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平成20年度政策の実績評価書 資料１－３

評価実施時期：平成21年３月、６月 担当部局名：水産庁企画課

評価書公表時期：平成21年７月

【施策名】
水産業の健全な発展 政策体系上の位置付け Ⅶ－⑭

【施策の概要＜目指す姿＞】
国民に対する水産物の安定供給の観点から、水産業全体を食料供給産業としてとらえ、その健全な発展を総合的
に図っていく。

【施策に関する目標】
（１）安定的な収益を確保しつつ継続的に漁業活動を担い得る漁業経営体を育成し、このような経営を担う人づ

くりを進める。
目標 ① 国際競争力のある経営体の育成・確保と活力ある漁業就業構造の確立

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
次の指標の満たす割合の平均を100%とする（毎年度） 100％ 122％ 122％（Ａ）

(ｱ)新規漁業就業者数の確保 1,500人 1,047人 70％（Ｂ）

(ｲ)漁業経営改善計画 の認定者数の確保 947経営体 1,596経営体 174％（Ａ）注１

（基準値：平成14年：67経営体 （基準値から （基準値から

→目標値：平成20年度：947経営体） 880経営体増加） 1,529経営体増加）

＜目標達成のための主な政策手段＞
【漁業の担い手確保・育成対策総合推進事業 補正を含めた額1,471（1,039）百万円】

人材の育成及び確保等を推進し、効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、全国漁業就業者確保育成
センターの活動支援、水産高校生等の漁業就業支援、モデル的な施設整備への助成、福祉対策の推進、グル
ープ・ 漁村女性等が行う経営改善の取組への支援等を実施。

【漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法】
漁業経営の改善等のための資金の融通円滑化等の措置を講じることにより、効率的かつ安定的な漁業経営

の育成を図ることを目的とする。
【漁業経営安定対策事業 5,206（０）百万円】

水産物の安定供給の担い手を目指して積極的かつ計画的に経営改善に取り組む経営体を対象に、漁業共済
の経営安定機能に上乗せした形で、収入変動による漁業経営への影響を緩和し、その経営改善を支えるため
の経営安定対策を実施することにより、国際競争力のある漁業経営体の育成を図ることを目的とする。

＜目標に関する分析結果＞
(ｱ) 平成20年の新規漁業就業者数は、1,047人であり、達成状況は「Ｂランク」となった。これは、新規漁業

就業者対策として、漁業の就業情報の提供、就業に必要な知識が学べる準備講習会や就業希望者と漁業者・
漁業団体のマッチングが図れる就業相談会の開催及び漁業現場での長期研修など、都会の若者等が経験ゼロ
からでも漁業に就業できるよう、各段階に応じたきめ細かな支援措置を講じた結果であった。
【就業準備講習】 全国７か所（９回） 参加者 94名
【就業相談会】 全国10か所 参加者596名
【長期研修】 97名
なお、新規漁業就業者数については、平成17年度以降減少傾向で推移している。20年度においても19年秋

以降の雇用情勢悪化に伴い漁業就業希望者は増加したものの、近年の漁獲量減少に加え燃油高騰に見まわれ
る中、更には20年秋口以降の景気後退により漁業者側の雇用余力が低下したこと等が影響を及ぼしたものと考
えられる。

(ｲ) 漁業経営改善計画認定者数の確保については、平成20年度から新たに漁業経営安定対策事業（漁業経営改
善計画認定は本事業に加入するための一要件）を導入したことに加え、漁業経営改善効率化支援事業を開始
し、効率的かつ安定的な漁業経営を目指して経営改善に取り組む者等に対する計画策定支援のためのモデル
の構築等進め、認定数増加に努めた。これにより、平成20年度の集計では漁業経営改善計画の認定者数の実
績が1,596件となり、このことから「Ａランク」の達成となった。
なお、漁業の担い手確保・育成対策総合推進事業、漁業経営安定対策事業については、国際競争力のある
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経営体の育成・確保と活力のある漁業就業者構造の確立に向けて、地域の実情に応じた目標を示した上で、
自主性・裁量性を発揮しながら、新規漁業就業者数の確保と漁業経営改善計画の認定者数の確保に努め、効
果的・効率的に施策を推進している。

＜改善・見直しの方向性＞
(ｱ) 現下の厳しい経済状況において、就業対策については、景気の変動等の影響を受けやすく、短期間の対策

では成果が出ないことから、引き続き、
① 新規就業者の確保については、従来の施策に加え、学生等を対象とする漁場体験活動等の支援、漁業現
場での長期研修の拡充（最長２年）、長期研修生の住居費の支援、漁業に必要な経理・税務等の技術の習得
のための支援措置、新規漁業就業者のための演習船の整備及び新しいビジネスのノウハウや技術を有する
異業種の漁業への参入を促進し、総合的な漁業就業支援を実施するとともに、

