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政策手段(事業)名 内水面域振興活動推進費 政策手段所管課名 栽培養殖課

政 (1)目的 地域住民や内水面利用者に対する内水面利用等に関する啓発活動、一

策 般消費者等を対象とした料理講習会等の開催などを行うことにより、内

手 水面における水生生物の生息しやすい豊かな自然環境の保全や内水面生

段 産物（ニジマス、コイなど）の消費拡大などによる内水面漁業・養殖業

の の健全な育成、地域の活性化、水産物の安定的な供給等に資する。

概

要 (2)内容 ［施策の対象］内水面における水生生物の生息しやすい豊かな自然環境

の保全、内水面生産物の消費拡大

補助：全国内水面漁業協同組合連合会

① 講習会、研修会、体験学習等の開催や現地指導等による内水面漁業

制度、河川・湖沼の環境の保全等内水面の適正な利用に関する啓発

② 料理講習会、産地見学会等の開催、パンフレットの配布等による内

水面生産物の消費拡大

③ 適正飼育マニュアルの作成等による品質向上等

(3)達成目標 地域住民その他内水面利用者に対する啓発活動、内水面生産物の消費

拡大等を行うことにより、

① 内水面における水生生物の生息しやすい豊かな自然環境の保全

② 内水面漁業・養殖業の健全な育成と地域の活性化

③ 持続的生産目標（内水面）の達成

に寄与する。

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

％つくり育てる漁 関係漁業生産量 主 2,016千トン（ 1,995 406

千トン ー業の推進 な栽培漁業対象魚 (平成18年度)

、 ）種 海面養殖業等

の維持及び増大

〈事業の内容〉事業効果と政策目

標等との関係（概

講習会、研修会、体験 料理講習会、パンフ 適正飼育マニュアル念図）

学習や現地指導等を通 レットの配布等によ の作成等による養殖

じた啓発活動 る消費拡大活動 管理体制の改善

〈事業効果〉

地域住民、遊漁者等内水面 一般消費者等の内水面生産物の安全性、有

利用者の知識や意識の向上 用性に関する意識の向上、消費意欲の増進

〈施策目標〉

豊かな自然環境の保全、漁業・養殖業の振興と地域の活性化、生産目標の達成
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事業予算等の推移 12年度 13年度 14年度

（直近３カ年） 予算額 執行額 44,185千円 44,185 44,185（ ）

(37,431千円) (37,431千円) (37,431千円)

地区数 － － －

事業の効率性を － － －

示す指標の推移

事業のこれまでの １ 遊漁者等の他内水面利用者に対する適切な指導、啓発を図るため、

具体的成果 漁協組合員等を対象とした講習会を開催（43回、2,530人 、内水面）

漁連の水産環境保護員（67人）に対する研修会の開催、水産環境保

護員による漁協監視員等への指導（全国42ヶ所、1,240人）などを行

、 、 。い 河川・湖沼における現地指導 啓発活動の充実・強化が図られた

２ 学童を対象とした種苗の体験放流等の体験学習会の開催（31内水

）、 、 、 （ ）、面漁連で189回 標語 作文 絵画等の募集 小学生等1,760人応募

（ ） 、釣り教室の開催 小学生と保護者を対象：全国24ヶ所 などを行い

種苗放流による水産資源の増殖の意義や魚の住みやすいきれいな河川

・湖沼の保全に対する意識の向上、環境教育が図られた。

３ 流域住民や遊漁者等を対象に 「水と樹木のシンポジウム 「内水、 」、

面フォーラム」などの開催（全国3ヶ所、390人参加 、河川清掃活動）

の実施（全国42ヶ所、7,758人参加）などを行い、内水面の現状やき

れいな川・豊かな自然環境に対する認識・意識の向上、地域ボランテ

ィア活動への積極的な参加意欲の向上などが図られた。

４ 遊漁者や学童などが訪れる漁協の管理施設、体験学習施設、河畔・

湖畔の休養施設などに、内水面における制度・マナーなど利用等に関

するポスターを配布（12,750枚）するとともに、流域の小学校、体

験学習会への参加児童、遊漁者などへ下敷（67,800枚 、パンフレッ）

ト（36,600部）の配布などを行い、正しい内水面の利用について意

識の向上が図られた。

「 」５ 外来魚の駆除活動を行っている内水面漁協等に 外来魚駆除事例集

（1,500部）を配布し、効果的な駆除手法の普及を図るとともに、遊

漁者等に対し違法放流防止啓発資料（シール：2,500枚、バッジ：2,5

00個等）を配布し、違法放流防止の啓発が図られた。

６ 農林水産まつり等各地で開催されるイベントにおいて、内水面生産

物の試食会、料理講習会を開催し（全国8ヶ所、266,160人参加 、地）

域特産物や食材としての有用性の認識の向上が図られた。

７ 一般消費者を対象とした料理講習会の開催（全国11ヶ所、397人参

加 、養殖場の視察等産地見学会（84人参加 、アイデア料理コンテ） ）

スト等の開催（全国11ヶ所、約60,000人参加 、学校家庭科教材とし）

て原魚の提供（全国12ヶ所）を行い、参加者等に対するアンケート

調査による消費者ニーズの的確な把握を行うとともに、内水面生産物

に対する安全性や多彩な料理方法など食材としての有用性の認識が深

められ、消費意欲の増進が図られた。

８ 魚病の種類と予防対策等に関する飼育マニュアルなどを作成し、養

殖業者等に配布を行い、生産性の向上と品質の向上が図られた。
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(1)必要性 内水面においては、人為的な開発行為や水質の低下等に加え、近年の

