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Ⅰ．計画の趣旨  

 

（問１）漁業経営の改善とは何ですか。  

 

（答）  

 本制度では、「漁業経営の改善」を「漁業者が、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」としています。  

〔参照：法第二条〕  

 

 

（問２）漁業経営改善制度の対象者はどんな人ですか。  

 

（答）  

 本制度の主な対象としては企業的経営を行っている方、すなわち  

① 法人として漁業の経営を行っている方  

② 個人経営であって、「青色申告を行っていたり（又は行おうとしていたり）、

少なくとも簿記記帳を行い自らの経営状況を把握している方」、「雇用従事者

を有している方」  

等を対象としています。漁業種類、規模は問いません。  

 類型別の対象者は、以下のとおりです。  

① 「一般型」は、漁業経営の改善を進めようとする者  

② 「地域連携型」は、浜プラン等に基づく取組（※１）であって、当該浜プラ

ン等における所得向上の目標達成への貢献が見込まれるものを実施すると認め

られる者  

③  「新規就業者型」は、新たに漁業経営を開始した後３年未満の者であって、

一定の漁労に関する知識及び技術を有すると認められ（※２）るもの  

 

（※１）「浜プラン等に基づく取組」とは、改善計画の取組内容の全部又は一部が、

浜の活力再生プラン、浜の活力再生広域プラン又は漁船漁業構造改革広域プラ

ン（以下「浜プラン等」という。）に記載されている具体的取組内容と一致し

ているもののことです。  

（※２）「一定の漁労に関する知識及び技術を有すると認められ」る者とは、漁業

に関する長期研修を１年以上受講した者、これと同等の漁労に関する知識及び

技術を有すると漁業協同組合又は行政庁が認める者（漁家子弟等）のことです。 

〔参照：改善指針三、長官通知第２〕  

 

 

（問３）新たに漁業を営む場合、認定を受けることは可能ですか？あるいは一定

期間の実績が必要となるのでしょうか。   

 

（答）  
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 新たに漁業経営を開始した後３年未満の漁業者の場合は、「新規就業者型」で

認定を受けることが可能です。ただし、新規漁業就業者総合支援事業等の長期研

修を１年以上受講するなど、一定の漁労に関する知識及び技術を有すると認めら

れる場合に限ります。そのことを確認するために、「新規就業者型」で認定の申

請をする場合は、漁業協同組合等の推薦書が必要となります。  

〔参照：改善指針三、長官通知第２〕  

 

 

（問４）制度の対象者として「計画的な資源管理又は漁場改善に取り組む者」と

ありますが、どのような取組をしていれば対象となるのですか。  

 

（答）  

  平成 29 年４月１日から認定要件に「計画的な資源管理又は漁場改善の取り組む

者」が追加され、①資源管理計画（国又は都道府県の確認を受けているもの）又

は②漁場改善計画（都道府県の認定を受けているもの）に基づく取組（休漁、養

殖密度の遵守等）を実施している漁業者等が本制度の対象者となりました。  

 このため、認定を受けるには、①又は②の計画に参加し、  

①の計画では、休漁、漁獲量規制、操業時間制限、漁具規制、操業区域規制、漁

獲物規制、種苗放流、漁場整備など、  

②の計画では、漁業権漁場面積当たりの養殖施設面積の割合、養殖密度、飼餌料

の種類の制限、水産医薬品の使用、へい死魚の処理、病害が発生した場合のノリ

網の処理、健全種苗の導入など、  

の計画に基づく取組を行っていることが必要となります。  

 複数の漁業種類を営んでいる場合は、いずれか一つの漁業種類で、①又は②の

計画に基づく上記取組を実施していれば足ります。  

 なお、認定を受けた後は、改善計画期間中の同取組についての履行確認を行う

こととしており、不履行が確認された場合は、認定が取り消されます。（この場

合、融資の繰上償還や場合によっては利子補給補助金の返還が必要となります。） 

〔参照：改善指針二、長官通知第２〕  

 

 

（問５）現在、漁場改善計画が作成されていない地域で養殖業を営んでいるので

すが、改善計画の認定を受けることは可能ですか。  

 

（答）  

    漁場改善計画の作成対象は、区画漁業権に基づく漁場（陸上養殖など区画漁業

権に基づかない養殖は対象外）であり、区画漁業権を有する者（漁業協同組合等）

が単独又は共同で作成し、都道府県の認定を受けることとされています。  

  このため、区画漁業権に基づく漁場において養殖業を営んでいる方が、本制度

の改善計画の認定を受けるためには、漁場改善計画に基づく漁場改善を確実に実

施する必要があります。漁場改善計画が作成されていない場合、新たに区画漁業

権を有する者が作成し、都道府県の認定を受けていただく必要がありますので、
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所属する漁業協同組合等又は都道府県にご相談下さい。  

