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政策手段(事業)名 水産物産地流通加工施設 政策手段所管課名 水産庁加工流通課

高度化対策事業

政 (1)目的 多様化・高度化する流通・消費システムに的確に対応し、安全かつ高

策 品質な水産物を安定的に供給するとともに、水産物の流通加工分野にお

手 ける循環型社会への的確な対応を推進するために必要な施設の整備を推

段 進し、水産業の健全な発展と消費者ニーズに対応した水産物の安定的な

の 供給の確保に資する。

概

要 (2)内容 〔施策の対象〕年間水揚量が５千トン以上の大型拠点産地であって、特

に産地市場再編整備計画、地域水産総合衛生管理対策推進

事業基本計画が策定されている地域における水産物の流通

・加工機能の強化のための施設の整備。

水産加工団地における環境負荷低減のための施設、特に

廃棄物を資源として再利用するなど循環型社会の構築に資

する施設の整備。

補助：地方公共団体等

産地市場機能高度化施設：卸売場建物、集配施設、資材保管施設等

安定供給機能高度化施設：製氷・貯氷施設、冷凍・冷蔵施設等

広域流通機能高度化施設：処理配送施設、原料製品保管施設等

環境対策高度化施設：排水・廃棄物処理施設、再資源化施設

加工技術高度化施設：試験研究施設

品質管理高度化施設：製造加工施設、品質検査施設等

(3)達成目標 主要生産拠点における卸売市場、冷蔵施設、製氷施設、水産加工施設

等の機能強化、品質・衛生管理体制強化を図り、また、水産加工業によ

る環境負荷を最小化することにより、安全・安心な水産物が安定的・持

続的に供給される基盤を確立する。

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

消費者ニーズ 中間流通コ ６％削減

に対応した水 スト (平成18年

産物の流通加 度)

工

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 事業効果 アウトプット アウトカム

念図）

水産物流通・加工の効 効率的かつ 消費者ニー

率化 衛生管理水 ズに対応し
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準の高い水 た水産物の

水産物の品質・付加価 産物流通基 安定的な供

値の向上 盤の確立。 給の確保。

循環型社会

に対応した

海 洋 環 境 の 保 全 水産加工基

盤の確立。

事業予算等の推移 13年度 14年度 15年度

千円 千円 千円（直近３カ年） 予算額 執行額 2,072,869 2,017,046 1,227,137（ ）

(1,988,849 (1,160,847 (1,183,073 )千円) 千円) 千円

千円 千円繰越額 0 726,752

地区数 ８ １１ ７

事業の効率性を － － －

示す指標の推移

※15年度は当初予算額（交付決定額）

事業のこれまでの ① 衛生・品質管理体制の強化

具体的成果 課題：ＨＡＣＣＰ手法の導入等による衛生・品質管理体制の強化【水産

基本計画第３の２（５）水産加工業及び水産流通業の健全な発展－ア

事業基盤の強化 】」

実績：水産物を取扱う空間を区分し、その空間を衛生的に保ち温度管理

を可能とする等の対策を施した卸売場建物や処理加工施設の整備、ま

た、流通過程において水産物を常時低温に保ち品質劣化や腐敗を防止

するために不可欠な氷を供給する製氷・貯氷施設の整備を実施。

（１３年度：北海道枝幸町、同古平町、銚子市、１４年度：函館市、

北海道枝幸町、１５年度：下田市、大分県鶴見町）

効果：水産加工場におけるＨＡＣＣＰ導入率（※）が６．０％（１２年

度）から１１．３％（１５年度）に上昇したほか、ＨＡＣＣＰを導入

した加工場に置いては品質向上により製品価格が向上する等の効果が

あった （※従業員２０人以上の２１８８社を対象に算出）。

１３枝幸町（加工施設 ：増産及び価格上昇効果約９１百万円／年）

１３古平町（加工施設 ：価格上昇・経費節減効果約５４百万円／年）

１３銚子市（製氷施設 ：経費節減効果約６４百万円／年）

② 水産物流通の合理化

課題：水産物流通の効率化・合理化による流通コストの削減【水産基本

計画第３の２（５）水産加工業及び水産流通業の健全な発展－ウ流通

の合理化】

実績：産地市場の統合整備、拠点市場における水揚や集配の作業効率向

上等のための整備を実施。

（１３年度：三浦市、萩市、１４年度：岩手県種市町、鴨川市）
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効果：作業効率の向上による経費節減、魚価向上の効果があった。

