
基準年

現状値

目標値

現状値

目標値

目標年度実施期間

兵庫県漁港課
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沖合底曳網漁業で大量に漁獲されるホタルイカ等の鮮度向上、価格上昇をめざし、
高鮮度（-30℃）の冷凍庫を整備し委託買入量の増加と船凍品の受入を行う。また加
工室を整備し高鮮度の加工品を製造する。

漁労所得の向上

水産業競争力強化緊急施設整備事業事後評価報告書

別表（別記様式第15-4号関係）

実施地区

事業実施主体

実施期間及び目標年度

令和２年度

今後の改善方向等に関する分析

当該施設の利用は適正に行われている。コロナウイルスの影響が解消すれば更に施
設整備の効果が見込まれる。

（３）所見

（４）評価機関の意見等

ホタルイカ以外の魚種についても利用促進を進める。

施設利用は計画どおり行われており、コロナウイルスの影響でホタルイカ単価
が低下したが、成果目標を達成した。

（令和2年度末時点）

（令和2年度末）

237,909千円

195,950千円

（２）地域への経済効果
（ハード事業のみ）

富山産ホタルイカの大豊漁とコロナウイルスの影響をうけたが、ズワイガニの
単価上昇により経営を維持している。

沖合底曳網漁業の所得を成果目標としている。

目標

成果目標

事業計画の内容

評

価 （令和2年度末時点）

（令和2年度末）

4,037千円

6,712千円

浜坂漁業協同組合

取組の目標（KPI) 漁業者所得額

66.2%

浜坂地区

平成28年度～29年度

目的

助成金額

（１）現状値の説明

（平成26年度時点）

増加率 10.0%

69,242,000円

冷凍庫（コンクリート2階建て1,210㎡、冷蔵能力-30℃）改装一式
加工室　284㎡、プロトン凍結機１台他

漁労所得の向上

増加率

4,441千円



基準年

現状値

目標値

現状値

目標値

(平成25年度時点)

(令和2年度末時点)

(令和2年度末)

(令和2年度末時点)

(令和2年度末)

漁業所得　2,491.1　千円

今後の改善方向等に関する分析
　チルド商品等の新商品の開発・販売を促進し、地元産魚介類のさらなる需要
掘り起こしを図ってゆく。

（１）現状値の説明
　施設整備による浜値向上を目指すことから、県内漁業者の所得額を成果目
標とした。

（３）所見
　当施設の原料買い付けにより、大漁時に値崩れする浜値の下支えが行わ
れ、魚価向上が図られた。

（４）評価機関の意見等 　成果目標を達成しており、施設を適正に運営している。

11.00%

成果目標 　漁業者の所得の向上

　　漁船漁業の漁業所得　13,252,717　千円/年

助成金額 ２９，４００，０００円

事業計画の内容
　水産物加工施設の１階天井部分への断熱材敷設、及び１階冷凍・冷蔵、空
調機器整備。

評

価

取組の目標（KPI) 　漁業者一人当たり漁業所得の向上

（２）地域への経済効果（ハード事
業のみ）

　瀬戸内海側の漁獲が好調で所得が向上し成果目標を達成した。

増加率 40.00%

増加率

　　漁船漁業の漁業所得　12,215,604　千円/年

漁業所得　2,244.2　千円

漁業所得　3,141.9　千円

実施地区 妻鹿地区（姫路市）

実施期間及び目標年度

実施期間 目標年度

平成28年度～平成29年度 令和２年度

事業実施主体 兵庫県漁業協同組合連合会

別表（別記様式第15-4号関係）

水産業競争力強化緊急施設整備事業事後評価報告書

兵庫県漁港課

目的
　浜値の下支えと消費動向の変化に対応するため、冷凍冷蔵施設を高効率の省エネ型機器へと更新し、併せて施設
の断熱効果を高める整備を行うことで加工経費を削減するとともに、製造コストを抑えた商品の開発・販売による漁業
者の所得向上を実現するため。