  なお、陸上養殖など区画漁業権に基づかない養殖を営む方は、そもそも漁場改

善計画の対象外のため、漁場改善計画が作成されていなくても、本制度の改善計

画の認定を受けることができます。  

 

 

（問６）漁業協同組合等が単独で漁業経営改善計画を作成することも可能ですか。 

 

（答）  

 漁業協同組合等は、自ら漁業を営む場合にあっては（漁業協同組合等が定置網

漁業を営む場合など）漁業者として単独で漁業経営改善計画を作成することが可

能です。また、構成員である組合員のために共同利用施設の整備等を行う漁業者

団体としての立場でも単独で漁業経営改善計画を作成することも可能です。  

 なお、漁業協同組合等とは、政令第一条で定める漁業協同組合、漁業協同組合

連合会又は一般社団法人のことです。  

〔参照：法第四条、政令第一条、施行規則別記様式第一号記載要領１、次官通知

第二、長官通知第２〕  

 

Ⅱ．計画の作成（単独）  

 

（問７）改善計画には何を記載するのでしょうか。   

 

（答）  

 法第４条第２項において、改善計画には以下の①～④の事項を記載することが

規定されています。  

① 漁業経営の改善の目標  

② 漁業経営の改善による経営の向上の程度を示す指標  

③ 漁業経営の改善の内容及び実施時期  

④ 漁業経営の改善を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法  

なお、具体的な計画の様式は、施行規則別記様式第１号で定められています。  

〔参照：法第四条、施行規則別記様式第一号記載要領２〕  

 

 

（問８）改善計画の認定基準は何ですか。   

 

（答）  

 改善計画の認定基準は、法第４条第３項において、ア）上記①～③が改善指針

に照らして適切なものであること、かつ、イ）上記③及び④が漁業経営の改善を

確実に遂行するために適切なものであること、と規定されています。  

 特に、定量的な目標の下に「経営の相当程度の向上」のための実施を求めてい

ますが、その評価する際の指標としては、  

 ① 「一般型」では、計画期間（５年）で、「減価償却前利益（営業利益＋減価
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償却費）」、「付加生産額（営業利益＋人件費＋減価償却費）」、「従業員一

人当たりの減価償却前利益」又は「従業員一人当たり付加生産額」のいずれか

の伸び率が、基準値以上、  

 ② 「地域連携型」では、計画期間（３年以上５年以内）で、「減価償却前利益」

の伸び率が、浜プラン等における所得向上の目標値の伸び率以上、  

 ③  「新規就業者型」では、計画期間（５年）終了時における「減価償却前利益」

が、地域における同一の漁業種類の平均値（※１）以上、  

 である必要があります。  

  なお、①については、各指標を初めて用いる場合の基準値は 15%とし、直近の改

善計画において基準値を上回る伸び率で漁業経営を改善した者（※２）が次期改

善計画の認定の申請を行う場合には、当該基準値から５％削減した値を新たな基

準値とすることができます。ただし、新たな基準値が５％を下回ることはできま

せん。（改善計画の終了後２年以内に次期改善計画の認定の申請を行う場合に限

られます。）  

 

（※１）「地域における同一の漁業種類の平均値」とは、構成員となっている漁業

協同組合等における同一の漁業種類を営んでいる者のサンプル（1/2 以上を推

奨）を使用した平均値です。ただし、合併した漁業協同組合等にあっては、所

属支所等における同一の漁業種類を営んでいる者のサンプル（1/2 以上を推奨）

を使用した平均値とすることができます。  

（※２）「直近の改善計画において基準値を上回る伸び率で漁業経営を改善した者」

とは、直近の改善計画の最終年度において指標の伸び率が基準値を上回った者

又はこれに準ずる者としています（準ずる者とは、改善計画に基づく取組によ

り、最終年度に伸び率が基準値を上回る蓋然性があったものの、最終年度が不

漁等のやむを得ない事由で減収となり、上回ることができなかった者を想定し

ています。具体的には、直近の改善計画の３年目以降の年度において指標の伸

び率が一度でも基準値を上回る年度があった者とすることとしています。）。  

〔参照：法第四条、改善指針二及び三、次官通知第二、長官通知第２〕  

 

