利用に与える影響等に配慮した海岸保
全施設の整備を推進し、海岸侵食によって失われ
た砂浜について、復元・再生を進めるため、平成24
年度を目途に概ね約40％にすることを目標値として
設定。

④総合的な土砂管理に
基づき土砂の流れが改
善された数

　土砂管理についての技術開発を推進するととも
に、関係機関との事業連携を図りつつ、土砂の流れ
に支障があり問題が発生している海岸において、総
合的な土砂管理に基づき、土砂の流れを改善する
ことに資する事業を進めるため、平成24年度を目途
に概ね５個所にすることを目標値として設定。

⑤老朽化対策が実施さ
れている海岸保全施設
の割合

　海岸保全施設の老朽度や機能の健全性を適切に
把握し、計画的な維持・更新を行うことにより、施設
の機能を所要の水準に確保するため平成24年度を
目途に概ね約57％にすることを目標値として、昭和
42年以前に設置された海岸保全施設について、所
要の機能の確保を進める。

平成19年3月20日

第３の３　水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費施策の
展開
第３の５  漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・漁村の多面的機
能の発揮

漁港漁場整備長期計画

⑥ハザードマップを作
成・公表し、防災訓練等
を実施した市町村の割
合

　住民の防災意識を高め、災害時の更なる人的被
害の回避、軽減を図るため、各種ハザードマップを
作成・公表し、防災訓練の実施を推進すること等に
より、それらを活用した市町村の割合を平成24年度
を目途に概ね約８割にすることを目標値として設
定。

消費地と産地の
価格差の縮減

消費地と産地の価格差 　消費者に対し、鮮度が良く安全な水産物を安定的
に供給するためには、産地の販売力強化を図るとと
もに、加工流通分野における構造改革を進め、消
費者の需要に的確に対応できる水産加工業及び水
産流通業の実現を図る必要がある。このため、市場
を核とした流通拠点の整備等による消費地と産地の
価格差の縮減を目標値として設定。

水産業の６次産
業化

①漁業協同組合が運営
する水産物直売所の施
設数

平成19年6月8日

津波・高潮及び
地震による災害
から一定の安全
性が確保されて
いない漁村等
の面積削減、老
朽化対策の推
進、水辺の再
生、ハザード
マップの作成支
援等の推進

②個人経営体の漁労外
事業収入（水産加工・直
販等）

　産地の販売力強化の取組を通じて、漁業者が自ら
水産加工業や直販等を行うことにより、直接的な漁
労活動による収入以外の収入の増加が期待される
ことから、個人経営体の漁労外事業収入を指標とす
る。2008年の漁業経営調査で把握された個人経営
体の漁労外事業収入293千円を基準とし、近年、漁
労外事業収入が減少傾向にあることを踏まえ、直近
３か年の平均値（348千円）まで回復させることとし、
５年後の2013年に348千円に増加させることを目標
値として設定。

関係する施政方
針演説等内閣の
重要政策（主な
もの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

水産基本計画