、 、ブラックバス等外来魚の生息域の拡大等により 漁業対象種のみならず

希少水生生物を含め生物生息環境は悪化してきている。

漁業は、本来、自然のすぐれた再生産機能を利用することによって成

評 立している環境依存型の産業であり、このため、水産資源の持続的利用

が図られるよう、資源を守り育てていくための啓発活動等による内水面

価 の生物生息環境の保全等を図っていく必要がある。

これは、内水面漁業・養殖業の健全な発展と安定的な水産物の供給、

結 健全なレクリエーションの場の提供など内水面が有する多面的機能の発

揮など公益性の高いものである。

果 また、内水面漁業・養殖業の盛んな地域の多くは中山間地域に属し、

農林業、観光業等と密接に関連しながら地域の産業・社会を形成してい

るが、高齢化や後継者不足、過疎化が進むなどますます厳しい状況にあ

るとともに、国民のライフスタイルの変化や食品に対する志向性の多様

化が進む中、コイ料理など中山間地域のける我が国の伝統的な食文化に

触れる機会が減少してきている。

このため、消費者ニーズに対応した供給体制の構築や淡水性魚介類の

食材としての安全性、有用性の普及等を推進し、水産資源を活用した地

域の活性化等を図っていく必要がある。

(2)有効性 本事業では、体験学習、河川・湖沼の清掃活動の推進等を通じて、国

民全体の環境問題や環境施策に対する意識の向上に寄与することを目的

としている中で、河川清掃活動の実施県及び参加者数は、平成12年の1

6都府県約５千人から平成14年は23都府県約８千人と増加しており、ま

た、平成１３年５月に内閣府が行った「自然の保護と利用に関する世論

調査」において、

① 「人間の生活がある程度制約されても、多種多様な生物が生息でき

る環境の保全を優先する」が前回調査（平成８年11月）の33.0％か

ら35.0％に上昇

② 自然保護が必要な理由については 「子供達の健全な成長や自然を、

学場として大切」が37.7％から43.6％に 「動植物の生態系を守るこ、

とは重要」が27.7％から27.8％に 「野外レクリエーションの場とし、

て大切」が4.8％から5.2％にそれぞれ上昇

③ 自然保護活動への参加に関する意識については 「参加したことが、

ある」が53.6％から57.4％に、参加した活動内容は「河原や公園、海

辺などでゴミ拾いをするなどの美化清掃活動」が最も高く、43.4％か

ら45.1％に上昇し、さらに、今後、どのような活動に参加したいかに

ついては「河原や公園、海辺などでゴミ拾いをするなどの美化清掃活

動」が最も高く、67.6％から70.5％に上昇

しているなど、国民全体の自然保護に対する意識の高まりには、本事業

を含む啓蒙普及活動が少なからず貢献している。

生息域を拡大し、在来種を取り巻く生態また、人為的な放流により

系に悪影響を与えているブラックバス等外来魚について、違法放流防

止の啓発・監視活動等を行うことにより、遊漁者や地域住民などに外

来魚問題が認識され、

① 違法放流者の発見（富山県で違法放流を行った会社員を住民が警

察に通報）や違法放流の抑止効果

② 遊漁者等がこれら外来魚を捕獲した場合には漁協に報告され、新た

全国内水面漁業協な生息水域の早期発見と早期対策の実施に寄与（

同組合連合会において、 全国の漁業権設定河川1999年から毎年度、

・湖沼における生息状況をとりまとめ）
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③ 一般遊漁者や地域住民による駆除を目的とした釣り大会の開催 福（