目標 漁労所得の向上 28-2



別表（別記様式第15-4号関係）

兵庫県漁港課

目的

目標 漁業所得の向上 整理番号

事業実施主体 育波浦漁業協同組合

実施地区名 育波地区

実施期間及び 実施期間 目標年度

目標年度 平成28～29年度 令和２年度

助成金額 円

事業計画の内容 製氷貯氷施設

鉄骨造り3階建て1棟　124.67㎡

製氷 15トン/日　 、貯氷 30トン　

製氷機・貯氷庫　解体・撤去

取組の目標

基準年 2,917 千円

現状値 2,195 千円 増加率 -24.7%

評 目標値 3,209 千円 増加率 10.0%

成果目標 船びき網漁業者の漁業所得

現状値 246,418 千円

目標値 364,482 千円

(1)現状値の説明

価

(2)地域への

経済効果

(3)所見

(4)評価機関の

意見等

今後の改善方向等

に関する分析

水産業競争力強化緊急施設整備事業事後評価報告書

　船曳網漁業の対象魚種（イカナゴとシラス）のうち、イカナゴが歴史的な不
漁となっており、成果目標を達成していない。

新たな製氷・貯氷施設を整備し、製氷コストの削減を行い、安価な氷を供給することによる漁
業コストの削減、漁業者の氷積込待機時間の解消による労働環境の改善、漁獲物の鮮度保
持による付加価値向上により船曳網漁業の競争力を強化し、漁業者の所得の向上を図る。

101,011,000

　船びき網漁業の主要魚種であるイカナゴが歴史的な不漁となっており、成
果目標を達成していない。

当該地域の漁業所得

作成部署名

　船曳網漁業者全員の漁業所得を成果目標とした。

28-2

(平成25年度)

(令和2年度末時点)

(令和2年度末)

(令和2年度末時点)

イカナゴ資源の回復には相当時間がかかると予想される。現在の船曳網漁
業はシラス漁のみ行っており、当面この状況が続くと予想されるためシラス漁
を対象とした成果目標を再設定する必要がある。計画以上の氷使用量があ
り、施設運営に問題はない。

(令和2年度末)

当面の間イカナゴの資源回復は見込めないため、成果目標（船曳網漁業所
得）を見直し、シラスのみの船曳網漁業所得を成果目標として再評価を行
う。

　施設整備により、氷積み込みに係る作業時間が短縮され、漁業者の就労
環境が改善された。
　氷の使用量が増え、漁獲物の鮮度向上に貢献している。

(ハード事業のみ）



別表（別記様式第15-4号関係）

兵庫県漁港課

目的

目標 漁業所得の向上 整理番号

事業実施主体 由良町漁業協同組合

実施地区名 由良地区

実施期間及び 実施期間 目標年度

目標年度 平成28～29年度 令和２年度

助成金額 円

事業計画の内容 製氷貯氷施設

鉄骨造り3階建て（建築面積42㎡　延べ床面積108㎡）

製氷 ２．５トン/日　 、貯氷 ７トン　

製氷機・貯氷庫　解体・撤去

取組の目標

基準年 (平成27年度時点) 2,052 千円

現状値 (令和2年度末時点) 2,617 千円 増加率

評 目標値 (令和2年度末) 2,258 千円 増加率

成果目標

現状値 (令和2年度末時点) 216,705 千円

目標値 (令和2年度末) 284,019 千円

(1)現状値の説明

価

(2)地域への

経済効果

(ハード事業

のみ)

(3)所見

(4)評価機関の

意見等

今後の改善方向等

に関する分析

漁業者１人当たり漁業所得

水産業競争力強化緊急施設整備事業事後評価報告書

作成部署名

新たに製氷・貯氷施設を整備し、安価な氷を供給することによる漁業コストの削減、
漁業者の氷積込待機時間の解消による労働環境の改善により漁船漁業の競争力を
強化し、漁業者の所得の向上を図る。
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40,000,000

　漁業者の一人当たり所得は向上しており、施設はよく利用されている。再評
価は、漁業者１人当たり所得を成果目標とするべき。

　受益漁業者の増加は見込めないため、成果目標（漁業者全員の所得額）を
見直し、漁業者１人当たり所得を成果目標として再評価を行う。

27.5%

10.0%

刺網、小型機船底びき網、一本釣り漁業者全員の漁業所得

　刺網、小型機船底びき網、一本釣り漁業者全員の漁業所得を成果目標とし
た。

　漁業者の一人当たり所得は向上したが、漁業者の減少により漁業者全員の
所得は減少している。
　氷の購入がし易くなったため氷の使用量が増え、漁獲物の鮮度が向上し
た。

　受益漁業者の一人当たり所得は向上しているが、漁業者の減少が著しいた
め、成果目標とした漁業者全員の所得額は減少しており、成果目標を達成し
ていない。氷の使用量は計画を超えており漁獲物の鮮度向上に寄与してい
る。