 

（問９）「減価償却前利益」とは何ですか。   

 

（答）  

 「減価償却前利益」とは、経営体が生産、販売活動を通じて新たに生み出した

価値を総合的に評価する指標の一つであり、生産物を市場に供給して得られた対

価（売上高）から外部から購入した原材料等の費用、販促費や人件費等の経費を

減じたキャッシュベースでの利益を表したものです。具体的には、経営体全体の

営業利益、減価償却費（リース料含む）の合計です。  

 

 

（問 10）「付加生産額」とは何ですか。   
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（答）  

 「付加生産額」とは、経営体が生産、販売活動を通じて新たに生み出した価値

を総合的に評価する指標の一つであり、生産物を市場に供給して得られた対価（売

上高）から外部から購入した原材料等の費用や販促費等の経費を減じたものです。 

 具体的には、経営体全体の営業利益、人件費、減価償却費（リース料含む）の

合計です。但し、外国人船員や派遣労働者等を業務委託費等で経理上処理される

場合は、人件費に含みません（従業員一人当たり付加生産額を算出する場合の従

業員数にも含まれません。）（問 16 参照)。  

 

 

（問 11）どうして経営の相当程度の向上を判断する指標として「減価償却前利益」

や「付加生産額」を使用するのですか。  

 

（答）  

 経営の相当程度の向上を判断する指標としては、以下のとおり様々なものが考

えられますが、それぞれに一長一短があります（下表参照）。このため、漁業経

営改善制度においては、経営の全体像を把握し、経営体が生産、販売活動等を通

じて新たに生み出した価値を総合的に評価することができる「減価償却前利益」

や「付加生産額」を指標として用いることにしています。  

 

指標  メリット・デメリット  

売上高  ○：簡単に経営体の規模を見ることが可能  

 ×：経営コストの削減努力が反映されない  

売上総利益  ○：収益性を端的に表すことが可能  

 

 

×：事務部門の合理化努力が反映されない  

  減価償却方法の違い（定率法、定額法）で大きく変動  

営業利益  

 

○：資金調達方法の影響を受けずに収益性を表すことが可能  

  経営コストの削減努力も反映させることが可能  

 ×：新規設備投資時に減価償却方法の違いで大きく変動  

経常利益  ○：経営体の１年間の経営実態を最も反映できる  

 

 

×：支払利息が経常利益を圧迫している経営体は、経営改善

努力が借入金の圧縮のみに偏るおそれがある  

 

 

 

（問 12）減価償却前利益、付加生産額、一人当たりの減価償却前利益、一人当た

りの付加生産額はどのように算出しますか。  

 

（答）  

 減価償却前利益等の計算式は、長官通知の別記「記載上の留意事項」において

それぞれ以下のとおり定められています。数値データは直近３か年の決算書の数

値を用います。合併等の場合は、合併母体におけるものを用います。  
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    【漁業者の場合】  

       〔減価償却前利益〕＝〔営業利益〕＋〔減価償却費〕  

       〔一人当たりの減価償却前利益〕＝〔減価償却前利益〕／〔従業員数〕 

       〔付加生産額〕＝〔営業利益〕＋〔人件費〕＋〔減価償却費〕  

       〔一人当たりの付加生産額〕＝〔付加生産額〕／〔従業員数〕  

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  「人件費」は、以下の全項目を含む総額です。  

       ① 売上原価に含まれる労務費（福利厚生費、退職金等を含む）  

       ② 一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与 

    引当金繰入、福利厚生費、退職金、退職給与引当金繰入  

       ③ 短時間労働者の給与を外注費等で処理した場合の当該費用  

     （派遣労働者を除く）  

 

  「減価償却費」は、以下の全項目を含む総額です。  

       ① 減価償却費（繰延資産の償却額を含む）  

       ② リース、レンタル費用（損金算入されるもの）  

 

  「従業員数」は、派遣職員を含みません。また、短時間労働者は、勤務

時間によって従業員数を調整することとされています  

  （１日に４時間勤務するものを 0.5 人と計算するなど）。  

 

   【漁業協同組合等の場合】  

    上記算出式の各項目を下表のとおり読み替えます。  

 

漁業者  漁業組合等  

売上高  事業収益  

売上原価  事業直接費  

売上高総利益  事業総利益  

販売費及び  

一般管理費  

事業管理費  

 

営業利益  事業損益  

営業外損益  事業外損益  

付加生産額  付加生産額  

減価償却前利益  減価償却前利益  

 

