
※１　一般会計、特別会計を問わず政策ごとの予算等の合計額を記載している。

※２　複数政策に関連する予算については、＜＞外書きについて記載している。

平成24年度実施政策の評価書
（農林水産省24－⑯）

政策分野名
【施策名】

漁業経営の安定

政策の概要
【施策の概要】

　我が国周辺の「身近な自然の恵み」が国民の食生活等において十分活用されるようにしていくことが重要であり、
そのためには、漁業経営の安定的な発展を確保すること等により、我が国の水産物の自給力を維持・強化すること
が不可欠である。
　この中、漁業経営の安定的な発展を確保するため、
　①多様な経営発展による活力ある生産構造の確立
　②水産関係団体の再編整備
の施策を行う。

区分 23年度 24年度

補正予算（b）
346,159,397

<106,114,946>
の内数

　16,458,985
<4,549,079>

の内数

83,550,989
<3,551,816>

の内数

96,956,981
<4,475,047>

の内数
当初予算（a）

政策に関係する内閣の
重要政策

【施策に関係する内閣の
重要政策】

（施政方針演説等のうち主なも
の）

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
　資源管理の強化及び資源管理・
　漁業所得補償対策の導入

平成22年6月18日新成長戦略

政策の予算額・執行額等
【施策の予算額・執行額等】

（※）

水産基本計画 平成24年3月23日

第２の３　意欲ある漁業者の経営安定の実
現
第２の４　多様な経営発展による活力ある生
産構造の確立
第２の５　漁船漁業の安全対策の強化
第２の９　水産関係団体の再編整備等

26年度
要求額

79,652,847
<7,000,000>

の内数

▲25,375,477
<▲104,747,656>

の内数

25年度

22,142,809
<41,187,060>

の内数

25,128,422
<78,101,078>

の内数

合計（a＋b＋c）

繰越し等（c）

70,465,411
<6,137,706>

の内数

施政方針演説等の名称

執行額（千円）

予算の
状況

（千円）

404,334,909
<4,919,106>

の内数

138,544,388
<87,125,204>

の内数

262,923,152
<3,748,874>

の内数

年月日 関係部分（抜粋）
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基準値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 34年度

－ － -
【60%】

(B:85.7%)
－ － 90%

－ - 70% 72% 74%

基準値 目標値

22年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 各年度

1,867人 -

【参考：
1,776人】

（A：
118.4%）

1,876人
(暫定値)
（A:93.8%)

－ － 2,000人

- 1500人 2,000人 2,000人 2,000人

基準値 目標値

18年度
～22年

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

125人 － －
100人

（概ね有効
:82.6%）

－ － 113人以下

－ － 121人以下 118人以下 116人以下

基準値 目標値

23年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 25年度

84組合
88組合

（B：71.4%）
84組合

（B：64.3%）
79組合

（B：83.3%）
－ － 71組合

86組合 79組合 78組合 71組合 －

目標①【達成すべき目標】 漁業協同組合系統（注３）等の再編整備

測定指標

（ア）

　要改善漁協（注４）数

実績値

※１　平成24年度データは、被災県（岩手県、宮城県及び福島県）を除いたデータ。
※２　事業名については、平成25年1月より「資源管理・漁業所得補償対策」より「資源管理・漁業経営安定対策」へ変更。

測定指標

（イ）

漁船海難（注２）等による死者・行方不
明者数

実績値

年度ごとの目標値

※1　海上保安庁「関係省庁海難防止連絡会議資料：プレジャーボート、漁船及び遊漁船（日本船舶に限る。）の海難の分析と安全対策」に
より把握した。なお、データは暦年である。また、達成度合いは死者・行方不明者数を目標値で除しているため、100%を下回れば目標を達
成していることを表す。