② 漁業者の育成については、スキルアップのための海技士資格取得講習会等の実施、青年漁業者及び漁村
女性等が自発的に行う漁業技術・経営管理能力の向上に関する活動の支援、漁業経営改革等に意欲的に取
り組む青年漁業者を中心とした経営改善、漁村女性等による起業的活動への支援等に取り組むこととする。
さらに、漁業就業への関心を高めるための対策として、水産高校等と地域の漁業・水産業界が連携して、

水産高校等の生徒を対象に漁業、漁協・加工会社での実習等を平成20年度に引き続き実施し、地域を支え
る将来の漁業・水産業の専門知識を有する人材を育成し、若年層の新規就業の促進や漁業技術の伝承等を
図ることとしている。

(ｲ) 漁業経営改善計画認定数の確保では、平成20年度目標値について「Ａランク」の達成となったが、近年、
資源状況の悪化、魚価の低迷、漁業生産構造の脆弱化等の環境の下、今後も引き続き効率的かつ安定的な漁
業経営を目指して経営改善に取り組む者等を支援するための施策等を講じる。また、漁船漁業の構造改革を
促進し、将来にわたって収益が安定し、継続的に漁業活動を行い得る漁業経営体の育成を図ることとする。

（２）力強い産地づくりと安全で活力ある漁村づくりに向けて、我が国周辺水域の資源生産力の向上や我が国水
産業の国際競争力強化を図るため、水産物供給基盤の整備、漁村の防災力の強化と生活環境の向上に資する
整備等を推進するとともに、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。
目標 ② 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

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
次の指標を満たす割合の平均を100%とする（毎年度） 100％ 108％ 108％（Ａ）

(ｱ)漁場再生及び新規漁場整備による新たな水産 19年度の実績が 2.4万トン 114％
物の提供（目標値：平成23年度：14.5万ﾄﾝ） 2.1万トンを上回 （Ａ）
平成20年度実績値の把握時期が平成22年６月で ること
あり、平成21年６月末までの把握は困難なこと
から、前年度実績値を用いて判定を行うことと
する。
(ｲ)高度な衛生管理対策 の下で出荷される水産 27.5％ 28.2％ 103％注２

物の割合の向上 （基準値から （基準値から （Ａ）
(基準値：平成16年度：23％ 4.5％増加） 5.2％増加）

→目標値：平成23年度50％)

(ｳ)漁業集落排水処理を行うこととしている漁村 46％ 46％ 100％
の処理人口比率の向上 （基準値から （暫定値） （Ａ）
（基準値：平成16年度：35％ 11％増加） （基準値から

→目標値：平成23年度：概ね60％） 11％増加）

(ｴ)津波・高潮及び地震による災害から一定の安
全性が確保されていない漁村等の面積削減、老 113％
朽化対策の推進、水辺の再生、ハザードマップ （Ａ）
の作成支援等の推進

ａ 地震時に河川、海岸堤防等の防護施設の 約44ha 約44ha 100％
崩壊による水害が発生する恐れのある地域 （基準値から （基準値から （Ａ）
の面積 14ha減少） 14ha減少）

（基準値19年度 約58ha
→目標値24年度 約28ha）

ｂ 津波・高潮による災害から一定の水準の 約4.8千ha 約4.7千ha 150％
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安全性が確保されていない地域の面積 （基準値から （基準値から （Ａ）
（基準値19年度 約5.0千ha 0.2千ha減少） 0.3千ha減少）

→目標値24年度 約4.0千ha）

ｃ 水辺の再生の割合 約29% 約29% 100％
（基準値19年度 約21%→目標値24年度 約40%） （基準値から （基準値から （Ａ）

8％増加） 8％増加）

ｄ 総合的な土砂管理に基づき土砂の流れが ー ー ー
改善された数

*1

（基準値19年度 ０→目標値24年度 ５）

ｅ 老朽化対策が実施されている海岸保全施 約51.6% 約51.6% 100％
設の割合 （基準値から （基準値から （Ａ）
（基準値19年度 約51.5% 0.1％増加） 0.1％増加）

→目標値24年度 約56.7%）

ｆ ハザードマップを作成・公表し、防災訓 ー 約74% ー
練等を実施した市町村の割合*2

（基準値19年度 約６割→目標値24年度 約８割）

※１ 本指標は５カ年の計画中実施箇所数が少なく、政策の効果が発現するのは中期計画終了後の24年度のため、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。

