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政策手段(事業)名 漁業集落環境整備事業 政策手段所管課名 水産庁防災漁村課

政 (1)目的 漁港の背後の漁業集落等において、漁港背後の集落における生活環境

、 。策 の改善を総合的に図ることにより 漁業及び漁村の健全な発展に資する

手

段 (2)内容 ［施策の対象］漁村振興対策

の 補助（地方公共団体）

概 ・漁業集落道整備 ・水産飲雑用水施設整備

要 ・漁業集落排水施設整備 ・防災安全施設整備

・緑地・広場施設整備 ･地域資源利活用基盤施設整備

･土地利用高度化再編整備 ･用地整備

(3)達成目標 漁村の特性に応じ、漁村の生活環境・就労環境の改善と自然災害等に

対する防災上の安全性の向上を図ることにより、安全で快適な漁村を形

成し、併せて漁村におけるナショナル・ミニマムの達成を目指す。

政策目標との関連 政策分野名 指標名 目標値 実績値 達成度及び

(目標年度) 達成ランク

漁村における 地域住民の 平 成 ８１％ Ｂ

総合的整備 満足度等 16年度

事業効果と政策目

〈事前評価時の効果算定項目〉 〈政策目標〉標等との関係（概

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ ｱｳﾄｶﾑ念図）

時間短縮労働軽減効

果 集 落 道 、 漁業の振

衛生環境向上、作業時間の短縮 集 落 排 水 興ととも

労働の軽減作業時間の短縮、労働の軽減 施 設 、 緑 に生活環

地 広 場 整 境の改善経費減少効果

備 等 の 整 が 図 ら事

し尿処理経費の減少 備 れ、総合

衛生環境向上作業経費の減少 的な生活業

の向上を防災安全衛生向上

実現効果

環境衛生の向上効

浸水・洪水被害の減少 住民の満

足度向上空間価値向上効果

並びに下果

宅地等の利用の制約の解消 水道等普

及率の向

上漁業生産向上効果
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水質向上による能力の向上

水質保全効果

交流促進効果

住民の交流促進とコミュニティの醸成

レクリエーションの場の拡大等

精神的効果

生活上の安心感の増大

事業予算等の推移 11年度 12年度 13年度

17,941,295 16,534,000 16,097,000（直近３カ年） 予算額 執行額（ ）

地区数 １９７地区 １８７地区 １８３地区

事業の効率性を 8.7% - 9.6%

示す指標の推移

単位：千円

※「事業の効率性を示す指標の推移」は、水産関係公共事業（補助事

業）におけるコスト縮減実績

注）コスト縮減実績については、水産関係公共事業全体として算出して

いることから、各事業毎に算出していないため全体数値となっている。

事業のこれまでの 本事業により整備された集落排水施設、集落道等は、漁港や漁場の水

具体的成果 質環境の保全、漁業活動の効率化、快適で便利な生活の実現、災害に強

い安心できるまちづくりなど多様な効果が認められる。

また、整備の実施により、毎年、生活環境施設の整備率は着実に向上

しており、快適な漁村形成に寄与している。

平成８年度末 → 平成11年度末

上水道等普及率 94% 96%

漁業集落排水による

処理人口比率 13% 18%

消防水利充足率 72% 75%

自動車交通不能道比率 26% 24%

１人当たりの公園面積 7.2㎡ 7.5㎡

(1)必要性 １．公共性

水産業基盤整備事業は、安全でおいしい水産物の安定供給と水産業の

健全な発展を通じて 「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に、

関する基本方針」に揚げる、

① 国民に安全（人の生命、健康に関する良質な環境や食料などの確

評 保を図るヒューマン・セキュリティ、安全な国土）の確保による、
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安心して暮らせる社会の保障