目標②【達成すべき目標】

（ア）
新規漁業就業者数

実績値

年度ごとの目標値

担い手の確保

※1 【】は、参考までに記載する。平成23年度の実績値は確定値であり、福島県を除いている。

目標①【達成すべき目標】 漁業経営の安定の確保

測定指標

（ア）

資源管理・漁業経営安定対策（注１）加
入漁業者による漁業生産の割合

実績値

年度ごとの目標値

施策（１） 多様な経営発展による活力ある生産構造の確立

施策（２） 水産関係団体の再編整備

年度ごとの目標値

（達成度合）

（達成度合）

（達成度合）（達成度合）

（達成度合）（達成度合）

（達成度合）
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-

＜その他＞
・米の消費拡大にごはんを食べてもらうことだけを狙ってポスターを作成しているが、そこにしじみの味噌汁も一緒
に掲載してもらうと良い。魚の消費拡大は、米と組み合わせて対応していただきたい。
かねてから主張している通り、お米の消費としじみの消費が繋がっているように、森と海は繋がっている。
例えば、シジミが獲れないというときに、稚貝を持ってきて種をまくということをやっているが、津軽ダムなど、その上
流にダムを建設しており、森から流れ出た栄養分がダムの底にたまって海に流れ出ないため、川下でシジミが育つ
環境が損なわれるようなことが行われている現状がある。これでは、稚貝をいくらまいても、根源に迫った対策が打
てていないということになる。ダムに溜まっている養分をどうやったら海まで届けられるかという技術開発を国交省と
連携して行う等、縦割りの枠を超えて取り組んでもらいたい。（畠山委員）

・被災した地域に関わる指標は、毎回目標を立てても、いつもCでダメだということになるので、評価が行えないとい
う状態が続いてしまうことが想定される。マクロ経済学の世界でも、異常値の処理をしており、数字の処理の仕方を
工夫する必要があるのではないか。（大山委員）

・水揚げのうちのほとんどは漁協が管理している市場に出荷しているが、６次産業化の推進によって市場を通さなく
なると、漁協の経営が立ちゆかなくなるという矛盾が発生してしまう。水揚げのうち、何％かは自由に流通させること
ができるなどの工夫が必要ではないか。(畠山委員）

・農業分野の６次産業化では、一等品ではない農産物を加工して収益を上げる。栽培する農業分野でもここまで
経営を楽にするので、捕獲する漁業分野では、この部分に重点的に政策を打って、消費者に迎えられる形になる
と、相当の経営効果があがると思うので、是非それをしていただきたい。（小池委員）

※平成25年第2回農林水産省政策評価第三者委員会（平成25年7月26日開催）における委員の御意見を掲載し
ており、それに対する回答及び今後の対応等については、「農林水産省政策評価第三者委員会委員による意見
の概要と対応・対応方向」にとりまとめ、評価書と同じホームページ上に掲載しています。御参照ください。
（http://www.maff.go.jp/j/assess/hanei/zisseki/pdf/iken24.pdf）

担当部局名 政策評価実施時期

測定指標に関する評価結果
【施策に関する評価結果】

評価結果の政策への
反映状況

（主なもの）

測定指標の達成状況
【目標の達成状況】

　施策（１）の①（ア）「資源管理・漁業経営安定対策（注１）加入漁業者による漁業生産の
割合」については「60％：B（85.7％）」、施策（１）の②（ア）「新規漁業就業者数」につい
ては、「1,876人（暫定値）：A（93.8％）」との評価となった。②(イ）「漁船海難等による死
者・行方不明者数」については、目標値を下回っており「100人：概ね有効」との評価と
なった。その要因として、漁業者の安全意識の向上が考えられる。施策（２）の①（ア）
「要改善漁協数」の達成度については「79組合：Ｂ（83.3％）」となった。

測定指標についての
要因分析

（達成度合が悪い場合
等）

【目標期間終了時点の
総括】

学識経験を有する者の
知見の活用

政策評価を行う過程において
使用した資料その他の情報

（別紙参照）

平成25年7月

予算

税制

その他
（法令、組織、定員等）

水産庁
【企画課/水産経営課/漁業保険管理官】

－

・「漁協経営再建支援事業(0273)」は、平成25年度農林水産省行政事業レビュー公開
プロセスにおいて、「事業内容の改善及び事業全体の抜本的改善」との評価結果と
なった。
現行の漁協欠損金対策の重要性・必要性、事業の手法については概ね理解を得られ
たが、事業実施に当たり、経営不振を招いた漁協の経営責任、早期の経営再建、経営
改善計画の策定について改善を求める指摘を受けたことから、役員の交代や役員報
酬の削減等を行い漁協の経営責任の明確化を行うとともに、著しい経営悪化の状態に
陥る前の段階で合併により経営改善を図ろうとする漁協についても事業対象とすること
とし、また、「漁協系統経営・組織力基盤強化促進事業(新25-0044)」と連携させ、経営
改善計画の策定について公認会計士等の外部専門家を積極的に活用するよう改善を
行うこととする。

－
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