島県、新潟県、滋賀県等 、土地改良区との連携による農業用溜池の）

駆除など駆除活動の推進

など、新・生物多様性国家戦略（平成１４年３月関係閣僚会議決定）

に定められたブラックバス等外来魚の生息域の拡大防止、生息数の減

。少に寄与している

さらに、ニジマスなど川魚は、都市圏の消費者や若い世代になじみが

なく、また、大量消費食材でもないことからスーパー等における積極的

にＰＲがなされない中で、消費者等が自ら多彩な調理を実践したり、養

殖場の視察により生産されている環境等を認識することは、参加者に対

し講習会等の前後で実施した意識調査結果（下記参照）にあるように、

これまで持っていたイメージを変え購入意欲が増進されるとともに、参

加者による口コミなどによる相乗効果が見込まれるなど有効性が認めら

れるものである。

《首都圏を中心とした料理講習会》

東京、大阪、福岡など全国１１箇所（参加人数：384人）

「今後、家庭で購入したいと思いますか」の質問に「思う」と回答した人は

講習会前の68％から講習会後は80％に増加 「バラエティーに富んだ料理や簡、

単な調理方法を新たに知ることができ、購入回数を増やしたい」など「参加し

て良かった 「ニジマスの認識を新たにした」とする多くの回答があり、購入」、

意欲が大幅に増進される結果が得られている。

《産地見学会（養殖場視察等 》）

東京、神奈川在住の消費者（参加人数：80人）

参加者は、養殖生産現場、飼育管理の実態を知ることができたことで、ニジ

マスに対するイメージでは ドロ臭い という回答はなく きれいな魚 美「 」 、「 」、「

味しい魚」とのなど認識を新たにしたとの結果となっている。

《家庭科用料理教材の提供・料理講習》

東京家政学院短期大学ほか10大学（参加人数：1,095人）

「今後、家庭で購入したいと思いますか」の質問に「思う」と回答した人は

も講習会前の47％から講習会後は80％に大幅に割合が増加しているなど、ニ

ジマスに対するイメージの変化や購入意欲が大幅に増進される結果が得られて

いる。

(3)効率性 内水面における生物生息環境の保全や豊かな自然環境の保全など一般

国民を対象とした啓発は、その対象者を限定し（地域住民や遊漁者等内

水面利用者 、当該地域の内水面（河川・湖沼）の特性や環境について）

熟知している者（内水面漁業協同組合等：全国で約95０組合）が講習

会、現地指導等により実施していくことが最も効果的かつ効率的な手段

である。

また、国民のライフスタイル等の変化や食品に対する志向性の多様化

が進行している中、鯉料理など伝統的な食品は馴染みのないものとされ

つつあることから、多彩な調理方法の普及等による食材としての安全性

や有用性の認識を深めていくことが、消費の拡大につながる効果的な手

段である。

、 、 、なお 事業執行額は同額で推移しているが 事業の実施に当たっては

① 事業実施地区数を増加し１地区当たりの事業費を縮減

・河川清掃活動 H12：16都府県 → H14：23都府県

・標語、作文等の募集 H12：10都府県 → H14：15都府県

・料理コンテスト等の開催 H12：7か所 → H14：11か所

② 学童を対象とした体験学習などで既に地域に定着したものは補助対

象外とする



非公７３- 5

などにより、予算執行の効率化を図りながら、事業効果の拡大を図って

いる。

(4)その他

( ､ )公正性 優先性等

政策手段の改善の 政府は、2007年度までに、週40時間労働制の定着、完全週休２日制

必要性、その内容 の普及促進 「長期休暇」や連続休暇の普及促進などの施策を推進し、、

及びその理由 年間総労働時間1,800時間の達成・定着を目指している。

〔労働者１人平均年間総労働時間の推移〕

1991：2,008時間 → 1996：1,912時間 → 2001：1,848時間

加えて、平成14年度から新教育課程がスタートし、学校の週休５日

制が完全実施されるなど、今後、さらに国民の余暇時間は増大していく

傾向にある。

このような国民の余暇時間の増大を踏まえ、豊かな自然環境の中で遊

漁等の健全な親水性レクリエーション等を通じたゆとりや潤いのある生

活を実感・体験（又はチャレンジ）できるような利用促進活動の実施と

ともに、増加する利用者に対し正しい内水面の利用方法やマナーを効果

的かつ効率的に修得させていくよう啓発活動を一体的に図っていく必要

がある。

また、ニジマス、コイなどの内水面生産物については、消費者ニーズ

を的確に捉えつつ、地域のホテル、旅館などにおいて調理しやすい提供

方法、調理方法の講習等による産地の利点を活かした地産地消の推進、

長期的な展望（世代の交代）に立って次世代の子供達が食する機会の増

加に向けた取組など、対象者の重点化や手法の多様化を図りつつ、事業

を展開していく必要がある。

政策評価総括組織 (１)必要性

（企画評価課長） 内水面における水生生物の生息しやすい豊かな自然環境の保全のため

の所見 に、地域住民や内水面利用者はもとより、そこに訪れる遊魚者等へ、自

然環境を維持・保全する啓発活動等を行うことは必要と考えられる。

(２)有効性

自然環境の維持・保全に対する国民意識の高まりや活動への参加者割

合の増加が他機関の調査結果で示されており、本事業による効果とも考

えられるものの、本事業単体による効果について検証し、有効性が向上

するよう改善する必要がある。

また、養殖生産物の消費拡大に対する取組については、アンケート結

果等により一定の有効性は認められるものの、必ずしも全国的な消費拡

大へ繋がっているとは考えられないことから、有効性の改善が必要であ

る。

(３)効率性

毎年度同額の執行額の中で、事業実施箇所の増加等により効率的に事

業が行われていると考えられる一方で、同じ活動が繰り返され創意工夫

が行われなくなる面もあることから、効率性の改善が必要である。

(４)総括意見

【有効性、効率性の改善】

本事業の必要性は認められるものの、諸活動の効果や手法を検証しつ

つ、有効性、効率性が向上するよう、事業を見直す必要がある。


