
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

政策分野名 漁業経営の安定 政策分野番号 ⑯

主担当部局庁 水産庁 関係部局庁 －

政策分野の 国民に対して、将来にわたり水産物を安定的に供給していく必要がある中、漁業経営の安定を図る。
目指すべき姿 このため、

（必要性） 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国際競争力のある経営体の育成
・確保

② 漁業協同組合系統組織注1の基盤強化
の２つの施策を行う。

内閣の重要 ○ 水産基本計画（平成19年３月20日閣議決定）
政策上の 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
位置付け 第３の６ 水産関係団体の再編整備

○ 新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）
工程表 Ⅳ観光・地域活性化戦略

～農林水産分野の成長産業化～①

施策① 国際競争力のある経営体の育成・確保

担当課名 水産庁企画課

施策の 国民に対して将来にわたり水産物を安定的に供給していくことが求められている
目指すべき姿 中、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国際競争力のある経

（必要性） 営体の育成・確保を図る。
このため、漁業所得補償制度の導入など、漁業経営の安定のための取組を推進

するとともに、漁業就業者づくりの取組を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

【①】 新規漁業就業者数 1,500人 1,500人 1,500人
新規漁業就業者 （15年度） （各年度）
数の確保

【②】 漁業所得補償制度加入 0 80％ 70%
多様な漁業経営 漁業者による漁業生産の （22年度） (25年度）
の確保・安定 割合

有効性 (新規漁業就業者数の確保)
評 漁業就業者の高齢化、就業人口の減少が継続している中で、就業希望者に対し

て漁業現場での長期研修等を実施することは、新規就業者の育成・確保のために有
価 効である。具体的には、漁業就業相談会や長期研修の実施により、平成２１年度は、

132名の就業につながった。一部新規就業者は引き続き研修を継続しており、23年
度において研修生の増員と長期研修終了後の定着率の向上により、目標値である1,
500人を超える新規就業者の確保が見込まれる。

(多様な漁業経営の確保・安定)
食料の持続的、安定的な供給の確保に向けて、漁業経営の安定と適切な資源管理
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の実行が重要となっている中で、計画的な資源管理と経営の安定の両立に取り組む
漁業者を対象とする漁業所得補償制度を導入するとともに、資源管理の推進、融
資、保証等の漁業金融対策を行い、多様な漁業経営の確保・安定につなげていくこ
とは、有効な施策であると見込まれる。

効率性 (新規漁業就業者数の確保)
行政事業レビューの結果を踏まえ、補助事業等の支出先選定については、公募

期間の拡大など、応募者数の増加が図られるよう、対策を講ずる。

(多様な漁業経営の確保・安定)
計画的な資源管理と経営の安定の両立に取り組む多様な漁業者を所得補償の対

象とすることで、経営の確保・安定に加え、資源の回復が図られることとなり、相乗効
果が得られ効率的であると考えられる。
なお、漁業所得補償制度は、漁業共済・積立ぷらすという既存の制度を活用すること
としているが、所得補償の手法としては、生産コストと販売額の差を補填するという手
法も考えられる。しかしながら、漁業の多様性を踏まえれば、現行の漁業共済・積立
ぷらすの経営安定機能を活用するほうが、効率的かつ効果的であると考えられる。

また、金融対策は使途が比較的自由であり、かつ財政負担の少ない助成措置であ
り、これにより多様な漁業経営の確保・安定を促進することは効率的な政策手段であ
ると考えられる。

反映の方向性 (新規漁業就業者数の確保)
長期研修生の定着率の向上を図るため、就業相談会の開催と併せて、船酔い等

の漁業への適性の把握、予備知識の習得等を目的とした現場講習会を充実させる。

(多様な漁業経営の確保・安定)
平成23年度より、計画的な資源管理と経営の安定の両立に取り組む多様な漁業

者を対象として漁業所得補償制度を導入する。
また、漁業者が必要とする設備資金、経営資金の確保のために必要な利子補給

や積極的な設備投資を促進する保証支援等を行う。

施策② 漁業協同組合系統組織の基盤強化

担当課名 水産庁水産経営課

施策の 漁業協同組合系統組織は、漁業者の生産活動を支えるという本来的役割のほか、
目指すべき姿 水産資源や漁場の管理、漁業の担い手育成等の漁業を巡る諸問題への対応におい

（必要性） ても中心的な役割りを担っている。資源状況の低迷や漁業者の減少等、漁業を巡る
環境が悪化する中で、このような役割を果たしていけるよう、漁業協同組合系統組織
の基盤強化を図る。

このため、漁業協同組合の合併や経営・事業改革の取組を促進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度

漁業協同組合系 要改善漁協注２数 93組合 79組合 79組合
統組織の基盤強 （21年度） （23年度）
化（沿海地区漁
協の繰越損失金
の解消）

有効性 漁業協同組合は漁業者の生産活動を支える重要な主体であり、その機能を十分
評 に発揮するためには、健全な経営基盤を確立することが重要である。このような中で、

