
政策手段別評価結果書の要旨

【政策手段名】

国産水産物新需要創出ビジネスモデル事業

【政策手段の概要】

目 的 国産水産物を利用した魅力的なビジネスモデルの確立を図る。

内 容 水産業協同組合等が、食品産業や小売業との連携により行う、新製品開発や最適な出荷ル

ートの構築等の取組に対して支援を行う。

達成目標 新たな需要創出による水産物の品目数 １５品目（目標年度：平成１９年度）

【政策分野の目標と政策手段の関連】

本事業により、国産水産物を利用した魅力的なビジネスモデルが確立され、政策分野の目標である「消費

地と産地における水産物の価格差の縮減」に寄与する。

【事業のこれまでの具体的成果】

未だ確立された成果はないが、平成１７年度においては、①消費者ニーズの把握、新製品の開発及び供給

試験、効率的な流通の確立に向けた実証試験等の取組、②水産業協同組合等による先進的な流通事例、水産

分野におけるビジネスモデル特許等の調査を行った。

【政策手段の改善の方向】

水産物流通の構造改革が緊急かつ不可欠な状況であることを踏まえ、これまでの取組に加え、産地市場の

統廃合や買受人の新規参入等の水産物流通構造改革を促進するため事業内容の見直しを行う。

【政策評価総括組織の所見】

消費地と産地の価格差の縮減は十分に進んでいない状況にあることから、流通マージンの削減も含めた水

産流通のあり方についての抜本的な施策の改善が必要となっている。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/15_2.pdf

担当：水産庁漁政課 ℡０３－３５０２－８１１１ （内線７０５７）



政策手段(事業)名 国産水産物新需要創出 政策手段所管課名 水産庁加工流通課

ビジネスモデル事業 政策評価担当課名 水産庁企画課

政 (1)目的 水産業協同組合等が、食品産業、小売業との連携により行う、新製品

策 開発や最適な出荷ルートの構築等の取組に対して、国が支援を行い、国

手 産水産物を利用した魅力的なビジネスモデルの確立を図る。

段

の (2)内容 （１）ビジネスモデル化実証事業（以下「実証事業」という。）

概 （事業主体：水産業協同組合等）

要 水産業協同組合等が、食品産業、小売業等の関連産業の民間企業

の協力を得ながら、

① 消費者ニーズの的確な把握やその結果に基づく新たな水産物商

品の企画（商標等で保護された地域ブランド化を含む）、試作品

の製造、最適出荷ルートの企画

② 流通・消費段階と連携した水産物商品の流通・サービスの実証

試験、またそれに基づく市場評価やコストの分析

③ 実証試験を踏まえた流通・サービスの工程プログラム化

等の事業を実施した際、必要な経費について助成を行う。

（２）ビジネスモデル化支援事業（以下「支援事業」という。）

（事業主体：(財)魚価安定基金、(社)漁業情報サービスセンター）

上記(1)の事業を効果的かつ効率的に実施できるよう、

① 実証事業の事業計画についての検討・助言及び実施結果につい

ての分析及び評価等

② 国産水産物の品質特性の調査

③ 地域ブランドの保護（商標等）の可能性の検討

④ 他産業における物流マネジメントの調査と水産物流通への応用

方策の検討

⑤ 既存のビジネスモデル特許の調査、水産物流通・サービス工程

のプログラム化の検討

等の事業を実施した際、必要な経費について助成を行う。

なお、 (財)魚価安定基金は①及び③から⑤を、(社)漁業情報サー

ビスセンターは、②を実施している。

(3)達成目標 １ 達成目標：新たな需要創出による水産物の品目数

（あらかじめ ２ 目 標 値：15品目（※）（目標年度：平成19年度）

成果目標が設 ３ 目標設定の考え方

定されている 本事業の達成目標は、単なるブランド化や新たな加工品開発といっ

場合は、成果 たものではなく、製品化に至るまでの消費者ニーズの把握の手法、ニ

目標） ーズに応えるための品質管理、物流方法等の供給プロセス全体を想定

しているものである。

なお、目標値は、各タイプ（①合併漁協や認定漁協等が連携して行

うモデル、②離島の地理的条件不利を克服し得るモデル、③ビジネス



モデル特許相当の先進的なモデル）各５品目の需要創出を目標に設定

している。

※品目数の数え方の例

「量販店向け当日水揚げ鮮魚の販売モデル」：1品目

「外食店向け当日水揚げ鮮魚の販売モデル」：1品目

(4)事業予算 １５年度 １６年度 １７年度

等の推移 予算額 ー ー 181,275,000円

（直近３カ年） 執行額 ー ー 145,685,206円

地区数 ー ー ６件（実証事業）

２件（支援事業)