＜目標達成のための主な政策手段＞
【水産資源環境整備事業費補助 13,758（13,363）百万円】

資源の回復を図るため、水産資源の生息環境となる漁場等の積極的な保全・創造を実施。
【水産物供給基盤整備事業 81,578（90,065）百万円】

国民に対して良質な水産物を安定的に供給するため、安全で効率的な水産基盤の拠点整備や漁場の整備を実施。
【漁業集落環境整備事業 6,085（6,274）百万円の内数】

漁業集落排水施設の整備を推進。
【海岸保全施設整備事業 7,702（7,807）百万円】

国民経済上及び民生安定上重要な地域を高潮、津波等による被害から守るため、又は貴重な国土を海岸浸
食から守るための海岸保全施設の新設や改良、補修を実施。

＜目標に関する分析結果＞
20年度は、以下の施策を行ったところであり、達成状況は「Ａランク」となった。

(ｱ) 漁場再生及び新規漁場整備による新たな水産物の提供は、目標値2.1万トン（平成19年度）に対し実績値
2.4万トンであり、達成状況は114％となり目標を上回った。これは、新規漁場整備が順調に進んだことに加
え、水産動植物の生育環境の悪化に対応して、漁場の堆積物除去や藻場・干潟の保全といった漁場再生が全
国的に促進された結果である。
<参考：平成23年度達成目標である14.5万トンの増産を図るために必要な漁場整備の事業量>

整備の種類 H19～H23事業量 H19実績値 進捗率
魚礁や増養殖場の整備 7.5万ha 1.2万ha 16％
漁場の効用回復のための堆積物除 25万ha 7.8万ha 31％
去等
藻場・干潟の保全等 5,000ha 1,275ha 26％

(ｲ) 平成20年度の高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合は、目標値27.5％に対し実績値は28.2％
であり、達成状況は103％となり目標を上回った。これは、水産物流通拠点となる漁港への重点投資により
整備を推進するとともに、水産物供給基盤整備事業、強い水産業づくり交付金等の関連事業の一体的な実施
により、衛生管理に資する荷さばき所やその他の関連設備等の整備を総合的かつ効率的に進めた結果である。

(ｳ) 漁村における生活環境の改善を図る観点から、漁業集落排水施設の整備を実施した。平成20年度の漁業集
落排水を行うこととしている漁村の処理人口率は、目標値46％に対し実績値46％（暫定値）であり、達成状
況は100％となり目標を達成した。これは、漁業集落排水施設の整備を推進してきた結果である。なお、平
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成20年度の確定値は平成21年度後半に算出予定であり、現時点では、平成19年度末値に平成20年度で事業が
完了する予定地区の処理区域人口を加えて算出する推計値による。

(ｴ)a 地震時及びその発生後において、海岸の背後地域の浸水被害を防護するため、人口・資産が集積する地
域等を防護する施設を中心に、緊急かつ効率的に海岸保全施設の耐震化を推進し、地震時に防護施設の崩
壊による水害が発生する恐れのある地域の面積を減少させ、目標を達成した。
b 重要沿岸域やゼロメートル地帯、近年浸水被害が発生した地域を中心に、海岸保全施設の計画的な整備
等のハード施策を着実に進めるとともに、ソフト対策を一体的に推進し、各地区の海岸で発生すると想定
される津波・高潮に対し、防護が不十分な海岸における背後地域の浸水想定面積を減少させ、目標を達成
した。
c 越波や海岸侵食等が周辺の生物の生息・生育環境や景観、利用に与える影響等に配慮した海岸保全施設
の整備を推進し、海岸侵食によって失われた砂浜について、復元・再生を進め、目標を達成した。
d 土砂管理についての技術開発を推進するとともに、関係機関との事業連携を図りつつ、土砂の流れに支
障があり問題が発生している海岸において、総合的な土砂管理に基づき、土砂の流れを改善することに資
する事業を進め、目標を達成した。
e 海岸保全施設の老朽度や機能の健全性を適切に把握し、計画的な維持・更新を行うことにより、施設の
機能を所要の水準に確保するための取組を推進し、昭和４２年以前に設置された海岸保全施設について、
所要の機能の確保を進め、目標を達成した。
f 住民の防災意識を高め、災害時の更なる人的被害の回避、軽減を図るため、各種ハザードマップを作成
・公表し、防災訓練の実施を推進すること等により、それらを活用した市町村の割合を高める。

なお、漁港・漁場・漁村の整備にあたっては、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針（H14年3月農林水産
大臣策定）等に基づき、資源管理や衛生管理の諸施策との連携やコスト縮減の取組を推進し、効率的かつ効果的
に事業を実施している。
＜改善・見直しの方向性＞
当目標の達成状況はＡランクとなったが、漁港漁場整備長期計画等に基づく目標の達成に向けて、引き続き、