 なお、漁業者、漁業協同組合等が漁業以外の事業を営んでいる場合は、改善計画

は経営全体で作成し、減価償却前利益や付加生産額も経営全体の数値を使用します。 

〔参照：長官通知別記記載上の留意事項４〕  
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（問 13）会社役員は従業員に含まれますか。  

 

（答）  

 中小企業庁では会社役員は従業員に含まれないこととされていることから、漁

業経営改善計画制度でも同様の扱いすることが望ましいです。なお、個人事業者

の事業主も従業員に含まれません。  

 

 

（問 14）家族経営で、夫婦で従事している場合、妻を従業者として扱ってよいの

でしょうか。  

 

（答）  

 妻を従業者として扱うことは可能です。  

 

 

（問 15）短時間労働者や季節労働者を雇用している場合はどのように扱えばよい

のでしょうか。   

 

（答）  

 派遣労働者でない場合は人件費（従業員数）として扱うことが出来ます。但し、

従業員一人当たりの付加生産額の算出に当たっては、１日に４時間勤務する者や

半年だけ従事する者を 0.5 人と計算するなど勤務時間等によって従業員数を調整

して下さい。  

 

 

（問 16）漁業経営改善計画の付加生産額（営業利益＋人件費＋減価償却費）の算

出に当たって、外国人研修生、外国人実習生、マルシップにおける外国人

の経費は、人件費（付加生産額に加える）に含めるのでしょうか。  

    また、「従業員一人当たりの付加生産額」を算出する場合の扱いはどの

ようになるのでしょうか。    

 

（答）  

 外注費等で扱われる派遣労働者に係る人件費は、付加生産額の人件費には含ま

れません。このため、外国人の扱いについてもこれに準じることになります。  

 また、付加生産額の人件費として計上されないため、「従業員一人当たりの付

加生産額」計算上の基礎となる従業員として扱われません。  

〔参照：長官通知別記記載上の留意事項４〕  
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（問 17）役員で漁業に従事している場合、当人への給与は労務費と見なすのでし

ょうか。一般管理費と見なすのでしょうか。  

 

（答）  

 役職ではなく、漁業に従事していることが判断基準ですので、この場合は労務

費と見なします。  

 

 

（問 18）申請書にある補助的指標とは何ですか。   

 

（答）  

 補助的指標とは、漁業経営の改善効果の達成度を測定するために申請者が独自

に設定するものとされており、例えば売上高の伸び率、燃油代の減少率、運転資

金の平均残高の減少率、自己資本比率の増加等があります。  

 補助的指標はあくまでも経営改善の程度を計るための指標に過ぎないため、補

助的指標の有無又は内容については計画を認定する際には考慮されないこととさ

れています。但し、計画の認定申請時に補助的指標を使用した場合、実績報告の

際に補助的指標の状況を報告する必要があります。  

 

 

（問 19）「減価償却前利益」等の指標が認定の基準値に達しなかった場合、「補

助的指標」が達成されていれば問題ないですか。  

 

（答）  

 「補助的指標」をもって「減価償却前利益」等を代用することはできません。  

 

 

（問 20）改善計画に記載した目標値に達しなかったものの、認定の基準値には達

した場合、問題ないですか。  

 

（答）  

 計画作成者が相応の努力をした場合でも、やむを得ない事由により当初の目標

が達成できない場合もありますので、「減価償却前利益」等が増加していないこ

とのみを理由として、認定の取消を行うことはありません。  

 なお、目標に達しなかった場合でも、認定の基準値を達成した場合は、一般型

で次期改善計画を作成する場合に、達成した基準値から５％削減した値を新しい

基準値とすることができます。  

〔参照：改善指針三、長官通知第２〕  
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（問 21）決算時期と改善計画開始時期（認定時期）が大幅にずれる場合、計画書

に記載する「直近期末」の扱いに特別な処理が必要ですか。  

 

（答）  

 必要ありません。直近期末とは、計画申請前に決算を終えた事業年度（計画申

請時に第３者が参照できる、確定された決算書の事業年度）のことを指します。  

 

 

（問 22）決算確定前でも、過去の決算や現状を踏まえた推定値を現状値として利

用してもいいでしょうか。  

 