１３三浦市（集配施設 ：水揚作業スピードが約１．７倍に向上）

１３萩市（卸売市場 ：魚価向上効果等約８６百万円／年）

③ 水産物の安定供給の確保

課題：水揚量の季節変動が著しい水産物を安定的に供給

実績：豊漁期に余剰分を貯蔵し閑漁期にこれを放出するための貯蔵施設

（冷凍庫等）を整備。能力も向上。

（１４年度：焼津市、１５年度：気仙沼市）

効果：冷凍能力の向上（低温化）により貯蔵水産物の品質向上、原料の

確保による水産加工場の操業の安定化が図られたほか、省エネ化等に

よる経費削減、オゾン層を破壊するフロンを他の冷媒に切り替えるこ

とによる環境負荷低減の効果もあった。

④ 環境への負荷の低減及び資源の有効利用

課題：水産加工業等による環境への影響を低減させるとともに資源リサ

イクルによる循環型社会の構築を推進【水産基本計画第３の２（５）

水産加工業及び水産流通業の健全な発展－エ環境への負荷の低減及び

資源の有効利用】

実績：水産加工処理過程で生じる廃棄物（加工残滓）や排水の処理・再

資源化施設を整備。

（１３年度：北海道雄武町、焼津市、長崎市、１４年度：北海道羅臼

町、同森町、稚内市、松浦市、長崎市ｘ２、鹿児島市、１５年度：北

海道別海町、青森県平内町、銚子市）

効果：加工残滓、排水が適切に処理されるようになり水産加工場の操業

の安定化や周辺環境の改善が図られたほか、廃棄物から生産される肥

料やエサの販売利益が生じたことにより廃棄物処理コストの削減が図

られた。

１３雄武町（残滓処理 ：処理経費削減効果等約８０百万円／年）

１３焼津市（再資源化 ：処理経費削減効果等約１４７百万円／年）

１３長崎市（再資源化 ：処理経費削減効果等約９百万円／年）

(1)必要性 ① 必要性・緊要性

四面を海に囲まれた我が国において、水産物は、古来から国民の重要

な食料であることに加え、近年は食品の安全性の確保及び品質改善が強

く求められており、安全かつ高品質な水産物を安定的に供給する体制の

評 確立が極めて重要な課題となっている。

具体的には、産地市場の統合等による水産物流通の合理化、ＨＡＣＣ

価 Ｐ手法の導入等による衛生・品質管理体制の強化、水揚量の季節変動が

著しい水産物を安定的に供給するための貯蔵施設の整備である。

結 また、消費者ニーズの多様化により水産加工業の需要も高まっている

が、水産加工場等からの排水や廃棄物の処理・再資源化体制が十分に整

果 っているとはいえないことから、これらによる環境負荷の低減、循環型
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社会の構築を早急に推進することにより、水産加工業の安定的な操業と

健全な発展を図る必要がある。

② 公益性

本事業は、水産基本法の基本理念である水産業の健全な発展や水産物

の安定供給の確保を図るために必要な施設の整備を推進するものであ

り、公益性は高い。

③ 官民の役割分担

安全・安心な水産物の安定供給を確保するため、品質・衛生管理の高

度化や流通の効率化が求められていることから、特に重要な役割を果た

している大規模産地における品質・衛生管理の高度化や流通の効率化の

ための施設整備に対し、国が一定の支援を行うことにより漁業者等の自

助努力を促し、安全・安心な水産物の安定供給確保に必要な基盤整備を

推し進めるものである。

また、水産加工施設からの廃棄物・排水の再資源化等の施設について

は、その目的が循環型社会の構築による環境負荷低減であり、直接には

生産者の利益となりにくいものであることから、その推進を図るために

は国が一定の支援を行う必要がある。

④ 国と地方の役割分担

本事業は、水産基本法の基本理念である「水産物の健全な発展や水産

物の安定供給の確保」を図ることを目的として、また、水産基本法第２

（ ） 、５条 水産加工業及び水産流通業の健全な発展 を具現する施策として

全国的な流通加工体制を整えるべく、大型拠点産地における流通・加工

施設を整備するものである。すなわち、本事業が対象とする施設は、そ

の役割や効果が複数県に及ぶ広域拠点施設であり、都道府県単位で対応

することは困難であることから、また、それぞれの都道府県の判断によ

り実施することによる重複や過大投資を避ける観点から、地方の自主性

と創意工夫を活かしつつも、国が全国的な視野から審査し助成していく

必要がある。

(2)有効性 ① 衛生・品質管理体制の強化

「品質」が消費者には見えにくいこともあり、衛生管理高度化が必ず

しも製品価格に反映されるとは限らないが、食品としての水産物の安全

性向上には直接的に効果がある。

② 水産物流通の合理化

魚価上昇の効果は顕著には表れていないが、作業効率向上による経費

節減、市場統合による流通合理化の効果はある。

③ 水産物の安定供給の確保
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冷凍保管は、水揚量の季節変動が著しい水産物の供給を安定化させる

