
平成23年度政策の事前評価書

評価実施時期：平成22年８月
評価書公表時期：平成22年８月

漁村の健全な発展 ⑰政策分野名 政策分野番号

水産庁 －主担当部局庁 関係部局庁

水産業・漁村について、藻場・干潟の保全・創造等による水産物の安定供給と、環境・生態政策分野の
系の保全、防災力の強化など多面的機能を発揮していくことが期待されている中、漁村の健全目指すべき姿
な発展を図る。（必要性）

このため、
① 漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・漁村の多面的機能 の発揮

注1

② 消費者ニーズに対応した水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費施策の展開
の２つの施策を推進する。

○ 水産基本計画（平成19年３月20日閣議決定）内閣の重要
第３の３ 水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費施策の展開政策上の
第３の５ 漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・漁村の多面的機能の発揮位置付け

○ 漁港漁場整備長期計画 （平成19年6月8日閣議決定）注２

○ 社会資本整備重点計画 （平成21年３月31日閣議決定）注３

漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・漁村の多面的機能の発揮施策①

水産庁計画課/防災漁村課担当課名

水産資源水準の低下等による漁獲量の減少、担い手の減少・高齢化の進行等施策の
水産業を巡る情勢は厳しい状況に直面していることから、国民への水産物の安定目指すべき姿
的供給や水産業を支える漁村の活性化を図る必要がある中、我が国周辺水域に（必要性）
おける水産資源の生産力の向上、力強い産地づくり、水産物の安定的供給等を
支える安全で安心な漁村の形成を推進する。

このため、
① 藻場・干潟の造成・保全などの漁場再生及び新規漁場整備。
② 水産物の鮮度保持・衛生管理の高度化に資する施設の整備等を図る。
③ 漁村の防災力の強化と生活環境の向上に資する整備等を推進する。
④ 水産業・漁村の有する多面的機能の十分な発揮を確保するため、漁業者を

中心とする環境・生態系保全活動を推進する。
の施策を行う。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

漁場再生及び新規漁 0 14.5万ﾄﾝ 14.5万ﾄﾝ【①】
漁場再生及び新規漁 場整備による新たな水 (18年度) (23年度)
場整備による新たな 産物の提供量 （平 （22年度
水産物の提供 成23年度実績値の把 11.2万ﾄﾝ）

握時期が平成25年6月
末であり、平成24年6
月末までの把握が困
難なことから、前平成2
2年度の目標値及び実
績値を用いて判定を
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行うこととする。）

高度な衛生管理 高度な衛生管理対策 23% 50% 50%【②】
対策 の下で出荷さ の下で出荷される水産 (16年度) (23年度)注４

れる水産物の割合の 物の割合
向上

漁業集落排水 漁業集落排水処理を 35% 概ね60% 概ね60％【③】
処理を行うこととして 行うこととしている漁村 (16年度) (23年度)
いる漁村の処理人口 の処理人口比率
比率の向上

津波・高潮及び ① 地震時に河川、 約58ha 約28ha 約34ha【④】
地震による災害から 海岸堤防等の防護 (19年度) (24年度)
一定の安全性が確保 施設の崩壊による水
されていない漁村等 害が発生するおそ
の面積削減、老朽化 れのある地域の面積
対策の推進、水辺の
再生、ハザードマップ ②津波・高潮による災害か 約5.0千ha 約4.0千ha 約4.2千ha
の作成支援等の推進 ら一定の水準の安全性 (19年度) (24年度)

が確保されていない地
域の面積

③ 水辺の再生の割合 約21% 約40% 約35%
(19年度) (24年度)

④ 総合的な土砂管 ０ ５ -
理に基づき土砂の (19年度) (24年度)
流れが改善された
数※１

⑤ 老朽化対策が実 約52% 約57% 約54.4%
施されている海岸保 (19年度) (24年度)
全施設の割合

⑥ ハザードマップを 約６割 約８割 -
作成・公表し、防災 (19年度) (24年度)
訓練等を実施した
市町村の割合※２

※１ 本指標は５カ年の計画中実施箇所数が少ないため、単年度の目標設定及び
達成状況の算出は行わず、５カ年間終了後の24年度に総合的に評価する。

※２ 本指標は海岸事業（農林水産省農村振興局、水産庁、国土交通省河川局、
港湾局）全体の指標であって、漁港海岸単独の指標として整理できないことか
ら、単年度の目標設定及び達成状況の算出には含めない。

我が国周辺水域の資源生産力向上に資する藻場・干潟の造成・保全、漁場環有効性
境の整備、国際競争力を強化するための生産コストの削減、鮮度の保持、衛生管
理の高度化に資する水産基盤の整備や、防災力の強化、生活環境の向上等安
全で活力ある漁村づくりとともに、漁業者を中心とする環境・生態系保全活動を推評
進することは、水産業・漁村が水産物供給・多面的機能を適切に発揮するために
有効な施策である。