以下の取組を行っていくこととする。
(ｱ) 新たな水産物の提供の目標を着実に達成するためには、既存の漁場の機能を維持又は回復することに加え、

新規漁場の整備を着実に推進し海域の生産力を向上させることが必要である。そこで、漁場再生を引き続き
進めるとともに、つくり育てる漁業や資源管理との一層の連携強化、漁場整備後のモニタリング調査の結果
を踏まえた事業の実施方法や管理方法の見直し等を図り、より効率的かつ効果的な新規漁場整備を推進する。

(ｲ) 高度な衛生管理対策については、ハード的な整備を進めることと合わせて、漁港管理者や漁港利用者の衛
生管理に対する意識を向上させるため、ソフト的な取組の充実を図ることが重要である。そこで、水産物流
通拠点となる漁港において、衛生管理の向上に資する整備を重点的に推進するとともに、漁港管理者や漁港
利用者に対し、衛生管理対策の必要性や対策後のモニタリングの重要性について周知徹底に努める。

(ｳ) 漁村は、漁業活動の根拠地、生活を支える基盤であるが、条件不利地域が多く小都市と比べて生活環境が
立ち遅れているという課題を有していることから、漁業集落排水施設の整備を推進する。

(ｴ) 引き続き、高潮対策事業、浸食対策事業、耐震対策緊急事業、老朽化対策緊急事業、津波・高潮危機管理
対策緊急事業、海岸環境整備事業を推進する。

（３）水産に関係する団体について、その位置づけ・役割を不断に見直すとともに、漁協改革の促進をはじめと
して、効率的な再編整備を進める。
目標 ③ 水産関係団体の再編整備

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
漁協の組織基盤の強化（漁協経営改善事業注３による 10漁協 ６漁協 60％（Ｂ）
漁協経営改善計画策定注４）
（目標値：平成21年度：30漁協（毎年度10漁協））

＜目標達成のための主な政策手段＞
【漁協系統組織・事業改革促進事業 76（91）百万円】

組織再編と事業改革による事業基盤の拡充・強化を推進するとともに、漁協の機能を強化するため、漁協
系統が実施する取組を支援。

＜目標に関する分析結果＞
平成20年度の漁協系統組織・事業改善事業のうち漁協経営改善事業において、前年に引き続き、合併の効果

が発揮されないために経営改善が進まない漁協や、財務状況の悪化が原因により合併に参加できない漁協の経
営改善計画のモデルプラン策定を行ったところであり、目標の達成状況は「Ｂランク」となった。今年度につ
いても、漁協経営を行う上で参考になり得る様々なタイプの計画が作成され、その普及が図られているものと
思われる。
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なお、漁協が「組合員のために奉仕する」という本来の目的を果たすことができるよう、漁協系統組織・事
業改革促進事業により、漁協系統が実施する取組を支援し、効率的な施策の推進を図っている。
＜改善・見直しの方向性＞

漁協は、漁船漁業を中心とした漁協や養殖業を中心とした漁協、漁業集落に根付いた漁協や大都市近郊に存
在する漁協等さまざまであるが、平成21年度からは、これまでの２タイプ（合併漁協型、経営不振漁協型）に
加え、県内漁協系統全体の経営改善を目的とした計画（例えば○○県漁協再編計画、××県養殖漁業再編計画
など）の策定にも取り組むこととしており、より多くの漁協が活用できるよう、多種多様な漁協経営改善モデ
ルの策定に引き続き努める必要がある。
また、本事業の初年度である平成19年度に策定された６計画は、漁協内における組織決定を経て、20年度か

ら21年度にかけて順次各漁協での実施に移ることとなる。本事業は、「一部の漁協を対象に、全国の漁協経営の
参考となるような『漁協経営改善モデル』を策定する」ことを目的としているため、計画実施に対する直接的
な支援措置はないものの、今後は計画実施の具体的内容及び経営改善への具体的な効果について、状況に応じ、
漁連や県などの関係者とも連携の上、フォローアップしていく必要があるが、策定された各計画は最長１０年
のため、直ちに効果の検証をすることは困難であり、今後の各計画の進捗の中でフォローアップしていくこと
としている。

【施策に関する評価結果】
「水産業の健全な発展」にとっては、漁業の健全な発展と漁村の振興が重要であり、このうち、漁業の健全

な発展に資するものとしては、「国際的競争力のある経営体の育成・確保と活力のある漁業就業構造の確立」及
び「水産関係団体の再編整備」が、漁村の振興に資するものとしては、「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」がそれぞれ重要であり、来年度以降も引き続き達成目標に基づく施策の確実な
実施が重要である。
目標の達成状況がＢランク（有効性の向上が必要）となった「新規漁業就業者数の確保」については、実績