※初年度にあたる平成17年度では、実施体制の整備等のため実証事

業の開始が遅れ（6件のうち2件が8月から、4件が12月から）、これ

により予算額と執行額に差が生じている

政 (1)政策手段 政 策 分 野 名 水産業の健全な発展

策 が関連する政 目 標 消費地と産地の価格差の縮減

分 策分野及び目 目標値（目標年度） 目 標 値：4.00倍以内確保

野 標 目標年次：毎年度

の

目 (2)政策分野 漁業者は、再生産が可能となる魚価を望み、消費者は、新鮮でかつ安

標 の目標の達成 価な魚を望んでいることから、本事業の属する政策分野の重点課題では、

と に向けての政 この相反する課題に対応するため、中間コストを削減するなどにより、

政 策手段の有効 産地と消費地の価格差の縮減を図ることとしている。

策 性（説明及び 本事業の実施により、水産物の付加価値向上による産地価格の上昇と

手 概念図） 中間コスト（流通コスト）が削減され、小売価格に占める産地価格の割

段 合が上昇し、価格差が縮減する。

の なお、概念図は別紙１のとおり。

関

連

事業のこれまでの １ 成果目標に対する実績：ー

具体的成果 ２ 取組状況

（成果目標が設定 (1) 実証事業では、６件の事業主体が平成17年度より新製品開発等の取

されている場合 組を行っており、現在は実証試験段階のため、未だ確立された成果は

は、成果目標に対 ないが、平成17年度では、消費者ニーズの把握、新製品の開発及び供

する実績） 給試験、効率的な流通の確率に向けた実証試験、地元の加工業者や大

学関係者との連携体制の構築等の取組が実施された（各事業主体の取

組概要は 別紙２のとおり）。

(2) 支援事業では、先端的な流通事例、ビジネスモデル特許、ビジネス

モデル実用化、品質特性等に関する調査を実施しているところであり、



平成17年度では、水産業協同組合等による先進的な流通事例、水産分

野におけるビジネスモデル特許、水産物の祖脂肪量の測定データの収

集・解析等の調査を行った。

(1)必要性 我が国水産業が国民に対して国産水産物を安定的に供給していくため

評 には、国産水産物ならではの価値を備えた新たな需要の創出により、適

正な評価による魚価の安定を図ることが急務である。

価 こうした国産水産物の新たな需要創出に向けた取組は、基本的には民

間の創意工夫により行うべきであるものの、厳しい漁業環境にある産地

結 においては、旧態依然とした出荷体制から脱皮できず、その結果、消費

者ニーズの変化に対応した供給体制が出来ていないのが現状である。

果 このため、これらの取組を行う意欲があり、産地の出荷拠点である水

産業協同組合等に対して、国が支援を行うとともに、必要な情報や知見

の提供等の支援体制を構築し、国産水産物の新たなビジネスモデルの確

立とその成果の全国水産業協同組合への普及を図る必要がある。

(2)有効性 現在、産地側の出荷体制が、多様化する消費ニーズに対応できないと

いう現状から、産地の出荷拠点である水産業協同組合等が、的確な消費

ニーズの把握に努め、産地の特性を活かした新たな商品の開発等のビジ

ネスモデルを構築し全国的な普及を行うことが、国産水産物の最も有効

な需要創出であり、ひいては魚価の安定にもつながる。

なお、平成17年度の実証事業では、例えば漁協が中心となって地元

加工業者、流通業者等と有限責任組合（LLP）を設立し（水産業協同組

合では初めて）、これによる新商品の開発等を行うなど、水産業協同組

合と地域内外の他産業との連携による取組が促進された。

また、平成17年度の支援事業では、実証事業の事業主体に対して専

門家による事業計画の審査や事業結果の評価・分析が行われ、効果的・

効率的な実証事業の執行に向けた支援が行われた。

(3)効率性 １ 実証事業については、国の支援の手法として補助金以外に金融機関

の融資とこれに対する利子補給等によることも想定されるが、この取

組は、既存の水産物の製品や流通等ではない、新たなものであり、既

存の活動以上に高コスト・高リスクであることから、事業が不調に終

わった場合、現在の水産業協同組合等の財政状況から貸し付けられた

資金を返済することは困難であり、政策誘導性も低いことから、事業

として成立しない。

なお、実証事業の採択にあたっては、支援事業において（財）魚価

安定基金が外部の学識経験者からなる「事業推進評価委員会」を設置

し、①実証事業の手法、内容等実施計画の妥当性、②実証事業の新規

性、③実証事業の成果の早期事業化の可能性、④事業終了時の達成目

標の明確性、⑤漁協合併、産地市場統合、食料自給率の向上等水産政

策上の適合性等の観点から審査を行った上で採択しており、効率化を

図っている。



２ また、支援事業については、実証事業の事業主体に対して専門家に

よる事業計画の審査や事業結果の評価・分析等に加え、必要な調査、

知見の提供及びアドバイス等をするものであることから、これを国が

行うことは人員面、多分野に渡る専門的知見が必要であること、行政

事務の増加にも繋がること等から困難であり、現在の民間団体への補

助方式により実施することが効率的かつ効果的である。

(4)その他

(公正性､優先性等)