これまで講じてきた取組により、目標値は概ね達成されてきたところであり、引き価
続き同様の効果が期待される。

水産資源の回復や衛生管理など、安全・安心な水産物の安定供給に直結する効率性
分野へのさらなる重点化を進める。加えて、行政事業レビューにおける議論を踏
まえ、費用対効果分析の厳格化、事業実施の重点化、繰越等の発生を抑えた効
率的な執行に向けた検討を行う。
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【①】 新たな水産物の提供の目標を着実に達成するため、既存の漁場の機能反映の方向性
を維持又は回復や、新規漁場の整備を推進するとともに、生態系全体の生
産力の底上げをめざし、水産生物の生活史に対応した良好な生息環境空
間の創出に取り組む。また、引き続き環境・生態系保全活動の推進を図って
いく。

【②】 特定第３種漁港 等水産物流通拠点となる漁港における品質・衛生管理の注５

強化に取り組む。
【③】 漁村の生活環境整備が、未だ都市部と比べて立ち後れており、汚水処理

施設等の整備を推進する。
【④】 引き続き、高潮対策、侵食対策、海岸耐震対策、海岸堤防等老朽化対策、

津波・高潮危機管理対策、海岸環境整備を推進する。

消費者ニーズに対応した水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費施策施策②
の展開

水産庁加工流通課担当課名

消費者ニーズに対応した水産物の加工・流通・消費施策の展開が求められて施策の
いる中、零細な産地市場の統廃合や新規販路の開拓等により、産地の販売力を目指すべき姿
強化しつつ、消費と生産の橋渡しを担う水産物流通の構造改革を進めるととも
に、水産業の６次産業化を推進する。

目標 23年度
指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

消費地と産地の価格差 3.98 3.78 3.78【①】
消費地と産地の価格 (18年度) (23年度)
差の縮減

＜データ＞ 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
① 各流通段階ごとの経費の構成

と推移
流通経費(円/100kg) 85,800 81,835
（１）産地卸売経費 1,112 1,193
（２）産地出荷経費 27,623 26,138
（３）卸売経費 3,449 3,297
（４）仲卸経費 9,834 9,429
（５）小売経費 43,782 41,778

① 漁業協同組合が 298カ所 330カ所 316カ所【②】
水産業の６次産業化 運営する水産物直 （20年度） （25年度）

売所の施設数
② 個人経営体の漁 293千円 348千円 326千円

労外事業収入（水産 （20年度） （25年度）
加工・直販等）
水産物産地価格が低迷する中、新規販路の開拓や新商品開発等の産地の取

組を推進することで、漁業者の手取りを確保することは、水産業の持続的な発展
に不可欠であり、有効な施策である。

産地と消費地の価格差の縮減については、これまで講じてきた取組により、毎
年度、ほぼ目標値は達成されてきたところであるが、さらに、漁協等が域内の商品有効性
について、供給可能な魚種・時期・数量等に基づく販売戦略を策定し、主体的に
販売活動を展開していくための経営力を強化すること等により、更なる有効性が
見込まれる。

また、これらの施策を通じて、漁業者が自ら水産物の加工や販売に取り組むと
ともに、異業種のノウハウ等を活用した新ビジネスの事業化が図られることにより、評
漁業・漁村の６次産業化の推進が見込まれる。

価
行政刷新会議の事業仕分けにおいて、直接取引の推進を目的とした事業につ効率性

いて、国が支援する意義はない等の指摘があったことを踏まえ、当該事業（漁業
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者から魚を買い取り、小売業者等の実需者に直接販売する取組に対する支援）
は２１年度限りで廃止した。

漁業者団体が、水揚集中による価格低落時に漁業者から水産物を買い取り、一
定期間保管した後、漁期外に放出する調整保管については、引き続き、魚価の下
落を緩和し漁業者の手取りの確保が図られるよう、漁況、海況、産地価格のすう勢
などを踏まえつつ、調整保管を実施する魚種の選定等を行い、効果的・効率的な
執行に努める。

産地販売力の強化については、漁協等産地の経営企画力の強化を図ることを
重点に置いた支援を行う。

各都道府県漁連等が、域内の水産物供給力を基にした販売の最適化・効反映の方向性
に必要な経営力の強化に関する取組や販売戦略の策定・実率化を図るため

行、新商品の開発、新規販路の開拓など漁業・漁村の６次産業化の取組に対し
て支援する。

漁業者団体が、水揚げ集中による価格低落時に漁業者から水産物を買い取
り、一定期間保管した後、漁期外に放出する取組に対して支援する。

・ 集落排水事業による生活排水処理に関して、農村では人口数、漁村では人口割合になってい第三者委員会
る。統一すべき。（山本委員）委員の意見

必要性、有効性、効率性を鑑みて、予算要求することは妥当。総合的評価
水産業・漁村が健全に発展していくためには、漁港、漁場、漁村整備とともに水産業の６次産業化を

推進する必要。