（答）  

 認定行政庁の判断になりますが、妥当な現状値を設定でき、改善計画期間を実

際の経営期間に合わす等の合理性があれば問題ないと思われます。その際は、適

宜様式４の記入欄を修正して下さい。  

 例えば、３月決算の会社が年度中（１月頃）に改善計画を作成（申請）する場

合に、同年度末頃の売上高等（様式４の事項）を過去の実績から推定し現状値（年

度末頃）として捉え、次年度の末を１年後の計画値として記載することは問題な

いと思われます（別紙４の直近期末には前年度値を記入し右に「現状」欄を作成

し現状値を、「１年後」欄には次年度末値を記入）。  

 ただし、当該現状で作成した計画が決算確定後に想定される計画と大幅に異な

る場合には、計画変更が必要になると思われます。  

 

 

（問 23）計画期間を調整することができる「特段の理由」とはどのようなもので

すか。計画期間を調整した場合、それに合わせて目標値も調整する必要は

ありますか。  

 

（答）  

 計画期間を調整することができる「特段の理由」とは、浜プラン等の実施時期

に合わせる場合や、漁期や決算時期に合わせる場合など、必要最小限の範囲（１

か月程度）で計画期間を調整する合理性が認められるものです。  

 なお、計画期間を調整する場合であっても、目標値については、５年で設定す

る場合と同じ値での設定となり、調整することはできません。  

 

 

（問 24）個人経営が法人化する場合、改善計画は個人で作成するのですか。法人

で作成するのですか。  

 

（答） 
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  改善計画の認定時点において、作成者が個人であれば個人として認定を受けま

す。改善計画期間中に法人化する予定がある場合は、法人化することを経営改善

計画に盛り込むことが望ましいです。  

 また、改善計画の認定を受けた個人が改善計画年度中に法人化した場合（計画

策定時に法人化が想定されていなかった場合）は、法人化後の法人と計画の認定

を受けた者（個人）とのつながりが明確にならない場合があることから、経営改

善計画の変更を申請することが望ましいです。  

 

 

（問 25）債務超過の場合には、漁業経営改善計画の作成にあたってどのような取

組みが必要ですか。  

 

（答）  

 債務超過となっている経営体については、まず、抜本的な経営再建に取り組み、

経営再建の見通しが立った段階で経営改善に取り組むことが適当と思われます。  

 

 

（問 26）漁業者が漁業協同組合等の構成員である場合、改善計画の認定を行おう

とするときは、構成員となっている漁業者等の意見書を添付し、かつ、当

該漁業協同組合等を経由して、その申請を行うこととなっていますが、複

数の漁業協同組合等の構成員になっている場合はどうするのでしょうか。  

 

（答）  

 改善計画の主たる内容である漁業種類、改善計画の作成指導を受ける際の利便

性等を勘案し、所属する漁業協同組合等とも相談の上、いずれか１つの団体を選

択して下さい。  

 また、以下の場合にあっては、直接、都道府県知事又は農林水産大臣に申請書

を提出して下さい。  

  ① 改善計画の主たる内容が複数の漁業種類にわたり、かつ、関係する漁業協

同組合等も複数にわたる場合であって、いずれか１つの団体を選択することが

困難な場合  

  ② 複数の漁業者が共同で改善計画を作成し、その代表者が構成員となってい

る漁業協同組合等が複数にわたる場合であって、いずれか１つの団体を選択す

ることが困難な場合  

  ③ 漁業者が漁業協同組合等と共同で改善計画を作成した場合であって、その

代表者に漁業協同組合等が含まれている場合  

  ④ 漁業者が都道府県知事又は農林水産大臣に直接提出することを希望する場

合  

 なお、漁業協同組合等が単独で又は共同して改善計画を作成した場合にあって

は、漁業協同組合等による意見書の添付等は要しません。  

〔参照：長官通知第１〕  

 



 - 10 - 

 

 

（問 27）減価償却前利益や付加生産額の算出にあたり、漁業を含めた経営体全体

の数値を用いる旨運用で規定されていますが、漁業以外の収入が全体の半

分以上を占める個人経営体の場合は目標を達成することが困難なので、漁

業協同組合等が自ら漁業を営む場合と同様の特例措置（当該漁業に関する

会計を区分して経理している場合には、これによる数値を用いることも可

能）を適用することは可能ですか。  

 

（答）  

 特例措置が設けられている漁業協同組合等とは、「漁業協同組合、漁業協同組

合連合会及び一般社団法人」と定義されており（政令第１条）、これらは漁業と

それ以外の事業を明確に区分することができるためです。漁業者は事業を区分経

理しているケースはほとんどないと考えられるため漁業者への適用はできませ

ん。  

 なお、「漁業経営の改善」とは、「漁業者が、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」と定義されていることから（法第二条）、目標の達成