基準年

現状値

目標値

現状値

目標値

８１千トン

６７千トン

(令和2年度末時点)

(令和2年度末)

増加率 10%

取組の目標（KPI) 養殖業所得の向上

(平成25年度時点)　　 養殖業所得　 ５，５３３千円

102%増加率

別表（別記様式第15-4号関係）

兵庫県

瀬戸内海地区（明石市、姫路市、たつの市、淡路市、南あわじ市、調査船）

今後の改善方向等に関する分析

目的を達成しており適正である。

目的

助成金額

（１）現状値の説明

（２）地域への経済効果（ハード事業
のみ）

（３）所見

（４）評価機関の意見等

実施期間及び目標年度

実施地区

事業実施主体

目標年度実施期間

兵庫県水産課

28-2

瀬戸内海海域の養殖漁場を広くカバーする観測体制を整備するとともに、漁業
者が利用しやすい情報提供システムを構築し、本県の養殖業の競争力を強化す
る。

漁業者が求める漁場環境情報を提供するととも
に、異なる海域特性を持った各海域（湾、灘）の
水塊動態を把握する。

導入機器の劣化等に対応するため、継続的な保守管理が必要である。

水産業競争力強化緊急施設整備事業事後評価報告書

令和２年度平成28年度～29年度

５１，６４９，０００円

＜漁場環境観測ユニットの設置＞９箇所
＜情報処理ユニットの設置＞１箇所
＜既存観測ユニット等の撤去＞６箇所
　自動観測装置により、水深別に水温や塩分濃度等を観測するとともに、調査船
による定期観測データや、漁業者が独自に設置した観測データ等も取り込み、
データベース化を図り、総合的に漁場環境を分析し、漁業者への情報提供や、
豊かな海の再生に向けた海域環境を把握する。

海面養殖生産量

養殖生産量は施設整備前の66,121トンから81,231トンへ増加した。漁業者が利
用しやすい情報提供システムを構築することで、本県の養殖業者の利便性が高
まり、作業効率が向上している。

県内のノリ、ワカメ、カキ養殖を対象とした施設のため、兵庫県のノリ、ワカメ、カキ
養殖生産量を成果目標としている。

目標

成果目標

事業計画の内容

評

価
(令和2年度時点）　　　　　１１，２１２千円

(令和2年度時点)　　　　 　　６，０８６千円



基準年

現状値

目標値

現状値

目標値

増加率 10%

3,734.8千円

3,251.8千円

取組の目標（KPI) 漁業所得

（平成26年度）2,956.1千円

26.34%増加率

別表（別記様式第6-8号関係）

室津漁業協同組合

たつの市御津町室津地区

今後の改善方向等に関する分析

施設整備により、氷積込みの待ち時間が削減され、漁業者の就労環境が改善された。ま
た、漁獲物の鮮度保持、品質向上に対する漁業者の意識も向上し、仲買人の評価も良く
なった。

目的

助成金額

（１）現状値の説明

（２）地域への経済効果（ハード事業の
み）

（３）所見

（４）評価機関への意見等

実施期間及び目標年度

実施地区

事業実施者

目標年度実施期間

兵庫県漁港課

活水器を使用した製氷・貯氷施設整備を導入することで魚価の向上を図るとともに、製氷コ
ストの削減を行い、漁業者の氷積込待機時間の解消による労働時間の短縮及び漁業者の

労働環境を改善し、漁業者の所得の向上を図る。

漁労所得の向上

鮮度の良いものを継続して供給することが重要と考えられるので、漁業者が品質に対して
高い意識を保ち、現在の取り組み継続することが必要である。

153,128千円

142,030千円

水産業強化対策事業事後評価報告書

令和元年度平成28年度

28,850千円

製氷貯氷施設　鉄骨ｽﾚｰﾄ3階建114.76㎡
　　　　　　　製氷機：3.5トン/日×2台、貯氷庫 ７トン
製氷機・貯氷庫等撤去・廃棄

（船曳網漁業者＋当該施設を利用する底曳き網漁業者）の所得額

活水器を使用した良質な氷により漁獲物の品質が向上し、魚価も上がり、地域の基幹産業
として地域経済に貢献した。

①鮮度保持等によるｲｶﾅｺﾞ､ﾁﾘﾒﾝの魚価向上(259円/kg→555円/kg)
②氷販売単価を下げた(4円/kg)ことによりコスト削減

目標

成果目標

事業計画の内容

評

価


