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政策手段(事業)名 水産資源増殖振興施設整 政策手段所管課名 水産庁 栽培養殖課

備事業

政 (1)目的 水産基本計画に基づき、環境との調和に配慮した増殖の推進により水

策 産物の安定供給の確保を図るため、栽培漁業対象魚種の種苗生産、さけ

手 ・ますの人工ふ化放流事業等に必要な施設の整備を行う。

段

の (2)内容 ［施策の対象］

概 補助金（都道府県、民間団体等）

要 ①栽培漁業施設整備

種苗生産技術開発の成果を充分に活用した種苗生産施設の増強、回遊

性資源を増大させる上で拠点となる施設整備、健全な種苗を生産するた

めの種苗生産環境の整備、補完的な種苗生産施設の整備を実施する。

②さけ・ます増殖施設整備

さけ・ます資源の効率的な造成、環境負荷の低減及び高品質資源造成

のための種苗生産施設及びさけ・ます類の溯上及び降下のための通路整

備等を実施する。

(3)達成目標 本事業で施設整備を行うことによって、種苗生産能力の増大、健苗の

放流、種苗生産の効率化・省力化、天然再生産の助長等を推進し、放流

対象種資源の増加、さけ・ますの回帰率向上、生産コストの低減等を図

ることによって、我が国水域における水産資源の維持増大を図り、その

持続的利用に寄与する。

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

1,995千ト 406％つくり育てる漁業 関係漁業生産 2,016千トン

ン ーの推進 量（主な栽培 (平成18年度)

対象魚種、海

面養殖業等）

3.1% －サブ指標： 2.3％以上の維

A全国のサケの 持

回帰率

※平成１４年度政策評価結果は現在取りまとめ中である。
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＜事前評価時の効果算定項目＞ ＜政策目標＞事業効果と政策目

アウトプット←→アウトカム標等との関係（概

種苗生産施設の 水産資源の持続念図）

漁業生産向上 増強 的利用の推進事

種苗放流量の増大 拠点施設の整備 水産物の安定供

さけ・ますの回帰率向上 施設の省力化・ 給確保業

経費節減 効率化 沿岸漁業資源の

生産コストの低減 環境負荷低減施 回復効

事業の集約化・省力化 設の整備

環境保全 魚道の整備果

環境負荷の低減

天然産卵の助長

（百万円）

12年度 13年度 14年度事業予算等の推移

栽 予算額 ８５５，２９０ ５１８，０１３ ２９０，２０７

培 （執行額） （１８，９０７） （２２，１４６）（３４０，１３４）

施 整備施設数 ５施設 １施設 １施設

設 事業の効率性を 費用対効果分析を行い、1.0以上の事業を採

整 示す指標の推移 択している。

備

事

業

さ 予算額 ３４５，６６７ ２８０，８１８ １９７，０２６（直近３カ年）

（１９４，２０６） （３４２，０４４） （２２３，９９４）け （執行額）

ま 整備施設数 ９施設 ９施設 ５施設

す 事業の効率性を 費用対効果分析を行い、1.0以上の事業を採

増 示す指標の推移 択している。

殖

施

設

整

備

事

業

※本事業は、元々「栽培漁業振興施設整備事業」及び「さけ・ます増殖

効率化施設整備事業」という別の事業として実施されてきたが、増殖振

興の目的が同一であることから、事業を効率的に執行するため 「水産、

資源増殖振興施設整備事業」として平成１４年度に統合を行ったところ

である。
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事業のこれまでの 直近３ヶ年においては、栽培漁業施設７箇所、さけ・ます増殖施設２

具体的成果 ３箇所の整備を実施している。

（事業実施状況）

項目 年度 整備箇所 整備の内容 期待される効果

栽 １２ 泉南郡（大阪府） 取水施設整備 種苗生産の効率化

培 牛深市（熊本県） 濾過施設整備 種苗生産の効率化

漁 他３件

業

施

設 １３ 勝浦市（千葉県） 取水施設整備 種苗生産の効率化

備 １４ 熊石町（北海道） 取水施設整備 種苗生産の効率化

事

業

さ １２ 瀬棚町（北海道） ふ化施設、給排水施設 健苗放流による回帰率向上

け 八戸市（青森県） ふ化施設、給水施設 健苗放流による回帰率向上

・ 釜石市（岩手県） 作業の省力化自動給餌・池清掃施設等

ま 他６件

す １３ 羅臼町（北海道） ふ化施設、稚魚飼育池 健苗放流による回帰率向上

増 宮古市（岩手県） 作業の省力化自動給餌・池清掃施設

殖 柏崎市（新潟県） ふ化施設・稚魚飼育池 小規模施設の集約化

施 他６件

設 １４ 椴法華村(北海道) ふ化施設、稚魚飼育池 健苗放流による回帰率向上

整 白老町（北海道） 稚魚飼育池 健苗放流による回帰率向上

備 野田村（岩手県） 稚魚飼育池 壁面整備による省力化

事 浪江町（福島県） 親魚捕獲採卵施設 作業の省力化

業 遊佐町（山形県） 親魚残滓処理施設 処理コスト及び環境負荷の低減

これらの施設整備により、現在までのところ、濾過施設の整備による

栽培種苗の生残率の向上（約14％→約50％ 、稚魚飼育池等の整備によ）

るサケ放流稚魚の大型化（平均1.0g→平均1.6g 、施設の集約化等によ）

る生産コストの低減（人件費、動力費等を中心に約10％の削減）など

の効果が見られている。

(1)必要性 １．国民や社会ニーズに照らした妥当性、公益性

沿岸水産資源の増殖を推進し、持続的な漁業生産体制を構築すること

は、沿岸漁業の振興と国民に対する水産物の安定供給に欠くことの出来

ないものであり、資源の増殖に必要不可欠な種苗生産施設等の整備を行

評 う本事業の公益性は極めて高い。

価 ２．官民の役割分担、民営化や外部委託の可否

本事業は主として、放流により無主物となる種苗を生産するものであ

結 るため、受益が不特定多数に及ぶほか、水域環境や生態系に対する配慮
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も必要となるため、公益性が高く、収益性になじまないことから、私的