にあたっては漁業を含めた経営体全体で取り組んで下さい。  

 

 

Ⅲ．計画の作成（共同）  

 

（問 28）改善計画を共同で作成することは可能ですか。  

 

（答）  

 可能です。共同で作成する漁業経営改善計画としては、  

① 複数の漁業者が共同で作成する場合  

② 漁業者と漁業協同組合等が共同で作成する場合  

③ 複数の漁業協同組合等が共同で作成する場合  

があり、その具体的内容としては、共同利用施設（漁船、加工施設等）の整備や

共同で行う販路開拓等の多様な取組があります。  

〔参照：法第四条、次官通知第二、長官通知第２〕  

 

 

（問 29）漁業者と漁業協同組合等が共同で改善計画を作成する例を教えて下さい。 

 

（答）  

 漁業協同組合等が(株)日本政策金融公庫の漁業経営改善支援資金で共同利用施

設を設置し、所属する組合員たる漁業者に使用させる場合（製氷冷凍施設の整備

など）があります。  

 

 



 - 11 - 

 

（問 30）改善計画を共同で作成する場合、誰が申請者になるのですか。  

 

（答）  

 漁業者又は漁業協同組合等が共同で改善計画を作成した場合、施行規則で定め

ることによる代表者が申請を行うことになります。なお、施行規則第１条第２項

において、代表者の数は３人以内とされています。  

〔参照：法第四条、施行規則第一条〕  

 

 

（問 31）改善計画を共同で作成する場合、認定基準はどうなりますか。   

 

（答）  

 複数の漁業者が共同して改善計画を作成する場合、評価基準は下表のようにな

ります。  

 

作成元  

 

指標値  

 

根拠  

 

単独の漁業者  

 

 

当該漁業者の指標値  

 

 

改善指針三  

長官通知第２の１の①

のア  

複数の漁業者  

【共同作成】  

 

 

 

以下のａ又はｂのいずれか  

ａ 参加者個々の指標値  

ｂ 全体としての指標値  

（平均で指標値をクリア）  

 

改善指針三  

長官通知第２の１の①

のア  

 

 

単独の漁業協同組合等  

（自ら漁業を営む場合） 

漁業者の指標値  

【一漁業者としての扱い】  

長官通知第２の１の①

のイ  

単独の漁業協同組合等  

 

 

 

構成員である漁業者のうち、

別途改善計画の認定を受けた

者の指標値の達成に資するこ

と  

長官通知第２の１の①

のイ  

 

 

複数の漁業協同組合等  

【共同作成】  

 

 

構成員である漁業者のうち、

別途改善計画の認定を受けた

者の指標値の達成に資するこ

と  

長官通知第２の１の①

のイ  

 

 

漁業者と漁業協同組合

等  

【共同作成】  

 

 

共同で策定した漁業者の指標

値  

（漁業者が複数の場合は、参

加者個々又は全体平均で指標

値をクリア）  

長官通知第２の１の①

のイ  
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Ⅳ．計画の認定  

 

（問 32）改善計画の認定は誰が行うのですか。  

 

（答）  

 漁業経営改善計画の認定権者については、漁業経営改善制度は漁業という地域

産業の振興に関する施策であることを踏まえ、基本的に都道府県知事としていま

す。  

 ただし、以下の計画については、地域との密着性、取組の広域性等を考慮し、

農林水産大臣を認定権者としています。  

①  我が国 200 海里外で操業し、水揚げも特定の県外の市場で行うなど地域と

の関係が希薄な漁業、具体的には遠洋かつお・まぐろ漁業及び遠洋底びき網

漁業に関する計画。  

②  一つの都道府県の区域を超えて実施される計画。（例：その地区又はその

行う事業が一の都道府県の区域を超える漁業協同組合等が作成する計画）  

〔参照：法第四条、政令第二条〕  

 

 

（問 33）都道府県によって認定基準にばらつきが生じませんか。  

 

（答）  

 農林水産大臣が定める改善指針において、  

①  漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対

処するために行う漁業経営の改善に関する事項  

② 漁業経営の改善の内容に関する事項  

③ 漁業経営の改善の実施方法に関する事項  

④ その他漁業経営の改善に当たって配慮すべき事項  

 について統一的な考え方を明らかにしており、これによって漁業経営改善制度

の考え方が、漁業経営改善計画の認定を行う都道府県や漁業経営改善計画を作成

する漁業者等の関係者に周知されています。  

 都道府県においては、この改善指針に示された認定基準に基づいて改善計画の

認定を行うこととなるため、認定基準にばらつきが生じることはありません。  

 