値が目標値の７割に留まっていることを踏まえ、体系的な漁業就業支援体制を整備し、漁業者の雇用余力の維
持や沿岸漁業の法人化等を促進する。また、「漁協の組織基盤の強化」については、多種多様な漁協経営改善モ
デルの策定に一層努める。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び水産基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
社会資本整備重点計画 H21.3.31 ① 汚水処理人口普及率

約84%（平成19年度）→約93%（平成24年度）
② 津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されてい
ない地域の面積

約11万ha（平成19年度）→約9万ha（平成24年度）
③ 地震時に河川、海岸堤防等の防護施設の崩壊による水害が発生
するおそれのある地域の面積

約10,000ha（平成19年度）→約8,000ha（平成24年度）
④ 老朽化対策が実施されている海岸保全施設の割合

約5割（平成19年度）→約6割（平成24年度）
⑤ 水辺の再生の割合

約2割（平成19年度）→約4割（平成24年度）
⑥ ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村
の割合

約6割（平成19年度）→約8割（平成24年度）
⑦ 総合的な土砂管理に基づき土砂の流れが改善された数

３（平成19年度）→190（平成24年度）
※ 目標値は、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）全体の指標であり、さらに③⑤⑦について
は治水事業との合同指標

水産基本計画 H19.3.20 第３の２ 国際競争力のある経営体の育成・確保と活力ある漁業就
業構造の確立

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

６ 水産関係団体の再編整備
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【政策評価総括組織（情報評価課長）の所見】
水産業の健全な発展を図るためには、水産資源を持続的に利用しつつ、高度化し、多様化する国民の需要に

即した漁業生産を行うとともに、効率的かつ安定的な漁業経営を育成し、漁港、漁場等の基盤を整備する必要があ
る。
このため、「国際競争力のある経営体の育成・確保と活力ある漁業就業構造の確立」「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」「水産関係団体の再編整備」という３つの目標を設定し、施策を
推進してきたところであり、施策に対する一定の有効性は認められたところである。
しかしながら、漁業経営の育成を図るために不可欠である新規漁業就業者数は、近年減少傾向で推移してい

ることから、新規漁業就業者数の確保に向けた施策を一層推進する必要がある。併せて、新規漁業就業者の定
着率にも着目した分析を充実していく必要がある。
なお、20年度は燃油価格の高騰により漁業経営に大きな影響を与えたことから、新たな技術の導入による省

エネルギー化やコスト削減等の効果を分析しつつ、水産業の更なる体質強化を図っていくことが重要である。

【政策評価会委員の意見】
・ 法人に雇用された方が新規漁業者が参入しやすいと思うが、法人がどの規模の漁船を所有しているのかなど、
法人の実態について教えて欲しい。また、沿岸漁業においても、法人化を促進することとしているのか。（合
瀬委員（第１回））

・ 新規就業希望者は多かったが、雇用側の雇用余力が低下したことで、新規就業者の減少に歯止めがかからな
かったとの分析であるが、「改善・見直しの方向性」には雇用側の雇用余力をどうするかについて記述されて
おらず、雇用側の課題に応えているのか。（椋田委員（第１回））

・ 雇用就業の方が、新規就業者を獲得しやすいことから、雇用就業を増加させるための法人育成を優先すべき
ではないか。（長谷川委員（第１回））

・ 新規漁業就業者が漁業を続けているかについて、「調査を行い、21年度の評価書に参考データを追加する」
と昨年回答している。第１回評価会の評価書にはデータがないが、どうなったのか。（田中委員（第１回））
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（別紙）

１ データ、資料等

目標①国際競争力のある経営体の育成・確保と活力ある漁業就業構造の確立
＜目標設定の考え方＞
国民に対する水産物の安定供給を確保し、水産業の健全な発展を図るためには、我が国漁業の生産構造の脆弱

化に対応して、安定的な収益を確保しつつ継続的に漁業活動を担い得る漁業経営を育成し、このような経営を担
う人づくりを進めていく必要がある。

（各指標の目標値について）
(ｱ)新規漁業就業者数の確保

全国的に漁業就業者の高齢化が進むとともに、若い漁業者が減少しており、国民に対する水産物の安定供
給及び水産業の健全な発展を図るためには、将来の漁業を担うに足りる能力を備えた人材の確保が重要である。
沿岸漁業の新規就業者数は、平成15年に年間1,514人確保できたが、他産業に比べて労働条件が厳しいとさ