特に多額の繰越損失金を抱えた経営不振の漁業協同組合（要改善漁協）について、
価 経営改善を通じた合併あるいは解散等の抜本的対策を進めることは、漁業協同組合

系統組織の基盤強化に有効な施策である。
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効率性 融資を通じて特定の漁業協同組合について経営改善の取組を支援することは、財
政負担の少ない支援措置であるとともに、個々の漁業協同組合をそれぞれ助成する
のではなく、漁業協同組合系統組織が実施する経営改善及び機能強化の取組を支
援することは、より財政負担の少ない支援措置であることから、効率的な政策手段で
あると考えられる。また、これらの事業は漁業協同組合系統組織が自ら取り組むことを
基本としており、とり得る手段の中で最も効率的であると考えられる。

反映の方向性 要改善漁協の繰越損失金解消と漁業協同組合系統組織の機能強化の取組支援
等を引き続き行う。

第三者委員会 ・ 新規漁業就業者数の毎年１５００人と目標では心配。（畠山委員）
委員の意見 ・ 評価に当たっては、辞める人数も勘案していくべき。（山本委員）

・ 漁協の経営基盤強化に関して、要改善漁協数を減らすという目標があるが、目標達成のために
合併・解散・清算を推進するのではなく、漁協が漁業者のためにどのように役に立つように経営基盤
を強化したかという視点が重要。（山本委員）

・ 漁業の発展には魚食普及も大事なので、食育推進の項目も入れて欲しい。（大熊委員）

総合的評価 必要性、有効性、効率性を鑑みて、予算要求することは妥当。
特に、漁業の担い手を確保するために漁業経営の安定に取り組むことは必要であるため、漁業所

得補償制度を導入すること。
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参考資料

１．達成目標の設定理由等

施策① 国際競争力のある経営体の育成・確保

【目標①】 （目標設定の考え方）
新規漁業就業者数の確 活力ある漁業就業構造の確立を図るため、水産基本計画工程表(H19.3)において、
保 毎年1,500人程度の新規就業者を確保することとしているところ。

（各年度の目標値の考え方）
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、その後は、

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り、安定的
に1,500人の目標には達していないところ。

そのため、1,500人の新規就業者の確保を目指し、新規就業者の確保対策を実施
する。

（把握の方法）
農林水産省「農林漁業への新規就業者に関する情報収集」（H12，13）、農林水産

省「新規就業者調査結果」（H14，15） 、都道府県調査（H16）、 大日本水産会調査
（H17～19）、農林水産省「2008年漁業センサス」(H20)

（達成度合の判定方法）
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％

【目標②】 （目標設定の考え方）
漁業所得補償制度加入 将来にわたって水産物の安定供給を確保するため、所得補償制度の下、資源管理
漁業者による漁業生産の に計画的に取り組むとともに経営の安定を図る漁業所得補償制度加入漁業者による
割合 漁業生産の割合を所得補償制度導入後3年間で80％にすることを目指す。

（各年度の目標値の考え方）
所得補償制度導入後3年間で80％に到達することを目指し、導入初年度は70％を

目指すものとする。

（把握の方法）
水産庁調べ

（達成度合の判定方法）
漁業所得補償制度加入漁業者による漁業生産の割合の達成
達成率＝漁業所得補償制度加入漁業者による漁業生産の割合

÷目標値（％）×100％
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（参考資料）

厚生労働省「季節調整済有効求人倍率（新規学卒者を除きパートタイムを含む）」
（H21）

施策② 漁業協同組合系統組織の基盤強化

【目標】 （目標設定の考え方）
漁業協同組合系統組織 多額の繰越損失金を抱えた要改善漁協について、経営改善を通じた合併あるいは
の基盤強化（沿海地区漁 解散等の抜本的対策を進めることは漁業協同組合系統組織の基盤強化に有効である
協の繰越損失金の解消） ため、要改善漁協数を指標として設定。

また目標値については、平成20年度より繰越損失金解消対策を実施しており、平成
20年度及び21年度の実績（２年間で110組合から93組合へ15％削減）から設定。

（各年度の目標値の考え方）
上記のとおり過去２年間（平成20年度及び21年度）の実績から平成21年度を基準

に、平成23年度（21年度比15％削減）の目標値を設定した。

（把握の方法）
要改善漁協の指定・解除を行うJF経営指導全国委員会に参加することを通じ把握

する。

（達成度合の判定方法）
要改善漁協の削減
達成率（％）＝（基準値－当該年度の実績値）÷（基準値－目標値）×100

要改善漁協の推移と目標
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２．用語解説

注１ 漁業協同組合系統組織 水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）に基づき設立された漁業協同組合
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。単に「漁業協同
組合」という場合は「沿海地区漁業協同組合（沿海地区漁協）」を指す。

注２ 要改善漁協 繰越損失金を５千万円以上を有し、直近２ヶ年の当期剰余金の平均からその解
消が10年以上を要し、JF経営指導全国委員会に指定された経営不振の漁業協同
組合。