 

Ⅴ．支援・特例措置  

 

（問 34）認定を受けた漁業者は、どんな支援や特例を受けることができますか。  

 

（答）  

 改善計画の認定を受けた方（認定を受けた計画に従い設立された法人を含む。）

については次のような支援等が用意されています。  
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① 漁業経営改善支援資金の利用（(株)日本政策金融公庫等から設備資金及び長

期運転資金の融通を受けられます。）  

② 漁業経営改善促進資金の利用（民間金融機関からの短期運転資金の融通が優

遇されます。）  

③ 漁業信用保証保険の優遇措置（農林漁業信用基金による保証保険のてん補率

が引き上げられることにより、漁業信用基金協会による融資保証の対応が促進

され、漁業者の与信力が向上する効果をもたらします。）  

④ 漁業経営基盤強化金融支援事業の利用（漁業経営改善支援資金、漁業近代化

資金を対象に利子助成することにより、漁業者が支払う利子が最大で無利子化

されます。）  

⑤ 漁業権の移転制限に関する特例（定置漁業権又は区画漁業権を有する者が、

改善計画に従い法人化する場合は、漁業権の移転の制限（漁業法第 26 条第１項

本文）が適用されず、当該法人に対し漁業権の譲渡ができます。）  

〔参照：法第九条、次官通知第二〕  

 

 

（問 35）認定を受けた漁業者は、必ず融資を受けられますか。  

 

（答）  

 改善計画の認定は、地域の漁業の実態を踏まえた計画の内容の妥当性や経営改

善に取り組む漁業者の適格性を審査し認定するものであり、融資の可否を審査す

るものではありません。したがって、漁業経営の改善の取組にあたり、(株)日本

政策金融公庫等から融資を受けようとする場合、行政庁の認定のほかに、別途、

金融機関の融資審査を受ける必要があります。  

〔参照：法第九条、次官通知第二〕  

 

 

（問 36）計画期間終了後、計画が達成されなかった場合や義務が履行されなかっ

た場合、それまで受けている金融上の特例についてはどうなりますか。  

 

（答）  

 認定を受けた計画に従って経営の改善に取り組んだものの、水産資源の状況、

魚価等漁業者自らの努力によって対処することが困難な経済事情等の変化の影響

を受けたことによって計画事項及び数値目標が達成されない場合でも、原則とし

て金融上の特例等が打ち切られることはありません。  

 ただし、改善計画に従って漁業経営の改善のための措置（計画的な資源管理又

は漁場改善の取組など改善指針に照らして適切にとるべき措置を含む。）を行っ

ていないと認めるときは認定を取消し、融資の繰上償還や場合によっては利子補

給補助金の返還を求めることがあります。  

〔参照：政令第三条、改善指針四、長官通知第５〕  
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Ⅵ．計画の変更  

 

（問 37）どのような場合に改善計画の変更認定が必要になりますか。  

 

（答）  

  長官通知第４の１において、改善計画の趣旨を変えない範囲内での軽微な変

更は、変更の認定を要しないと規定されています。これは、都道府県知事又は

農林水産大臣（以下「認定行政庁」）が判断するものですが、基本的に規則別

記様式第１号別紙３（実施計画）に記載した実施時期の同一年度内における変

更を想定しています。  

  一方、基本的整備の更新などの変更の場合は、基本的に認定行政庁による認

定が必要となります。仮に変更認定を受けずに取組を実施した場合、認定取消

となる可能性がありますので、計画の内容に変更がある場合には、速やかに認

定行政庁にご相談下さい。  

〔参照：政令第三条、施行規則第二条、次官通知第三、長官通知第４〕  

 

 

（問 38）認定を受けた個人が法人化した場合、改善計画の変更認定は必要ですか。 

 

（答）  

 改善計画において法人化が予定されており、予定通りに法人化した場合は、変

更認定は必要ありません。他方、予定外の法人化の場合は、法人化後の法人と計

画の認定を受けた者（個人）とのつながりが明確にならない場合があることから、

改善計画の変更を申請することが望ましいです（問 12 参照）。  

 

 

（問 39）法人が合併した場合、改善計画の変更認定は必要ですか。  

 