政策手段の改善の 近年は、水産物流通のグローバル化、食の簡便化・外部化などの消費

必要性、その内容 者ニーズの多様化、消費者側の価格決定力の向上等により、水揚げが少

及びその理由 ない状況でも産地価格が低迷する。このため、現在の水産物流通の太宗

を占める多段階流通(生産者→産地卸売市場→消費地卸売市場→小売店

舗等）は、流通マージンが高く、生産者受取価格の減少、消費者の水産

物に対する割高感等の問題も顕在化しており、消費地と産地の価格差の

縮減には限界が生じている。

今後とも我が国水産業が、国民への高品質かつ安価な国産水産物の安

定供給と産業として健全な発展を果たしていくためには、産地市場の統

廃合や買受人の新規参入等の産地における水産物流通構造改革が緊急か

つ不可欠な状況であるが、本事業におけるこれまでの取組では、既存の

水産物流通の枠内や個別優良事例の創出にとどまる可能性がある。

よって、これまでの取組に産地市場の統廃合や買受人の新規参入等の

水産物流通構造改革を促進するための取組を加えた事業内容の見直しを

行うことにより、水産物流通構造改革を更に強化し、加速させていくこ

とが可能となる。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 水産業の健全な発展や水産物の安定供給のために産地価格の上昇によ

の所見 る漁業者の収入確保や流通マージンの削減が喫緊の課題となっている。

こうした課題の解決のためのビジネスモデルの確立は基本的には民間

の創意工夫により行うべきであるものの、現状では水産業協同組合にお

ける商品開発力は低く、経営基盤も悪化していることから、本事業につ

いて国が一定の関与を行う必要性は認められる。

（２）有効性

本事業のうち実証事業は、現在実証試験段階にあるため、未だ確立さ

れた成果はないものの、消費者ニーズに対応した新商品の開発、流通の

効率化に向けた取組が着実に実施されているところであり、一定の有効

性が認められる。

しかしながら、消費地と産地の価格差の縮減は十分に進んでいないこ

とから、流通マージンの削減も含めた水産流通のあり方についての抜本



的な施策の改善が必要となっており、本事業についても、それに即した

有効性の改善が必要である。

また、本事業のうち支援事業は、実証事業を効率的かつ効果的に実施

できるよう、先端的な流通事例等の調査を実施しているところであり、

また、専門家によって実証事業の計画の審査等を行っていることから、

一定の有効性が認められる。

しかしながら、実証事業と同様に有効性の改善が必要である。

（３）効率性

本事業のうち実証事業の採択にあたっては、外部の学識経験者からな

る委員会を設置し、事業の妥当性・新規性、成果の早期事業化の可能性、

事業終了時の達成目標の明確性、水産政策上の適合性等の観点から審査

を行った上で採択されており、また、委員会において事業結果の評価・

分析に加え、現地調査、知見の提供及びアドバイス等を行うなど、一定

の効率性は認められる。

しかしながら、消費地と産地の価格差の縮減は十分に進んでいない状

況にあることから、流通マージンの削減も含めた水産流通のあり方につ

いての抜本的な施策の改善が必要となっており、本事業についても、そ

れに即した効率性の改善が必要である。

（４）総括所見

（有効性の改善、効率性の改善）

産地価格の上昇による漁業者の収入確保や流通マージンの削減等の課

題の解決のためのビジネスモデルの確立は基本的には民間の創意工夫に

より行うべきであるものの、現状では水産業協同組合における商品開発

力は低く、経営基盤も悪化していることから、本事業について国が一定

の関与を行う必要性は認められる。

しかしながら、消費地と産地の価格差の縮減は十分に進んでいない状

況にあることから、流通マージンの削減も含めた水産流通のあり方につ

いての抜本的な施策の改善が必要となっており、本事業についても、そ

れに即した有効性及び効率性の改善が必要である。

評価会委員の意見



別紙１

我が国漁業を巡る現状

国産水産物新需要創出ビジネスモデル事業

連
携

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ実証事業 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ支援事業

○消費ニーズの的確な把握
○新たな水産物商品の企画及び試
　作品の製造
○最適出荷ルートの企画
○水産物商品の流通・サービスの
　実証試験及び市場評価・分析
○上記を踏まえた流通・サービス
　行程のプログラム化　等

○国産水産物の品質特性調査・分析
○地域ブランド保護の可能性の検討
○他産業における物流マネジメント
　の調査と水産物流通への応用方策
　の検討
○既存ビジネスモデル特許等先進的
　事例の調査・分析　等

　漁業経営の悪化

　漁協の経済事業基盤の低下

　旧態依然の出荷体制

水産業協同組合等が食品産業、小売業等の関連産業の民間企業の協力を得ながら、
漁協系統等の水産業協同組合が単独の事業主体になって、又は、水産業協同組合と
関連産業の民間企業等が連携して、多様化する消費ニーズを把握しつつ、新たな需
要創出につながる取組を実施し、国産水産物を利用した魅力的なビジネスモデルの
確立を図る

産地価格の上昇・中間コスト削減

漁業者の収入確保・国産水産物の安定供給