上で最も有効な方法である。

④ 環境への負荷の低減及び資源の有効利用

加工残滓、排水が適切に処理されるようになり水産加工場の操業の安

定化や周辺環境の改善に大きな効果があったほか、廃棄物から再生産さ

れる肥料やエサの販売利益が生じたことによる廃棄物処理コストの削減

効果もある。

(3)効率性 本事業の実施に当たっては、費用対効果分析を含む事前評価を行い、

期待される効果が費用を超える場合について、事業を実施することとし

ている。

また、平成１６年度において、事業の効率的な実施を図る観点から、

一部施設について上限建設費を設定する等の見直しを行っている。

(4)その他 安全かつ高品質な水産物の安定的な供給の確保は一般消費者ニーズへ

( ､ ) の対応でり、環境対策も社会的ニーズへの対応であることから、その推公正性 優先性等

進のために政府が一定の支援を行うことには合理性がある。

政策手段の改善の 本事業については、予算の効率的な執行を図る観点から、漁協につい

必要性、その内容 ては認定漁協（※）に重点化する（平成１５年度 、無廃棄型水産加工）

及びその理由 団地基盤整備事業を環境対策等高度化施設整備事業と統合する（平成１

６年度 、上限建設費の設定や経営診断の義務づけなど採択基準を厳し）

くする（平成１６年度）等の見直しを行ってきたが、さらなる効率向上

を目指して、平成１７年度は他の類似事業との統合も視野に入れた見直

しを検討しているところである。

（※）認定漁協＝指導事業専任職員がいる、販売事業取扱高が20億円

以上、漁協の地区が市町村区域以上、資源管理の実践活動が確保さ

れている等の要件を満たしているとして、都道府県の認定を受けた

漁協。

①衛生・品質管理体制の強化、②水産物流通の合理化、③水産物の安

定供給の確保、④環境への負荷の低減及び資源の有効利用のいずれも観

点からも、これらに直接結びつく施設の整備という政策手段は有効であ

るが、漁獲量減少により当初計画どおりの実績を上げることができなか

った案件もある。

漁獲量変動は漁業の特性ゆえ避けられない要因ではあるが、そのよう

なリスクを可能な限り回避できるよう計画されているか、事業実施主体

が健全な経営基盤を有しているか等を確認するため、平成１６年度から

は「第三者による経営診断」を求めているが、引き続き事業計画の妥当

性について慎重に審査する必要がある。
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政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 水産加工業及び水産流通業の健全な発展を図り、国民に対して将来に

の所見 わたって水産物を安定的に供給することが必要となっている。

また、消費者ニーズに対応した安全・安心な水産物の供給や資源循環

型社会の構築等の要請に対応していくことが課題となっている。

本事業は、安全かつ高品質な水産物を安定的に供給する体制を整備す

るため、大型拠点産地において、流通機能の高度化のための施設、衛生

管理強化のための製氷施設、貯蔵施設、再資源化施設等の整備を行うこ

とを目的としており、必要性は認められる。

（２）有効性

本事業の実施により、衛生管理の体制強化、水産物流通の合理化、水

産物の安定供給の確保、環境負荷の低減等に資する施設整備を行い、販

売価格の上昇、経費節減、HACCPの導入、環境負荷の低減、廃棄物処

理コストの削減等に効果が示されていることから、一定の効果はあった

ものと認められる。

今後、本事業全体として、政策目標である「消費者ニーズに対応した

水産物の流通・加工」に対する効果を検証するとともに、より高い効果

が得られるように、施設を整備する際の目標値の設定、効果の検証、効

果が発揮されていない場合の改善指導、事業内容の見直し等による有効

性の改善が必要である。

（３）効率性

本事業については、これまでに事業主体の重点化、類似事業の統合、

上限建設費の設定等が行われており、一定の効率性が認められる。

しかしながら、本事業の有効性を確保し、適切な予算の配分と執行を

図る観点から、類似の事業（主として沿岸漁業を対象に行う高度衛生管

理型水産物供給施設モデル整備事業）との統合等により効率性の改善を

図る必要がある。

（４）総括意見

【有効性・効率性の改善が必要】

本事業の実施による効果の検証を行うとともに、より高い効果が得ら

れるように有効性の改善を行うとともに、類似の事業の統合等による効

率性の改善が必要である。