（答）  

  法人Ａ（改善計画Ａを認定済み）が法人Ｂ（改善計画Ｂを認定済み）を吸収

合併する（合併後も法人Ａが存続する）場合は、存続する法人Ａの改善計画Ａ

を改善計画Ｂの内容を組み入れる変更手続きが必要です。改善計画Ｂ自体につ

いては、改善計画Ａの中で合併の旨記載することにより特段の手続は不要です。 

  また、法人Ａ（改善計画Ａを認定済み）と法人Ｂ（改善計画Ｂを認定済み）

が新設合併し、新設法人Ｃとなる場合は、新設法人Ｃが新たに改善計画Ｃを作

成（改善計画Ａ及び改善計画Ｂの内容を改善計画Ｃに組み入れる）し、認定を

受ける必要があります。  

 

 

（問 40）改善計画の認定を受けている親が死亡し、息子に包括的に漁業の許可を

承継する際、改善計画の変更認定は必要ですか。  
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（答）  

 改善計画の認定を受けた漁業者が死亡した場合には、死亡した旨の報告を提出

するとともに、漁業後継者は改善計画の新規申請を行い、新規認定を受ける必要

があります。  

  その場合、経営の向上の程度を示す指標等の判断基準については、死亡した認

定漁業者の指標等を引き継ぐこととして差し支えありません。  

  なお、当然のことながら漁業後継者であっても、新たな指標等に基づき改善計

画の認定を妨げるものではありません。この場合、親が作成し、認定を受けた改

善計画については、認定取消の手続が行われ、それまでに受けている支援措置や

特例については、原則として停止されます。例えば、(株)日本政策金融公庫の漁

業経営改善支援資金については、繰上償還が求められることとなります。  

 

 

（問 41）認定を受けた漁業者が玉突き減船で船を更新する場合、改善計画の変更

認定は必要ですか。  

 

（答）  

  施行規則別記様式第一号別紙３（実施計画）の内容の変更が必要となるので、

速やかに変更の申請を行って下さい。  

  また、これに関連して新たに融資を受けることを検討する場合、実施計画及

び施行規則別記様式第一号別紙７（資金計画）の変更も必要となるので、併せ

て変更手続きを行って下さい。  

  なお、長官通知第４の１において、改善計画の趣旨を変えない範囲内での軽

微な変更は、変更の認定を要しないと規定されていますが、遠洋かつお・まぐ

ろ漁業に関する計画又は遠洋底びき網漁業に関する計画又は一つの都道府県の

区域を超えて実施される計画の場合、これは、基本的に、実施計画に記載した

実施時期の同一年度内における変更を想定しています。  

〔参照：政令第三条、施行規則第二条、次官通知第三、長官通知第４〕  

 

 

Ⅶ．計画の取消  

 

（問 42）漁業経営改善計画の認定の取消しはどのような場合に行われますか。ま

た、この場合、それまでに受けている支援措置についてはどのような取扱

いとなりますか。  

 

（答）  

 漁業経営改善計画の認定の取消しに関する事項については、長官通知において、

「漁業経営改善計画の遂行に著しい支障が生じており改善計画に基づく漁業経営

の改善のための措置（計画的な資源管理又は漁場改善の取組など改善指針に照ら

して適切にとるべき措置を含む。）が実施されていないなど、漁業者又は漁業協

同組合等が改善計画に従って漁業経営の改善のための措置を行っていないと認め
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られるときはその認定を取り消す。」としています。  

 ただし、認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等が相応の努力をした場合でも、

資源量の変動等やむを得ない事由により目標が達成できない場合もあることか

ら、計画どおりに「減価償却前利益」等が増加していないことのみを理由として、

計画認定の取消しを行うことはしません。  

 また、漁業経営改善計画の認定の取消しを受けた場合、それまでに受けている

支援措置や特例については、原則として停止されます。例えば、(株)日本政策金

融公庫の漁業経営改善支援資金については、繰上償還が求められることとなりま

す。  

〔参照：政令第三条、改善指針四、長官通知第５〕  

 

 

（問 43）認定漁業者が浜プラン等の更新に伴い、当該浜プラン等の計画期間との

整合を図るため、新たに改善計画の認定を行いたいが、取組中の改善計画

を取り消す必要はありますか。  

 

（答）  

 長官通知第４の３で規定されているとおり、取組中の改善計画の内容が新規の

改善計画においても引き続き取り組まれていると認められる場合には、取消しの

必要はありません。  

 なお、新規の改善計画を認定するにあたっては、直近の年度（厳密には、計画

申請時に第三者が参照できる、確定された決算書の事業年度）が基準となること

に注意して下さい。  