れる漁業への就業が減少傾向にある。
そのため、更なる漁業への関心を高めるための対策を講じ、ピークであった平成15年の年間1,500人の新規

就業者を確保することを目標とする。

(ｲ)漁業経営改善計画の認定者数の確保
漁業者が、経営の相当程度の向上を図ることを目的に、国・都道府県の助言等の下に、漁船その他の施設

の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置を行う漁業経営改善計画を策定することとされ
ていることから、「漁業経営改善計画の認定者数の確保」を指標とする。
平成20年度の漁業経営改善計画の認定者数の目標値は、都道府県から報告される平成19年度の認定実績に

加え、漁業経営改善計画の認定が対象要件の一つとなっている20年度開始の漁業経営安定対策事業への申請
状況を踏まえ、19年の290経営体から増加することを見込み、947経営体とする。

＜目標値と実績値の推移＞

(ｱ)新規漁業就業者数の確保

（把握の方法）
大日本水産会を通じた調査で達成状況を把握する。

資料：農林水産省「農林漁業への新規就業者に関する情報収集」（H13）、

農林水産省「新規就業者調査結果」（H14～15）、水産庁調べ（H16)、

大日本水産会調べ（H17～）

新規就業者数の推移
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(ｲ)漁業経営改善計画の認定者数の確保

（
把
握
の
方
法
）
認
定
行
政
庁
（
国

、都道府県）からの漁特法運用通知（平成14年7月1日付け14水漁第739号）第8の3に規定する様式第
7号報告による。

＜目標達成状況の判定方法＞
２つの指標の達成率の平均値が、90％以上の場合はA、50％以上90％未満の場合はB、50%未満の場合

はＣとする。ただし、２つの指標のうちＣとされたものがある場合は、Ｃとする。

（達成度合の計算方法）
達成率(％)=((ｱ)の達成率＋(ｲ)の達成率)÷２

(ｱ)新規漁業就業者数の確保
達成率＝当該年度の新規就業者数÷目標値(1,500人)×100％

(ｲ)漁業経営改善計画の認定者数の確保
達成率＝（当該年度実績値－基準値）÷（当該年度の目標値－基準値）×100％

【参考データ】

漁業経営改善計画の認定者数の推移
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目標②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
＜目標設定の考え方＞
水産業の健全な発展を図っていくためには、水産資源の保護・回復に向けた取組を推進するとともに、水産物

の生産から流通・加工に至る一貫した供給システムの中で、品質の確保や衛生管理の高度化等集出荷体制の改善
を図り、産地における国際競争力を高めていくことが必要である。加えて、水産業の健全な発展の基盤であり、
漁業就労者等の生活の場である漁村において、大規模地震や津波の襲来等に備えた防災力の強化による安全性の確
保と、その活力を維持・増大させていくための生活・労働環境の改善を一層推進していくことが重要である。更に、
安全で良質な水産物の安定供給という機能以外の多面にわたる機能注５が発揮されるよう取り組んでいく必要がある。
このため、以下のとおりに、漁港・漁場・漁村の目指すべき姿に向けた誘導指標を漁港漁場整備長期計画注６の

実施目標等を勘案の上設定し、各指標の達成率の平均を毎年度100%とすることを目標とする。

（各指標の目標値について）
(ｱ) 漁場再生及び新規漁場整備による新たな水産物の提供

水産基本計画における自給率目標の達成のため、排他的経済水域を含めた我が国周辺水域における漁場
整備を図ることとし、水産基本計画における平成18年度から29年度の増産目標105万トン（魚介類98万ﾄﾝ、
藻類7万ﾄﾝ）のうち、漁場整備により1/3程度（自給率目標積算時に、事業実施主体からの実施要望等を踏
まえ算定したもの）の増産が見込まれることから、23年度を目処に、概ね14.5万トン（105万ﾄﾝのうち、漁
場整備が分担する1/3について、19年度から23年度までの5年間を算定したもの）の水産物を新たに提供す
ることを指標の目標値とする。

(ｲ) 高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合の向上
国際競争力の強化と消費者に信頼される産地づくりのため、事業実施主体からの実施要望を踏まえ、水

産物の流通拠点となる漁港において、鮮度保持対策や衛生管理対策等に重点的に取り組むことにより、高
度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合を、23％（平成16年度）から、23年度を目処に、概ね50
％に向上させることを目標値とする。20年度は、この長期目標に基づき、事業実施主体の実施予定等を勘
案の上、 27.5％へ向上させることを目標とする。

(ｳ) 漁業集落排水処理を行うこととしている漁村の処理人口比率の向上
漁村の総合的な振興の観点から、生活環境の向上を図るため、「漁業集落排水処理を行うこととしている