果 動機に委ねるのみでは不十分であり、公的資金の導入が不可欠である。

３．国と地方の役割分担

我が国の栽培漁業については、国が基礎的な技術開発を、都道府県が

応用的技術開発と種苗の生産を実施するとの役割分担がなされており、

都道府県がその役割を遂行する上で必要な施設の整備に対して、国が補

助を行っている。さけ・ますの施設整備に当たっては、都道府県は国と

ともに補助事業者として相応の費用負担を行うほか、事業実施主体に対

し指導・助言を行っている。

４．緊急性の有無

近年、我が国周辺水域における水産資源の減少傾向に対応して、速や

かな資源回復計画の実施が求められており、漁業経営も低迷している状

況にある。こうした中で、水産資源の維持及び増大を図るためには、環

境との調和に配慮しながら、積極的な種苗放流の推進等による資源の培

養を図っていく必要があり、そのために必要な種苗生産施設等の整備を

早急に進める必要がある。

、 、(2)有効性 つくり育てる漁業を推進し 水産資源の持続的な利用を図るためには

増養殖の対象となる魚種の種苗生産を確実に行うことが必要であり、本

事業による施設整備はそのために不可欠なものである。

都道府県の栽培漁業センターは全国で約５５ヶ所あり、ヒラメ、アワ

ビ、マダイ、クルマエビ等、都道府県の基本計画に定められている魚種

の種苗生産を行っており、特に資源回復計画の対象種であるトラフグ等

をはじめ、資源の減少が著しい魚種を対象とした漁獲量減少対策として

種苗生産数量の増大に大きく貢献している。

また我が国のさけ・ます資源は、その殆どが、増殖施設を用いた人工

ふ化放流事業によって維持されている。さけ・ますの増殖施設は、現在

全国に約290箇所存在し、毎年約20億尾の稚魚が放流されている。放流

されたサケ稚魚は、広く北太平洋を回遊しながら成長し、3～5年後に

放流された河川の周辺に回帰する。我が国に回帰したさけの数は、平成

１３年度で約5,800万尾（211千トン）となっており、北日本における

沿岸漁業の振興と消費者への水産物の安定供給に大きく貢献している。

(3)効率性 本事業の採択に当たっては、原則として費用対効果分析を実施してい

るほか、地域の増殖計画等から見て施設の規模が適正であることを要件

としているほか、対象とする魚種の重点化や小規模施設の整理統合等、

種苗生産放流事業全体の効率化に寄与するかについても勘案している。

また、前述のとおり、本事業によって種苗生産の効率化、生産コスト

の削減等が図られているところである。さらに、平成14年の事前評価

における費用便益比率は、全体で1.38となっており、充分な投資効果が

見込まれている。
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(4)その他

( ､ )公正性 優先性等

政策手段の改善の 本事業は、事業の効率的な執行を図るため、平成１４年度に「栽培漁

必要性、その内容 業振興施設整備事業」及び「さけ・ます増殖効率化施設整備事業」を統

及びその理由 合したものである。

また今後はソフト事業と関連して資源回復計画と併せ栽培漁業の推進

による資源の積極的回復を図るために、種苗の大量生産・放流等に対し

て支援を行う施設整備事業を実施する必要がある。

政策評価総括組織 (１)必要性

（企画評価課長） 我が国周辺水域における水産資源の減少傾向の中、水産物を安定的に

の所見 供給していくことが必要であり、そのために種苗生産能力の増大、種苗

生産の効率化・省力化等を図る施設を整備し、水産資源の維持増大に資

する本事業は必要と考えられるが、予算額に対する実際の執行額の割合

が４割～５割に止まっていることから、必要性が低下しているものと認

められる。

(２)有効性

本事業により整備された施設による効果として、施設整備による栽培

種苗の生存率の向上等のデータが示されており、本事業による一定の有

効性は認められる。

しかし、実績評価のサブ指標であるサケの回帰率の達成状況（平成１

３年度は目標２．３％に対し３．１％の達成状況）に鑑み、今後本事業

がどの程度有効なのか、検証する必要がある。

(３)効率性

本事業の実施に当たっては、費用対効果分析を導入するなど効率性の

向上に向けた取組が進められているが、さけ・ます増殖施設整備事業に

ついて１施設当たりの執行額を見ると、平成１２年度は２千２百万円、

平成１３年度は３千８百万円、平成１４年度は４千５百万円となってお

り、年々増加する傾向が見受けられることから、今後、過大な施設整備

にならないよう、推進基準を明確化するとともに、コスト縮減に努める

など、効率性の改善が必要である。

(４)総括意見

【必要性が低下】

本事業の必要性は低下していると認められ、効率性の改善及び有効性

の検証が必要である。

このため、事業実施に当たっては、コスト縮減を図った上で執行額に

見合った予算規模にするなど、見直す必要がある。