価 ② 意欲と能力のある経営体に施策を集中することなどにより、食料

自給率の向上等に向け、農林水産業の構造改革の推進、地方の活性

、 、 、 、結 化のために 都市と農山漁村の共生と対流 観光交流 おいしい水

「 」きれいな空気に囲まれた豊かな生活空間の確保を通じ 美しい日本

果 の維持、創造を図る上で重要な事業であり、公益性の高い事業であ

る。

．国と地方の役割分担２

漁港漁場整備法の制定により、従来整備すべき個別の漁港名等を列記

していた漁港の整備計画制度を廃止し、国は整備のあり方を示す基本方

針を定めるにとどめ、地方公共団体が自主的に計画を策定し、より主体

性をもって地域のニーズに迅速かつ的確に応える新たな事業計画制度へ

転換するなど、国主導から、地方の自主性を重視し、国民に開かれた事

業へ改革する。

３．民営化・外部委託の可否

国民の安全（人の生命、健康に関わる良質な環境や食料などの確保を

図るヒューマン・セキュリティ、安全な国土）を確保し、安心して暮ら

せる社会を保障するという観点 から、国又は地方公共団体等公的主体

が実施すべき事業であり、民営化・外部委託にはなじまない。

４．緊急性の有無

水産基盤の整備については、

① 我が国周辺水域における資源の悪化等による漁業生産の減少、漁

業就業者の減少と高齢化の進行等により、国民への水産物の安定供

給に支障を生ずることが懸念されているばかりでなく、漁業地域の

活力の低下は、沿岸域の環境保全や地域文化の継承等水産業・漁村

が有している多面的な機能を損なう事態を招来するのではないかと

危惧されていること、

② このような厳しい現状や本格的な２００海里時代の到来、新日韓

・日中漁業協定の締結・発効等の中で、限られた２００海里水域内

の水産資源を基本とした水産振興のために、周辺水域の資源増大、

水産物の陸揚げや流通の拠点である漁港づくり、漁業地域の生活環

境の整備等を一体的に推進することが、水産業の健全な発展を図る

上で緊急の課題となっていること、等から、緊急的に整備を推進す

る必要がある。

５．他の類似施策（他省庁分を含む）

汚水処理施設の整備に関する都道府県構想に基づき関係事業の調整を

図るとともに、公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽整

備等の連携により効率的、効果的な実施に努めている。

(2)有効性 本事業は、この漁村毎の特性に応じ、漁業者や地域住民等のニーズを

十分踏まえ、漁村の立ち後れた就労環境、生活環境の改善、漁港・漁場

の水域環境の保全、環境の保全、都市漁村交流の促進、後継者の確保等

により、地域住民の満足度の向上が図られていることから、本事業は政
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策手段として有効であると考えられる。

また、漁業集落排水による処理人口比率は、平成12年度末には前年

度に比べ３ポイント上昇し２１％、平成１３年度末には同３ポイント上

昇し２４％（速報値）となり、現状のまま推移すればアウトカム目標が

ほぼ達成される見込みであり、有効性は認められる。

(3)効率性 本事業は、事業実施主体が採択時の事前評価、事業着工から一定年数

等を経過した後の再評価を実施しており、この段階で費用対効果分析に

より費用と効果の関係を検証しているところである。

本事業の費用対効果分析においては、施設利用者の利便性向上、衛生

環境の向上等を便益を算定しており、14年度の新規着工地区において

は費用便益比1.18～5.35、13年度再評価実施地区においては費用便益

比1.02～1.49との結果を得ているところである。

、 、 、 、また 整備にあたっては 漁港の整備との一体的整備 集落排水施設

集落道等の同時施工を進めることが出来、工事の重複が避けられ、事業

の効率化が図られる。

(4)その他 漁港・漁場・漁村の計画的な整備による水産物の生産及び流通の基盤

( ､ ) づくりを総合的に行う事業を実施し、我が国周辺水域における水産資源公正性 優先性等

の適切な保存管理及び持続的利用、国民のニーズに的確に対応した水産

物の安定的な供給を図り、水産業と漁村の健全な発展に資するものであ

る。

漁村は、漁業活動の根拠地として、また、漁業者をはじめとする地域

住民の生活の場として、水産物の発展の基盤として重要な役割を果たし

ている。一方、前面が海、背後に山が迫るといった立地条件等から生活

環境の立ち後れ及び災害に対するぜい弱性という問題を有しており、漁

村の振興を図るためには、水産業の基盤の整備とともに、下水道、道路

等立ち後れた生活基盤の整備の推進が必要である。

政策手段の改善の 水産基本法において、

必要性、その内容 ①水産業の基盤の整備…水産業の生産性の向上を促進するとともに水産

、 、及びその理由 動植物の増殖及び養殖の推進に資するため 環境との調和に配慮しつつ

漁港の整備、漁場の整備及び開発

②漁村の総合的な振興…地域の水産業の健全な発展を図るとともに、景

観に優れ、豊かで住み良い漁村とするため、地域の特性に応じた水産業

の基盤の整備と防災、衛生等の生活環境の整備その他の福祉の向上

③都市と漁村の交流等…国民の水産業及び漁村に対する理解と関心を深

めるとともに、健康でゆとりのある生活に資するため、都市と漁村との

交流促進、遊漁船業の適正化 が具体的施策として打ち出されている。

このことから、水産業の基盤の整備、漁村の総合的な振興及び都市と

漁村の交流等を推進することが、水産業の健全な発展を図るうえで重要

であり、今後においても更なる当施策の推進が必要である。
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政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 漁村の特性に応じ、漁村の生活環境・就労環境の改善と自然災害等に

の所見 対する防災上の安全性の向上を図ることは必要であり、これに資するた

め、漁村における集落排水施設、集落道等の整備を行う本事業の必要性

は認められる。

（２）有効性

本事業の達成目標は、漁村の生活環境・就労環境の改善と安全で快適

な漁村の形成とされているが、これらのアウトカムの一つとして、１０

年後の漁業集落排水の処理人口比率を小都市並（概ね６割）にすること

が、漁港漁場整備長期計画において設定されており、平成１３年度末で

２４％と前年より３ポイント上昇し、一定の効果が認められる。しかし

ながら、地域住民の定住効果や都市住民との交流効果等について、効果

が把握されておらず、今後検証する必要がある。

（３）効率性

事前評価、再評価の段階で費用対効果分析が導入されていること、水

産公共事業（補助事業）におけるコスト縮減実績の推移からみて、工事

コストの低減が伺えることから、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。しかしながら、１３年度の工事コストにつ

いては、８年度に対して９．６％の縮減となっており、今後も継続的な

コスト縮減に向けて改善が必要である。

（４）総括意見

本事業の必要性は認められるものの、効率性の改善が必要であり、有

効性についての検証が必要である。このため、その有効性が客観的に検

証しうるよう、事後の段階においてこれらを把握するための仕組みを整

備し、来年度改めて有効性の検証を行う必要がある。