漁村の人口比率」（汚水処理施設の整備に関する都道府県の構想における漁業集落排水施設の整備対象人口
に対して同施設を利用できる人口の割合）を、平成19年策定の「漁港漁場整備長期計画」の目標（23年度
までに、漁業集落排水処理を行うこととしている漁村の処理人口比率を35％（16年度）から概ね60％に向
上させる。）に基づき、20年度46％を目標とする。

(ｴ) 津波・高潮及び地震による災害から一定の安全性が確保されていない漁村等の面積削減、老朽化対策の
推進、水辺の再生、ハザードマップの作成支援等の推進
少ない平坦地に高密度な集落を形成し、災害に脆弱な漁村等についての高潮、波浪、地震等による災害発生の

リスクに対し、海岸保全施設の整備を進めることにより、これらの自然災害から漁村等の防護を図る必要がある。
このため、社会資本整備重点計画（20～24年度）に基づき、重点的、効果的かつ効率的に海岸事業を実

施する。この海岸事業を評価するに当たり、社会資本整備重点計画において定められた海岸事業に係る指
標を達成目標として設定する。具体的な目標値については、社会資本整備重点計画の計画期間後期に事業
が完了する見込みであるため、後期に増加又は減少幅が大きくなる設定である。

・地震時に河川、海岸堤防等の防護施設の崩壊による水害が発生するおそれのある地域の面積
約58ha(平成19年度) → 約28万ha(平成24年度)

・津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されていない地域の面積
約5,000ha(平成19年度) → 約4,000ha(平成24年度)

・水辺の再生の割合
約21％（平成19年度）→ 約40％（平成24年度）

・総合的な土砂管理に基づき土砂の流れが改善された数
０（平成19年度）→ ５（平成24年度）

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

・ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合
約６割（平成19年度）→ 約８割（平成24年度）
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＜目標値と実績値の推移＞
(ｱ) 漁場再生及び新規漁場整備による新たな水産物の提供

（把握の方法）
当該年度に整備した再生漁場及び新規漁場において漁獲される水産物の増産量を、翌年度に各都

道府県が行う現地調査を通じて実績値を把握。

(ｲ) 高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合の向上

（把握の方法）
都道府県を通じ、漁港内の集出荷ラインごとに、当該年度の整備を通じて別に定める衛生管理基

準を満足する取り扱いが実施された水産物量を、前年度の取扱実績値を用いて算定。

(ｳ) 漁業集落排水処理を行うこととしている漁村の処理人口比率の向上

（把握の方法）
都道府県及び市町村を通じて実績値を把握。

漁業集落排水処理を行うこととしている漁村の処理人口比率

18% 21% 25% 27% 31% 35% 39% 43%41%
46%

(暫定値)
18% 21% 24% 28% 31% 34% 37% 40% 43% 46% 50%
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(ｴ) 津波・高潮及び地震による災害から一定の安全性が確保されていない漁村等の面積削減、老朽
化対策の推進、水辺の再生、ハザードマップの作成支援等の推進
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（把握の方法）都道府県からの報告を元に算出した。
＜目標達成状況の判定方法＞

４つの指標の達成率の平均値が、90％以上の場合はＡ、50％以上90％未満の場合はＢ、50%未満の場
合はＣとする。ただし、４つの指標のうちＣとされたものがある場合は、Ｃとする。

（達成度合の計算方法）
達成率(％)=((ｱ)の達成率＋(ｲ)の達成率＋(ｳ)の達成率＋(ｴ)の達成率)÷4

(ｱ)漁場再生及び新規漁場整備による新たな水産物の提供
達成率＝当該年度の実績値÷当該年度の目標値×100（％）

(ｲ)高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合の向上
達成率＝当該年度の実績値÷当該年度の目標値×100（％）

(ｳ)漁業集落排水処理を行うこととしている漁村の処理人口比率の向上
達成率＝当該年度の実績値÷当該年度の目標値×100（％）

(ｴ)津波・高潮及び地震による災害から一定の安全性が確保されていない漁村等の面積削減、老朽化
対策の推進、水辺の再生、ハザードマップの作成支援等の推進
達成率＝（ａの達成率＋ｂの達成率＋ｃの達成率＋ｅの達成率)÷4

ａ地震時に河川、海岸堤防等の防護施設の崩壊による水害が発生するおそれのある地域の面積
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達成率＝（基準値－当該年度の実績値）÷（基準値－当該年度の目標値）×100（％）

ｂ津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されていない地域の面積
達成率＝（基準値－当該年度の実績値）÷（基準値－当該年度の目標値）×100（％）

ｃ水辺の再生の割合合
達成率＝（当該年度の実績値－基準値）÷（当該年度の目標値－基準値）×100（％）

ｄ老朽化対策が実施されている海岸保全施設の割合
達成率＝（当該年度の実績値－基準値）÷（当該年度の目標値－基準値）×100（％）

ｅハザードマップを作成・好評し、防災訓練等を実施した市町村の割合
達成率＝（当該年度の実績値－基準値）÷（当該年度の目標値－基準値）×100（％）

目標③水産関係団体の再編整備
＜目標設定の考え方＞
漁業を取り巻く厳しい状況の中、漁協系統組織注８は漁業協同組合合併促進法注９を柱にし、合併若しくは信用事

業譲渡により経営の改善を図ってきた。しかしながら、合併や信用事業譲渡を行ったにもかかわらず経営の改善
が進まない漁協、あるいは財務状況が悪く合併の障害となっている経営不振漁協が存在する。（平成16事業年度
において、沿海地区漁協1,472漁協のうち、次期繰越欠損金１億円以上を有する漁協は全国で約100漁協）
このため、漁協経営改善計画策定事業を活用し、このような漁協について経営コンサルタント等外部専門家に

よる詳細な財務分析を通じた具体的な改善計画を策定することにより、その経営・事業改善を図るものとする。
この場合、19年度から21年度の間に合計30漁協、１年間に10漁協についての改善計画策定を目標とする。

＜目標値と実績値の推移＞

漁協経営改善計画策定事業による漁協の改善計画策定数
年 度 H19 H20 H21

目標とする改善計画数 10 10 10
実 績 数 ６ ６

（把握の方法）
平成１９年度漁協経営改善計画策定事業の事業実施主体である全国漁業協同組合連合会からの

事業実績報告による。

＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第５の１の（3）のカの①に示すとおり。

（達成度の計算方法）
達成率＝策定された延べ計画数÷目標値×100％
漁協経営改善計画策定事業を活用して、漁協の経営改善計画を策定した場合を計画が策定されたもの

とみなす。

漁協経営改善計画策定事業計画策定数
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２ 用語解説

注１ 漁業経営改善計画
漁業者及び漁業協同組合等が単独又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画のこと。

漁業経営の改善とは、漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措
置を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることである。

注２ 高度な衛生管理対策
水産物の高度な衛生管理とは、陸揚げから流通・加工の一連の処理過程で、細菌等の混入を防ぐ

などの管理の徹底を図ること。具体的には、清浄海水導入施設の整備による陸揚げ処理水等の徹底
管理、排水処理施設の整備による港内水質管理の徹底、排水の滞留防止の徹底、鳥獣侵入防止施設
など荷捌所における危害侵入防止の徹底、異物混入防止の徹底、屋外作業時の風雨等による危害侵
入防止の徹底等。

注３ 漁協経営改善事業
漁協は、合併などを通じて経営の改善を図っている。しかしながら、合併効果が十分に発揮され

ず経営の改善が進んでいない漁協や、財務状況の悪化によりそもそも合併に参加できない漁協が数
多く存在する。本事業は、これら経営不振漁協について、経営・事業改善の促進を図るため、モデ
ル的な漁協を全国より抽出し、経営コンサルタント等外部専門家による財務状況の詳細な分析を行
い、経営改善のための計画（モデルプラン）を策定し、それを実施するとともに、他の漁協への普
及を図るものである。

注４ 漁協経営改善計画策定
漁協経営改善事業を活用して、経営コンサルタント等外部専門家により漁協の経営改善を図るた

めの計画（モデルプラン）を策定すること。当該計画は講習会等を通じて全国的に広く普及される
こととなる。

注５ 水産業・漁村の多面的機能
水産業及び漁村の有する水産物を供給するという本来的機能以外の多面にわたる機能をいい、物

質循環の補完、生態系の保全、生命・財産の保全、交流の場の提供、地域社会の維持・形成などが
ある。

注６ 漁港漁場整備長期計画
漁港漁場整備長期計画とは、漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第６条の３の規定に基づ

き、５年を一期として政府が決定しているもの。計画期間に係る漁港漁場整備事業の実施の目標及
び事業量を規定している。

注７ 社会資本整備重点計画
社会資本整備重点計画法の規定により、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進す

るため、閣議決定により策定。5年を一期として、計画期間における社会資本整備事業の実施に関
する重点目標等を定める。

注８ 漁協系統組織
水産業協同組合法に基づき設立された漁協並びに都道府県段階及び全国段階等の連合会に至る協

同組織。

注９ 漁業協同組合合併促進法
漁協合併の促進に関する基本的な構想及び計画について定めるとともに、漁協合併に関する助成

措置について定め、漁協合併の促進を図ることを目的とした法律。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/j/assess/pdf/kihonkeikaku.pdf


